
21085 8月21日 晴 良 （28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00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

59 ディバインコード 牡2鹿 54 柴田 善臣 �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 474＋101：21．5 2．5�

24 ド ウ デ ィ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 470－101：21．6� 4．1�
818 サンアンカレッジ 牡2栗 54 二本柳 壮加藤 信之氏 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 474± 01：22．34 43．8�
612 リトルレグルス 牡2鹿 54 内田 博幸藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 484± 01：22．4� 12．4�
713 オ ー ル イ ン 牡2鹿 54 大野 拓弥菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 438－ 41：22．5クビ 49．0�
817 メ リ ー ク ン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 田村 康仁 新ひだか ムーンシェル・インベストメンツ 454± 0 〃 アタマ 18．4	
611 サクラサクコロ 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 426＋ 41：22．82 12．4

12 ワラッチャウヨネ 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 410＋101：22．9� 122．4�
715 ハノハノボーイ 牡2鹿 54 江田 照男島川 哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 478± 0 〃 クビ 24．4�
48 シゲルボスザル 牡2黒鹿54 田中 勝春森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 丸村村下

ファーム 466－ 21：23．0� 10．4�
714 ウインプラージュ 牝2鹿 54

52 △伴 啓太�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 414＋ 41：23．63� 54．7�
816 クリップスプリンガ 牡2鹿 54 的場 勇人山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 426＋ 21：23．7クビ 13．7�
47 ヤマタケシンバ 牡2鹿 54 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 408－ 4 〃 ハナ 22．4�
23 デュトロノミー 牡2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 土田 稔 浦河 櫛桁牧場 468－ 41：23．91	 186．1�
36 ショウジキモノ 牡2栗 54

52 △木幡 初也小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 460－ 61：24．0� 121．1�
11 プ ロ セ ッ コ 牝2鹿 54 小野寺祐太田頭 勇貴氏 土田 稔 日高 神島 芳仁 398－ 81：24．95 351．4�
510 コロリアージュ 牝2鹿 54 丸田 恭介田頭 勇貴氏 根本 康広 日高 新井 昭二 418－ 61：25．32� 261．0�

（17頭）
35 セイウンカイヒメ 牝2黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 谷藤 弘美 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 22，582，500円 複勝： 31，094，500円 枠連： 15，624，400円
馬連： 48，989，600円 馬単： 26，666，600円 ワイド： 29，350，900円
3連複： 70，615，900円 3連単： 88，673，400円 計： 333，597，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 150円 � 710円 枠 連（2－5） 630円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 280円 �� 2，420円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 9，610円 3 連 単 ��� 31，420円

票 数

単勝票数 計 225825 的中 � 73655（1番人気）
複勝票数 計 310945 的中 � 78163（1番人気）� 60161（2番人気）� 6958（11番人気）
枠連票数 計 156244 的中 （2－5） 19001（1番人気）
馬連票数 計 489896 的中 �� 64367（1番人気）
馬単票数 計 266666 的中 �� 22382（1番人気）
ワイド票数 計 293509 的中 �� 31832（1番人気）�� 2825（29番人気）�� 2655（31番人気）
3連複票数 計 706159 的中 ��� 5507（34番人気）
3連単票数 計 886734 的中 ��� 2046（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―33．9―45．7―57．7―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．8
3 9，14（4，15）11（6，7，8，16）（13，17）（2，18）（10，12）－（1，3） 4 9（14，15）4，11（6，7）（13，8，17，16）（2，18）12，10（1，3）

勝馬の
紹 介

ディバインコード �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2016．7．17 福島2着

2014．2．28生 牡2鹿 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔出走取消〕 セイウンカイヒメ号は，疾病〔右飛節部挫創〕のため出走取消。
※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 エクスヘイロー号・ノーム号・バルダッキーノ号

21086 8月21日 晴 良 （28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30分 （ダート・左）

牝，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

712 ゴールドフォレスト 牝3栗 54 戸崎 圭太林 正道氏 栗田 徹 浦河 山下 恭茂 480＋ 61：10．6 2．5�
814 シグナリング 牝3鹿 54 内田 博幸�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 448－ 21：11．45 9．7�
35 キョウエイラヴ 牝3鹿 54 大野 拓弥田中 晴夫氏 中川 公成 新ひだか 沖田 忠幸 466－101：12．14 27．1�
610 レーヴドミカ 牝3栗 54 田中 勝春尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 474＋ 2 〃 クビ 7．5�
34 アシャカラウマ 牝3栗 54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 488± 01：12．52� 6．9�
59 シングンガガ 牝3黒鹿54 吉田 豊伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 452＋ 8 〃 ハナ 3．4	
611 ピクシーカフェ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也西川 恭子氏 小島 太 むかわ 市川牧場 442＋ 21：12．71� 45．9

11 ミツカネプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎小山田 満氏 田島 俊明 浦河 畔高牧場 490± 01：13．44 67．8�
46 ルナディミエーレ 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 508＋ 61：13．5� 25．4
47 ダノンオパール 牝3鹿 54 横山 典弘�ダノックス 大竹 正博 千歳 社台ファーム 470－ 81：13．6� 57．6�
23 ヨ ア ソ ビ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 千代田牧場 462－ 21：13．81� 269．4�
713 カームリップル 牝3黒鹿54 丸田 恭介ライオンレースホース� 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 500＋ 81：15．28 59．5�
22 ヤマニンモナムール 牝3栗 54

52 △木幡 初也土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 372± 01：15．52 155．1�
58 クリスティアーノ 牝3青鹿 54

51 ▲菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 新ひだか 平野牧場 450＋ 61：15．6� 193．5�
815 ア イ ギ ー ナ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太�G1レーシング 伊藤 大士 日高 野島牧場 B482＋10 〃 ハナ 45．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，641，800円 複勝： 32，929，000円 枠連： 12，017，500円
馬連： 52，087，400円 馬単： 29，912，100円 ワイド： 29，212，600円
3連複： 69，377，400円 3連単： 96，521，600円 計： 345，699，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 300円 � 490円 枠 連（7－8） 1，030円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，630円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 10，380円 3 連 単 ��� 29，060円

票 数

単勝票数 計 236418 的中 � 75311（1番人気）
複勝票数 計 329290 的中 � 67042（2番人気）� 26610（5番人気）� 14344（6番人気）
枠連票数 計 120175 的中 （7－8） 8988（6番人気）
馬連票数 計 520874 的中 �� 30995（6番人気）
馬単票数 計 299121 的中 �� 12254（6番人気）
ワイド票数 計 292126 的中 �� 13659（7番人気）�� 4475（14番人気）�� 3409（20番人気）
3連複票数 計 693774 的中 ��� 5012（29番人気）
3連単票数 計 965216 的中 ��� 2408（86番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．9―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．9―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．6
3 12，14－（4，5）3，15，11，6（7，10）8（9，13）1，2 4 12，14－4，5－3（6，11）15（7，10）－（9，8）（1，13）－2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴールドフォレスト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Forestry デビュー 2016．3．20 中山2着

2013．4．18生 牝3栗 母 フォレストキティ 母母 Haleakala 2戦1勝 賞金 7，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンモナムール号・クリスティアーノ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成28年9月21日まで平地競走に出走できない。
カームリップル号・アイギーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月

21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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ショウナンマハロ号

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８日



21087 8月21日 晴 良 （28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00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

712 サムライダマシー 牡3鹿 56 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 462－ 41：54．8 13．7�
34 ニシノケイト 牝3鹿 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 466＋10 〃 ハナ 5．9�
58 ア オ テ ン 牡3鹿 56 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 尾関 知人 新冠 村上 欽哉 B474－ 21：55．01 1．8�
611 サインズストーム 牡3黒鹿 56

54 △木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 514－ 41：55．95 33．8�
46 サムライフォンテン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B470＋ 21：56．11 158．1	
23 マイウェイレコード 牡3黒鹿56 江田 照男塩田 清氏 堀井 雅広 新冠 森 牧場 496＋ 81：56．2� 57．7

814 クインズマーキュリ 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 新ひだか 三石川上牧場 482＋ 2 〃 アタマ 5．7�
610 ディーゼルパワー 牡3黒鹿56 伊藤 工真吉田 千津氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 518＋101：56．3クビ 52．6�
11 ビルトアゲン 牡3黒鹿56 大野 拓弥浅川 皓司氏 高木 登 浦河 帰山 清貴 468－ 2 〃 クビ 9．5
35 ヤサカブレイブ �3芦 56 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 B458＋ 4 〃 アタマ 68．4�
59 オーネットハッピー 牝3鹿 54 武士沢友治醍醐 伸之氏 星野 忍 浦河 谷川牧場 492＋101：56．93� 273．5�
47 ティアップストーム 牡3栗 56 宮崎 北斗田中 昇氏 新開 幸一 浦河 高昭牧場 456－ 41：57．0� 309．1�
713 タ ト ゥ ー 牡3栗 56 田辺 裕信石川 達絵氏 大竹 正博 日高 白井牧場 B470± 01：57．85 22．2�
22 スズランフェスタ 牝3鹿 54 津村 明秀鈴木 修平氏 鈴木 伸尋 新ひだか 城地 清満 460＋ 62：00．0大差 18．6�
815 ネオスピード 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹ドリームホース� 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 482＋ 42：01．17 146．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，001，400円 複勝： 44，297，200円 枠連： 13，935，000円
馬連： 52，634，600円 馬単： 30，743，400円 ワイド： 31，149，000円
3連複： 72，286，500円 3連単： 105，457，900円 計： 374，505，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，370円 複 勝 � 210円 � 190円 � 110円 枠 連（3－7） 2，370円

馬 連 �� 4，970円 馬 単 �� 11，480円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 380円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 26，380円

票 数

単勝票数 計 240014 的中 � 13939（5番人気）
複勝票数 計 442972 的中 � 30107（5番人気）� 36240（4番人気）� 223904（1番人気）
枠連票数 計 139350 的中 （3－7） 4555（9番人気）
馬連票数 計 526346 的中 �� 8194（14番人気）
馬単票数 計 307434 的中 �� 2007（28番人気）
ワイド票数 計 311490 的中 �� 6207（13番人気）�� 20899（4番人気）�� 33833（2番人気）
3連複票数 計 722865 的中 ��� 27171（5番人気）
3連単票数 計1054579 的中 ��� 2898（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．9―50．0―1：02．7―1：15．1―1：28．5―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サムライダマシー �
�
父 サムライハート �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2015．6．21 東京12着

2013．4．5生 牡3鹿 母 アサクサロータス 母母 リーインフォースト 11戦1勝 賞金 8，950，000円
〔制裁〕 マイウェイレコード号の騎手江田照男は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 スズランフェスタ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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〕 ネオスピード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月21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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 カリスマフォンテン号・キャバリアキング号・キョウエイパワー号・クインズカハ号・チェリーピッカー号

21088 8月21日 晴 良 （28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30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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：01．4良

813 ホーカーテンペスト �7栗 60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510－ 23：03．6 3．0�
712 プ レ ス リ ー 牡5黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 508＋123：05．5大差 19．3�
11 ディープフォンテン �5栗 60 浜野谷憲尚吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 466＋ 23：06．45 8．8�
34 ロジサンデー 牡7鹿 60 石神 深一久米田正明氏 古賀 慎明 新ひだか 田中 裕之 488－ 2 〃 クビ 21．3�
814 フミノスナイパー �5栗 60 北沢 伸也谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 500＋10 〃 クビ 21．7�
610 ア ビ ス コ 牡6芦 60 金子 光希金子真人ホール

ディングス	 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 506＋183：06．5� 11．9

57 � シュピーゲル 牡4黒鹿60 大江原 圭水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 472± 03：06．81	 30．3�
69 ナンヨーケンゴー �6鹿 60 草野 太郎中村 德也氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 478＋ 63：08．410 3．5�
45 マイネルシュライ 牡8青 60 山本 康志 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋ 83：09．46 41．1

711 ツカサブレイブ 牡4青鹿60 佐久間寛志中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 472＋ 23：12．4大差 23．3�
33 インスタントリー 牡4黒鹿60 大庭 和弥岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 468± 03：13．14 119．1�
22 エフディサンゼン 牝3栗 56 鈴木 慶太鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 444－ 83：18．0大差 245．8�
58 テイエムフライヤー 牡3青鹿58 黒岩 悠竹園 正繼氏 日吉 正和 新冠 村上 雅規 472－ 83：24．6大差 85．9�
46 ハギノパトリオット �4黒鹿60 平沢 健治日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 450－10 （競走中止） 5．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，873，100円 複勝： 20，649，900円 枠連： 13，946，600円
馬連： 40，725，500円 馬単： 22，597，600円 ワイド： 22，868，500円
3連複： 61，498，600円 3連単： 84，077，500円 計： 283，237，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 410円 � 220円 枠 連（7－8） 1，240円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 810円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 8，010円 3 連 単 ��� 36，240円

票 数

単勝票数 計 168731 的中 � 44501（1番人気）
複勝票数 計 206499 的中 � 34802（2番人気）� 10801（6番人気）� 25196（4番人気）
枠連票数 計 139466 的中 （7－8） 8672（5番人気）
馬連票数 計 407255 的中 �� 9174（13番人気）
馬単票数 計 225976 的中 �� 3248（18番人気）
ワイド票数 計 228685 的中 �� 4060（17番人気）�� 7472（7番人気）�� 3564（22番人気）
3連複票数 計 614986 的中 ��� 5757（27番人気）
3連単票数 計 840775 的中 ��� 1682（103番人気）
上り 1マイル 1：43．0 4F 50．3－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホーカーテンペスト �
�
父 Hawk Wing �

�
母父 Halling デビュー 2011．7．23 函館5着

2009．4．11生 �7栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 障害：3戦1勝 賞金 10，500，000円
〔競走中止〕 ハギノパトリオット号は，8号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） 4頭 サンディアタッチ号・ジョージジョージ号・トーアヒミコ号・トーセンテレマーク号



21089 8月21日 晴 良 （28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20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

715 トーホウアイレス 牝2青鹿54 柴田 善臣東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 472 ―1：37．0 20．5�
48 スマイルフラワー 牝2鹿 54 田辺 裕信�KTレーシング 奥村 武 日高 下河辺牧場 426 ― 〃 クビ 4．9�
816 ア ギ シ ャ ン 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 424 ―1：37．1� 55．1�
713 コスモミュート 牝2青鹿54 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 398 ―1：37．31� 25．5�
818 ピンクガーベラ 牝2芦 54

53 ☆石川裕紀人�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 412 ―1：37．4� 7．1	

714 エディフィス 牝2鹿 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 2．2

36 ウ ォ ー ブ ル 牝2黒鹿 54

52 △伴 啓太 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 458 ―1：37．82� 134．3�
817 レインボーショット 牝2芦 54 津村 明秀 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 444 ―1：37．9クビ 66．4�
47 ニシノオマージュ 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 須貝 尚介 新冠 村上 欽哉 440 ―1：38．11� 11．2
35 アスヘノキボウ 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 大和田 成 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 454 ―1：38．52� 63．1�
23 ハツラツニッコウ 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 418 ―1：38．6� 106．6�
11 ネコドリーム 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 458 ―1：38．81� 45．5�
24 キョウモバライロ 牝2黒鹿54 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 428 ― 〃 クビ 84．5�
611 サクラトップビクト 牝2栗 54 丸田 恭介�トップフェロウ奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 454 ―1：39．01 45．0�
612 ア ン ヌ 牝2栗 54 吉田 豊�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 472 ― 〃 クビ 16．7�
12 マヤノブリリアンス 牝2鹿 54 木幡 初広田所 英子氏 牧 光二 新ひだか 藤沢牧場 446 ―1：39．21� 169．8�
510 キスミーオンアイス 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 新ひだか 西村 和夫 370 ―1：39．3クビ 99．1�
59 イマヒトタビノ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 金成 貴史 浦河 日進牧場 436 ―1：40．15 28．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，150，500円 複勝： 30，466，600円 枠連： 19，094，000円
馬連： 52，030，400円 馬単： 29，893，400円 ワイド： 29，621，300円
3連複： 67，614，300円 3連単： 89，305，800円 計： 348，176，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，050円 複 勝 � 410円 � 190円 � 1，130円 枠 連（4－7） 320円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 11，090円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 9，550円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 58，420円 3 連 単 ��� 320，520円

票 数

単勝票数 計 301505 的中 � 12467（6番人気）
複勝票数 計 304666 的中 � 17999（6番人気）� 51969（2番人気）� 5798（11番人気）
枠連票数 計 190940 的中 （4－7） 45053（1番人気）
馬連票数 計 520304 的中 �� 11105（13番人気）
馬単票数 計 298934 的中 �� 2020（31番人気）
ワイド票数 計 296213 的中 �� 5822（13番人気）�� 783（67番人気）�� 2207（32番人気）
3連複票数 計 676143 的中 ��� 868（130番人気）
3連単票数 計 893058 的中 ��� 202（661番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．8―13．1―13．0―11．9―10．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．8―48．9―1：01．9―1：13．8―1：24．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．1
3 2，13（1，12）16（5，6）（3，9）－（7，10）（8，18）（14，17）4－15－11 4 2，13（1，12）（5，6，16）9，3（7，10）（8，18）（14，17）（4，15）－11

勝馬の
紹 介

トーホウアイレス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サウスヴィグラス 初出走

2014．3．24生 牝2青鹿 母 トーホウドルチェ 母母 トーホウウインド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 トーホウアイレス号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・9番・7番）

ピンクガーベラ号の騎手石川裕紀人は，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100，000円。（被害馬：14
番・9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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 プティトシャンティ号・レインボーアモーレ号

21090 8月21日 晴 良 （28新潟2）第8日 第6競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走12時50分 （芝・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
2：24．6
2：22．1

良
良

36 バンダムザブラッド 牡3黒鹿56 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 468＋ 22：27．3 34．9�
35 スギノグローアップ 牡3鹿 56 田辺 裕信杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B486＋ 8 〃 クビ 8．4�
715 ジョニーエンジェル 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 528－ 62：27．51� 12．3�
24 カルマフォース 牝3鹿 54 内田 博幸花野 友象氏 田中 清隆 新冠 競優牧場 470＋ 22：27．6� 23．4�
818 シュティルヴァルト 牡3栗 56 戸崎 圭太 �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 474＋ 62：27．7クビ 1．8�
47 シンキングダンサー 牡3栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 82：27．8� 6．5	
11 チ ョ ン マ ゲ 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 448± 02：28．11� 78．2

12 マイネルヴァッサー 牡3鹿 56 武士沢友治 �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 424＋ 2 〃 クビ 18．5�
713 ピ ッ レ ウ ス 牝3青鹿 54

53 ☆石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 428－182：28．2� 30．0�
816 ミュゼウェルズ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか チャンピオンズファーム B428＋ 22：28．41	 39．9
612 デルマセンヒメ 牝3鹿 54 津村 明秀浅沼 廣幸氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 440－ 6 〃 ハナ 123．1�
23 ケ ッ ト シ ー 牝3鹿 54 江田 照男�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 456± 02：28．61	 84．2�
510 タイセイアスリート 
3栗 56

53 ▲菊沢 一樹田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 492＋ 22：29．13 13．1�
48 ピースフルゲラン 牡3栗 56 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 日高 白井牧場 462＋ 22：29．52� 296．2�
611 アンサーフォンテン 牡3栗 56 西田雄一郎吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 472＋ 62：30．77 397．4�
714 マイネルカラット 牡3鹿 56 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 佐竹 学 534－122：32．08 21．1�
817 シゲルヒメコダイ 牝3青鹿54 田中 勝春森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 中村 雅明 462－ 22：32．63� 227．5�
59 コ ン サ バ 牝3青鹿 54

52 △木幡 初也佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 カミイスタット 420± 02：32．7� 180．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，811，100円 複勝： 41，407，600円 枠連： 19，146，300円
馬連： 63，353，100円 馬単： 39，077，800円 ワイド： 38，604，900円
3連複： 88，705，600円 3連単： 124，217，200円 計： 444，323，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，490円 複 勝 � 730円 � 270円 � 390円 枠 連（3－3） 17，290円

馬 連 �� 14，080円 馬 単 �� 28，510円

ワ イ ド �� 3，500円 �� 7，010円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 61，310円 3 連 単 ��� 503，110円

票 数

単勝票数 計 298111 的中 � 6821（10番人気）
複勝票数 計 414076 的中 � 13388（10番人気）� 45811（3番人気）� 27671（4番人気）
枠連票数 計 191463 的中 （3－3） 858（27番人気）
馬連票数 計 633531 的中 �� 3485（38番人気）
馬単票数 計 390778 的中 �� 1028（70番人気）
ワイド票数 計 386049 的中 �� 2835（37番人気）�� 1400（57番人気）�� 5798（19番人気）
3連複票数 計 887056 的中 ��� 1085（140番人気）
3連単票数 計1242172 的中 ��� 179（952番人気）

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

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―24．0―35．5―47．3―59．8―1：13．5―1：26．9―1：38．8―1：50．5―2：02．5―2：14．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バンダムザブラッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．12．19 中山5着

2013．4．27生 牡3黒鹿 母 キングズラヴ 母母 Love From the Air 7戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルヒメコダイ号・コンサバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月

21日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クラウングレイス号・デイジーベル号



21091 8月21日 晴 良 （28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20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

59 メリーウィドウ 牝5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 514± 01：53．8 2．2�
34 エグランティエ 牝4栗 55 吉田 豊�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 430－ 21：54．01� 10．6�
47 プリンシアコメータ 牝3黒鹿 52

51 ☆石川裕紀人芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント
ファーム B462－ 41：54．1クビ 7．1�

814 ガラドリエル 牝4栗 55 嘉藤 貴行�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 492＋ 41：54．2� 83．8�
713 グランドエンジェル 牝5鹿 55 江田 照男�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 464＋ 61：54．3� 40．0	
712 ナ ス カ ザ ン 牝4鹿 55 津村 明秀小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B480－ 61：54．51 9．9

23 パヴェダイヤモンド 牝4栗 55 丸田 恭介大塚 亮一氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460－ 41：54．6� 71．0�
46 グリシーヌシチー 牝4鹿 55 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B460± 01：54．7� 6．7�
22 ドゥリーミン 牝3黒鹿 52

49 ▲野中悠太郎坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 452－101：55．23 8．5
610 シゲルシチフクジン 牝4黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹森中 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± 01：55．41� 199．3�

35 キョウワクロニクル 牝3栗 52 田中 勝春�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 480＋141：55．5� 40．4�
815 ゴールデンレッグ 牝3鹿 52

50 △木幡 初也野口 弘司氏 小西 一男 新ひだか 出羽牧場 450－ 2 〃 ハナ 133．7�
11 クイーンズシアター 牝5鹿 55

52 ▲木幡 巧也 �グリーンファーム和田 正道 千歳 社台ファーム 474± 01：55．81� 26．2�
58 � デザイアドライブ 牝5黒鹿55 柴田 善臣片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 458＋ 21：55．9� 150．9�
611 マカワオクイーン 牝4栗 55 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 494＋141：56．53� 13．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，081，900円 複勝： 41，554，600円 枠連： 19，007，000円
馬連： 70，529，700円 馬単： 34，419，400円 ワイド： 39，604，800円
3連複： 92，597，100円 3連単： 116，875，200円 計： 442，669，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 210円 � 180円 枠 連（3－5） 890円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 430円 �� 340円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 6，160円

票 数

単勝票数 計 280819 的中 � 99455（1番人気）
複勝票数 計 415546 的中 � 115483（1番人気）� 41647（5番人気）� 50666（3番人気）
枠連票数 計 190070 的中 （3－5） 16503（3番人気）
馬連票数 計 705297 的中 �� 55419（3番人気）
馬単票数 計 344194 的中 �� 17334（3番人気）
ワイド票数 計 396048 的中 �� 23966（4番人気）�� 31708（1番人気）�� 10706（10番人気）
3連複票数 計 925971 的中 ��� 40635（1番人気）
3連単票数 計1168752 的中 ��� 13752（2番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．9―13．3―12．9―12．3―12．7―12．5―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―36．5―49．8―1：02．7―1：15．0―1：27．7―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メリーウィドウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．9．8 中山4着

2011．3．21生 牝5鹿 母 ウエディングメリー 母母 ジュエルダンサー 28戦3勝 賞金 54，500，000円
〔発走状況〕 プリンシアコメータ号は，枠入り不良。

21092 8月21日 晴 良 （28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13時50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

59 ダイワスキャンプ �4鹿 57 田辺 裕信大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 428＋141：45．7 6．3�
48 ワンショットキラー 牡3青鹿54 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 468－ 41：45．8� 13．9�
612 ア ウ ェ イ ク 牝3鹿 52 吉田 豊 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 454－ 21：45．9� 2．0�
611 ハッピームーン 牡4黒鹿57 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 440± 01：46．43 19．5�
36 コメットシーカー 牡6鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 492－ 21：46．61 3．2�
11 プレミアステイタス 牝5黒鹿55 西田雄一郎 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 486＋ 8 〃 クビ 38．5	
24 � シークレットベース 牝8鹿 55 武士沢友治山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 432＋ 41：46．81	 181．5

35 � オンファロス 牝4鹿 55

52 ▲木幡 巧也村木 篤氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 422＋101：46．9クビ 24．8�
816 スーパーラビット 牡3黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 アラキフアーム 410－ 21：47．0� 363．8�
714 クラウングレイス 牝3鹿 52

51 ☆石川裕紀人矢野 恭裕氏 高木 登 新冠 大栄牧場 488＋ 61：47．31
 35．8
12 ネルトスグアサ 牡6黒鹿 57

55 △伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 460－ 61：47．4
 78．3�
713 ブ ル ロ ー ネ 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 小河 豊水 476± 0 〃 アタマ 40．6�
510� ハヤブサライデン 牡4鹿 57

54 ▲野中悠太郎�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 488＋ 41：48．35 98．1�
23 � クリノツーイーソー 牡4栗 57

55 △木幡 初也栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 近藤牧場 448－ 21：48．51	 106．2�
815� ダッシングブルー 牡4黒鹿57 江田 照男 �ブルーマネジメント蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B512－ 21：48．71	 39．5�
47 � シゲルユカタマツリ 牡4芦 57

54 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 中橋 清 498＋ 61：49．76 227．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，335，200円 複勝： 37，602，100円 枠連： 20，716，000円
馬連： 85，741，000円 馬単： 45，607，100円 ワイド： 40，933，600円
3連複： 103，401，300円 3連単： 158，842，500円 計： 524，178，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 170円 � 250円 � 120円 枠 連（4－5） 3，090円

馬 連 �� 3，180円 馬 単 �� 6，890円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 350円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 22，100円

票 数

単勝票数 計 313352 的中 � 39375（3番人気）
複勝票数 計 376021 的中 � 48697（3番人気）� 28241（4番人気）� 118339（1番人気）
枠連票数 計 207160 的中 （4－5） 5194（10番人気）
馬連票数 計 857410 的中 �� 20871（11番人気）
馬単票数 計 456071 的中 �� 4963（22番人気）
ワイド票数 計 409336 的中 �� 8398（12番人気）�� 33089（2番人気）�� 17957（4番人気）
3連複票数 計1034013 的中 ��� 27905（6番人気）
3連単票数 計1588425 的中 ��� 5210（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―33．9―45．8―58．5―1：10．9―1：22．8―1：33．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワスキャンプ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．1．24 中山3着

2012．5．7生 �4鹿 母 フレアキャスケード 母母 ダンツプリンセス 16戦2勝 賞金 22，000，000円
※クラウングレイス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



21093 8月21日 晴 良 （28新潟2）第8日 第9競走 ��
��1，600�

む ら か み

村 上 特 別
発走14時25分 （芝・左・外）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 420，000円 120，000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

713 ワンブレスアウェイ 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋121：34．0 2．4�

815 ショウナンサスケ 牡3鹿 54 内田 博幸国本 哲秀氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 472＋ 81：34．21� 3．7�
11 アイリーグレイ 牝4芦 55 木幡 巧也前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B460＋ 61：34．62	 48．7�
48 ヒプノティスト 牡3栗 54 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 470－ 21：34．7	 4．6�
35 
 チェルカトーレ 牝4栗 55 柴田 善臣 �ロードホースクラブ 菊川 正達 えりも エクセルマネジメント 426－ 21：35．01� 37．5	
47 ボーアムルーズ 牝3鹿 52 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 栗田 徹 新ひだか 服部 牧場 484± 0 〃 クビ 136．3

817 ローズクランス 牡3鹿 54 津村 明秀グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 ハナ 59．2�
510 エイブルボス 牡4黒鹿57 木幡 初広中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 486＋14 〃 ハナ 31．8�
59 
 アンドトゥモロー 牝4鹿 55 吉田 豊吉田 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 466＋ 21：35．1クビ 58．8
714 ニシノオタケビ 牡4鹿 57 石川裕紀人西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470－ 61：35．31� 15．5�
36 テイエムダンシング 牡4鹿 57 江田 照男竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 484－ 21：35．4	 42．0�
12 カスクストレングス 牡4黒鹿57 大野 拓弥芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 502＋ 4 〃 クビ 14．6�
611 セレナビアンカ 牝5鹿 55 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458＋ 6 〃 ハナ 52．5�
612 ホッコーヴァール 牝4黒鹿55 木幡 初也矢部 道晃氏 松永 康利 日高 川端 正博 532＋181：35．5	 48．9�
816 カ ケ ダ シ 牡6鹿 57 草野 太郎山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 510± 0 〃 ハナ 469．4�
24 ドリームリヴァール �6黒鹿57 大庭 和弥ライオンレースホース� 池上 昌弘 安平 追分ファーム 452＋ 41：35．6	 89．6�
23 ビレッジシャトル 牝3栗 52 横山 典弘村山 輝雄氏 小野 次郎 平取 川向高橋育

成牧場 408－ 4 〃 ハナ 37．1�
（17頭）

売 得 金
単勝： 39，671，200円 複勝： 57，109，400円 枠連： 29，336，900円
馬連： 114，085，200円 馬単： 54，785，600円 ワイド： 60，533，200円
3連複： 153，679，600円 3連単： 220，049，400円 計： 729，250，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 170円 � 930円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 240円 �� 2，030円 �� 2，560円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 18，870円

票 数

単勝票数 計 396712 的中 � 131372（1番人気）
複勝票数 計 571094 的中 � 146316（1番人気）� 90050（3番人気）� 10157（12番人気）
枠連票数 計 293369 的中 （7－8） 56809（1番人気）
馬連票数 計1140852 的中 �� 191609（1番人気）
馬単票数 計 547856 的中 �� 46560（1番人気）
ワイド票数 計 605332 的中 �� 80823（1番人気）�� 6750（20番人気）�� 5328（28番人気）
3連複票数 計1536796 的中 ��� 18190（18番人気）
3連単票数 計2200494 的中 ��� 8450（42番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．5―12．7―11．8―11．2―10．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．8―36．3―49．0―1：00．8―1：12．0―1：22．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．2
3 ・（1，8）（5，13）－（15，17）7，10（9，16）6（2，12）14，4，3，11 4 ・（1，8）13，5（15，17）（7，10，16）（9，6，12）2，14，4（11，3）

勝馬の
紹 介

ワンブレスアウェイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Cat デビュー 2015．10．10 東京1着

2013．4．9生 牝3黒鹿 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル 7戦2勝 賞金 27，120，000円

21094 8月21日 晴 良 （28新潟2）第8日 第10競走 ��
��2，200�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走15時00分 （芝・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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

713 トーセンバジル 牡4黒鹿57 内田 博幸島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：11．8 2．9�
46 ワールドインパクト 牡5鹿 57 津村 明秀 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516＋202：11．9� 12．8�
34 トーセンマタコイヤ 牡5青鹿57 大野 拓弥島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482＋202：12．43 9．2�
815 ジェネラルゴジップ 牡4青鹿57 田辺 裕信 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 468－ 62：12．5	 7．0�
11 
 ヤマカツポセイドン 牡7黒鹿57 武士沢友治山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 460＋ 6 〃 クビ 43．9	
59 シャクンタラー 牝3栗 52 戸崎 圭太 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 536＋102：12．6クビ 4．7

58 
 ラルプデュエズ 牡6黒鹿57 石川裕紀人吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502＋102：12．81� 58．6�
610 ドラゴンズタイム 牡5鹿 57 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 日高 三城牧場 B438＋10 〃 クビ 43．1�
47 ショウナンマルシェ �5青鹿57 横山 典弘国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 62：13．11� 43．8
22 オリジナルスマイル �6鹿 57 木幡 巧也 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 510－14 〃 クビ 54．7�
712 コスモナインボール 牡4鹿 57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 482＋ 8 〃 ハナ 108．8�
814 ウインスペクトル 牡4鹿 57 宮崎 北斗�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 470± 02：13．2クビ 22．1�
35 エイシンハドソン 牡5鹿 57 柴田 善臣�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 534－ 82：13．52 5．9�
611
 ケージーキンカメ 牡5黒鹿57 田中 勝春岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 474＋ 6 〃 アタマ 55．5�
23 ハイプレッシャー 牡5黒鹿57 丸田 恭介�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 530＋ 42：13．71 31．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 47，897，000円 複勝： 70，537，700円 枠連： 35，318，000円
馬連： 145，726，100円 馬単： 64，200，600円 ワイド： 70，592，200円
3連複： 184，206，600円 3連単： 249，086，400円 計： 867，564，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 400円 � 330円 枠 連（4－7） 1，700円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 840円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 7，820円 3 連 単 ��� 30，920円

票 数

単勝票数 計 478970 的中 � 127789（1番人気）
複勝票数 計 705377 的中 � 153692（1番人気）� 37562（6番人気）� 49338（5番人気）
枠連票数 計 353180 的中 （4－7） 16023（7番人気）
馬連票数 計1457261 的中 �� 47684（8番人気）
馬単票数 計 642006 的中 �� 15661（8番人気）
ワイド票数 計 705922 的中 �� 17810（9番人気）�� 22118（7番人気）�� 10056（17番人気）
3連複票数 計1842066 的中 ��� 17666（21番人気）
3連単票数 計2490864 的中 ��� 5839（79番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．4―12．8―12．5―12．6―11．9―12．1―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．0―22．9―34．4―46．8―59．6―1：12．1―1：24．7―1：36．6―1：48．7―2：00．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンバジル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．29 阪神2着

2012．3．1生 牡4黒鹿 母 ケアレスウィスパー 母母 エヴリウィスパー 11戦4勝 賞金 74，767，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



21095 8月21日 晴 良 （28新潟2）第8日 第11競走 ��
��1，200�N S T 賞

発走15時35分 （ダート・左）
3歳以上，27．8．22以降28．8．14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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

11 エイシンローリン 牝5栗 52 津村 明秀�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 城地 清満 460± 01：10．4 12．3�
47 ゴーイングパワー 牡7鹿 56 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 498± 01：10．5� 5．0�
712 キャプテンシップ 牡4鹿 52 田中 勝春玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 516＋ 4 〃 クビ 59．0�
611 カ ジ キ 牡7鹿 56 柴田 善臣幅田 昌伸氏 笹田 和秀 新ひだか 千代田牧場 504＋ 81：10．6� 17．7�
713	 ナンチンノン 牡5栗 55 丸田 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 米 Henrietta K.

Alexander 536－ 21：11．02� 10．7�
815 レーザーバレット 牡8鹿 57．5 石川裕紀人前田 葉子氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント 484－10 〃 クビ 20．0	
34 ワ デ ィ 牝5栗 52 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 8 〃 アタマ 4．5

610 ポメグラネイト 牡5栗 54 木幡 巧也畑佐 博氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 570－ 21：11．1� 26．2�
814 ビ リ オ ネ ア 牝6鹿 52 戸崎 圭太間野 隆司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 470＋12 〃 アタマ 5．4�
35 
 サトノデプロマット 牡6黒鹿53 横山 典弘里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 496－ 2 〃 ハナ 55．6
22 	 セ ト ア ロ ー 牡5鹿 49 伴 啓太難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

532＋121：11．41� 49．7�
59 ドリームドルチェ 牡4青鹿52 野中悠太郎ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 512± 0 〃 クビ 6．2�
46 トキノゲンジ 牡8鹿 54 西田雄一郎中野 正則氏 西村 真幸 浦河 小倉牧場 500＋ 21：11．5クビ 67．4�
58 ダッシャーワン 牡8栗 57 田辺 裕信芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 502－ 21：11．82 12．9�
23 ナンヨーマーク 牡5青鹿51 木幡 初也中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 512－ 61：11．9クビ 49．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 67，261，600円 複勝： 89，994，600円 枠連： 58，904，100円
馬連： 270，007，200円 馬単： 109，361，800円 ワイド： 107，787，400円
3連複： 376，715，500円 3連単： 544，109，300円 計： 1，624，141，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 450円 � 190円 � 1，450円 枠 連（1－4） 3，840円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 7，650円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 8，750円 �� 6，760円

3 連 複 ��� 71，360円 3 連 単 ��� 385，230円

票 数

単勝票数 計 672616 的中 � 43571（6番人気）
複勝票数 計 899946 的中 � 48631（8番人気）� 160347（1番人気）� 13167（15番人気）
枠連票数 計 589041 的中 （1－4） 11865（19番人気）
馬連票数 計2700072 的中 �� 56815（17番人気）
馬単票数 計1093618 的中 �� 10718（35番人気）
ワイド票数 計1077874 的中 �� 17501（20番人気）�� 3136（74番人気）�� 4068（66番人気）
3連複票数 計3767155 的中 ��� 3959（189番人気）
3連単票数 計5441093 的中 ��� 1024（1025番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．4―12．0―11．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．8―45．8―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンローリン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー 2014．2．22 京都3着

2011．3．20生 牝5栗 母 バーリンスワン 母母 Cozumel Kitty 14戦5勝 賞金 81，515，000円
〔制裁〕 カジキ号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※セトアロー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21096 8月21日 晴 良 （28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15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

817 グラミスキャッスル 牝3鹿 52
49 ▲木幡 巧也飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 462＋ 4 54．5 3．7�

714 グリーンバシリスク 牝3栗 52 内田 博幸石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B458＋ 2 54．71� 9．6�
48 スペチアーレ 牝4鹿 55

54 ☆石川裕紀人青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 472＋ 4 54．91 5．7�
23 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 510－ 2 55．0� 9．3�
12 アデレードヒル 牝3鹿 52 戸崎 圭太吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 468＋10 〃 クビ 4．7�
611 プリンセスオーラ 牝3鹿 52 大野 拓弥大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 426－ 6 〃 ハナ 18．5�
816 ラ ト ゥ ー ル 牝4鹿 55 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 440－ 4 55．21� 95．6	
713 キーウエスト 牝3鹿 52 津村 明秀 
友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 452＋10 〃 クビ 16．9�
612 オルティラアスール 牝4鹿 55 宮崎 北斗
アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 488＋ 4 55．41� 72．0�
24 レッドランタン 牝4青鹿55 武士沢友治 K.C．タン氏 水野 貴広 浦河 駿河牧場 476± 0 55．5	 171．0
59 メランコリア 牝4栗 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 478＋ 4 55．71� 36．5�
35 デルマオカル 牝3栗 52

50 △伴 啓太浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 466－ 2 55．91� 116．6�
47 クリスタルガーデン 牝3鹿 52 小野寺祐太田頭 勇貴氏 土田 稔 厚真 大川牧場 456－ 2 56．21� 128．5�
510
 ビジータイム 牝5青鹿 55

52 ▲菊沢 一樹 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 404＋ 1 56．41� 66．8�

11 
 クリノチョモラーリ 牝6栗 55 木幡 初広栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 492＋ 6 56．61 271．0�
36 ミ デ ィ 牝3鹿 52

50 △木幡 初也窪田 康志氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 440＋ 8 56．91	 14．7�
815 カ シ ノ リ ノ 牝4鹿 55 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 504＋ 7 〃 ハナ 8．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 60，039，500円 複勝： 69，273，100円 枠連： 48，332，600円 馬連： 169，638，200円 馬単： 69，450，800円
ワイド： 77，331，300円 3連複： 241，208，700円 3連単： 338，461，400円 5重勝： 600，182，700円 計： 1，673，918，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 270円 � 180円 枠 連（7－8） 730円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 790円 �� 490円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 17，660円

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

キャリーオーバー なし����� 420，127，890円

票 数

単勝票数 計 600395 的中 � 128087（1番人気）
複勝票数 計 692731 的中 � 119921（1番人気）� 56851（6番人気）� 106991（2番人気）
枠連票数 計 483326 的中 （7－8） 51127（1番人気）
馬連票数 計1696382 的中 �� 69113（7番人気）
馬単票数 計 694508 的中 �� 17426（4番人気）
ワイド票数 計 773313 的中 �� 24642（8番人気）�� 42563（1番人気）�� 19140（12番人気）
3連複票数 計2412087 的中 ��� 48820（4番人気）
3連単票数 計3384614 的中 ��� 13889（22番人気）
5重勝票数 差引計6001827（返還計256834） 的中 ����� 1

ハロンタイム 11．8―10．2―10．4―10．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―22．0―32．4―42．5

上り4F42．7－3F32．5
勝馬の
紹 介

グラミスキャッスル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．17 中山2着

2013．5．1生 牝3鹿 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール 6戦2勝 賞金 14，900，000円
※クリスタルガーデン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目 ５レース目



（28新潟2）第8日 8月21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 192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

197，600，000円
2，530，000円
7，040，000円
1，520，000円
20，190，000円
73，204，000円
5，806，800円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
421，346，800円
566，916，300円
305，378，400円
1，165，548，000円
556，716，200円
577，589，700円
1，581，907，100円
2，215，677，600円
600，182，700円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 7，991，262，800円

総入場人員 12，990名 （有料入場人員 10，819名）
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