
21121 9月2日 曇 良 （29新潟2）第11日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時15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
1：53．8
1：50．9

良
不良

814 グラファイト 牡2青鹿54 田辺 裕信 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464＋ 81：56．6 13．8�
46 マイネルサリューエ 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 秋田牧場 482± 01：56．81� 4．4�
35 マイネルメモーリア 牡2栗 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 474＋181：57．33 181．6�
815 レッドチェイサー 牡2栗 54 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B480＋ 81：57．4� 20．8�
611 ポルカシュネル 牝2鹿 54 石橋 脩 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 468－ 81：57．5� 11．4	
11 ニシノホクサイ 牡2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 460－ 61：58．03 45．0

23 ヤマタケパンチ 牡2青鹿54 内田 博幸山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 480＋101：58．2� 4．8�
22 オルレアンノムスコ 牡2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 456± 01：58．41� 28．5�
59 フロースヒルデ 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅宮川 保氏 蛯名 利弘 日高 浦新 徳司 430－ 4 〃 アタマ 33．6
58 ウサギノパンチ 牡2鹿 54 北村 宏司桐谷 茂氏 堀井 雅広 平取 中川 隆 454＋14 〃 ハナ 36．7�
610 ビレッジキング 牡2黒鹿54 大野 拓弥村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 三石川上牧場 456± 01：58．5� 6．9�
47 マヤノフロスティ 牡2芦 54 柴田 善臣田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 500＋ 41：58．71� 6．3�
34 オールドナシュワン 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也�リーヴァ 松永 康利 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490± 01：58．8クビ 10．7�

713 ウェディングベール 牝2芦 54
51 ▲藤田菜七子岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 426± 0 〃 クビ 55．0�

712 ウェルズレジェンド 牡2鹿 54 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 480＋ 21：59．33 66．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，714，000円 複勝： 34，640，000円 枠連： 16，946，900円
馬連： 53，936，400円 馬単： 25，227，900円 ワイド： 33，336，100円
3連複： 76，215，300円 3連単： 84，579，400円 計： 348，596，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 460円 � 260円 � 3，390円 枠 連（4－8） 1，180円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 9，550円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 18，940円 �� 9，830円

3 連 複 ��� 163，780円 3 連 単 ��� 1，333，040円

票 数

単勝票数 計 237140 的中 � 14538（7番人気）
複勝票数 計 346400 的中 � 19536（7番人気）� 40010（4番人気）� 2289（15番人気）
枠連票数 計 169469 的中 （4－8） 11080（5番人気）
馬連票数 計 539364 的中 �� 8698（20番人気）
馬単票数 計 252279 的中 �� 1981（42番人気）
ワイド票数 計 333361 的中 �� 5664（19番人気）�� 447（96番人気）�� 864（77番人気）
3連複票数 計 762153 的中 ��� 349（284番人気）
3連単票数 計 845794 的中 ��� 46（1886番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．5―13．3―13．1―13．3―13．7―13．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．5―49．8―1：02．9―1：16．2―1：29．9―1：43．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グラファイト �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．6．11 東京11着

2015．3．24生 牡2青鹿 母 クラリスピンク 母母 チャーミングクリス 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 ファーストペンギン号・フレキシビリティー号・マイネルアンファン号・マイネルポーチカ号・ロージズキング号

21122 9月2日 曇 良 （29新潟2）第11日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時45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
2：02．1
1：59．8

良
良

67 オウケンムーン 牡2鹿 54 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 456－102：01．8レコード 2．6�
11 アイリスロード 牝2青 54

53 ☆木幡 巧也 �荻伏服部牧場 和田 雄二 日高 春木 昭雄 442＋ 22：02．86 44．0�
79 ニシノラヴコール 牝2黒鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 436＋ 2 〃 ハナ 7．3�
810 モ ノ ド ラ マ 牡2鹿 54 丸田 恭介 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 486± 02：03．22� 10．5�
55 エスポワールカフェ 牡2栗 54

51 ▲菊沢 一樹西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 454＋ 42：03．41� 101．7�
44 ファーマフローラ 牝2青鹿 54

51 ▲武藤 雅中西 功氏 谷原 義明 日高 高山牧場 420± 02：03．71� 85．8	
66 プ ト ラ ナ 牝2栗 54 内田 博幸畑佐 博氏 相沢 郁 新冠 細川農場 474＋ 62：04．65 3．2

811 ジ ュ ヴ ィ 牝2鹿 54 石橋 脩井高 義光氏 松下 武士 新ひだか 井高牧場 460＋ 62：04．7� 5．4�
22 ビッグフライト 牡2芦 54 吉田 豊 �スピードファーム小西 一男 新冠 スピードフアーム 462＋ 42：05．55 214．5�
33 マイネルパブリック 牡2鹿 54 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 468＋ 42：06．13� 118．1�
78 ハクユウフラッシュ 牡2黒鹿54 大野 拓弥 H.Iコーポレーション 中川 公成 新冠 佐藤牧場 482＋ 22：06．42 34．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，452，100円 複勝： 25，295，000円 枠連： 10，447，900円
馬連： 39，212，300円 馬単： 23，273，400円 ワイド： 25，437，400円
3連複： 51，152，500円 3連単： 85，393，900円 計： 283，664，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 490円 � 210円 枠 連（1－6） 1，670円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 410円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 40，220円

票 数

単勝票数 計 234521 的中 � 74972（1番人気）
複勝票数 計 252950 的中 � 66290（1番人気）� 9435（7番人気）� 29493（4番人気）
枠連票数 計 104479 的中 （1－6） 4847（5番人気）
馬連票数 計 392123 的中 �� 6987（14番人気）
馬単票数 計 232734 的中 �� 3207（21番人気）
ワイド票数 計 254374 的中 �� 4607（14番人気）�� 17574（4番人気）�� 3150（17番人気）
3連複票数 計 511525 的中 ��� 5798（20番人気）
3連単票数 計 853939 的中 ��� 1539（109番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．8―12．9―12．8―12．5―12．3―11．9―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―35．9―48．8―1：01．6―1：14．1―1：26．4―1：38．3―1：50．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オウケンムーン �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2017．8．12 新潟4着

2015．3．14生 牡2鹿 母 ムーンフェイズ 母母 アフターザサン 2戦1勝 賞金 6，100，000円

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１１日



21123 9月2日 晴 良 （29新潟2）第11日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時15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
1：09．2
1：08．7

重
重

815 ア ー ガ マ 牝3鹿 54 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 456＋121：13．0 20．4�
23 ヘルデンレーベン 牡3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 496－10 〃 クビ 4．5�
11 マッジョネラ �3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 490＋ 61：13．1� 4．8�
58 デザートトリップ 牡3鹿 56 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新冠 カミイスタット 482＋ 61：13．2	 4．0�
712 ロバリーゴー 牡3黒鹿56 田辺 裕信木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 480＋ 21：13．41 7．0	
47 プラクティス 牡3黒鹿56 田中 勝春�ターフ・スポート松永 康利 新ひだか 高橋 義浩 484＋ 4 〃 ハナ 35．3

814 レディーフランソワ 牝3鹿 54 江田 照男植木 茂年氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 498＋141：13．5クビ 37．1�
22 ロ ー ブ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 462－ 61：13．82 11．2�
46 ショーショーサ 牡3青鹿56 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B488＋ 81：14．01� 51．0
713 スティーレナハト 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 458＋141：14．21 69．5�
35 プリンセスライン 牝3栗 54 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 426＋ 6 〃 クビ 71．9�
611 ペ ラ ッ チ �3栗 56 内田 博幸荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B470＋ 81：14．3クビ 6．7�
34 マイネフレッシュ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 464± 01：14．83 62．8�
610 バーンザブリッジ 牡3鹿 56 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 新冠 川上牧場 522＋ 4 〃 アタマ 52．0�
59 ア ラ ロ ケ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 426－ 61：17．4大差 59．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，331，100円 複勝： 35，179，000円 枠連： 13，011，800円
馬連： 50，482，800円 馬単： 24，629，100円 ワイド： 31，038，100円
3連複： 67，025，600円 3連単： 81，592，800円 計： 324，290，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 490円 � 160円 � 200円 枠 連（2－8） 1，990円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 13，040円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 1，960円 �� 450円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 62，130円

票 数

単勝票数 計 213311 的中 � 8348（7番人気）
複勝票数 計 351790 的中 � 14277（7番人気）� 68337（1番人気）� 47296（4番人気）
枠連票数 計 130118 的中 （2－8） 5065（11番人気）
馬連票数 計 504828 的中 �� 8351（14番人気）
馬単票数 計 246291 的中 �� 1416（42番人気）
ワイド票数 計 310381 的中 �� 5353（14番人気）�� 3855（19番人気）�� 19522（2番人気）
3連複票数 計 670256 的中 ��� 5811（23番人気）
3連単票数 計 815928 的中 ��� 952（170番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．5―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．9―47．4―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ー ガ マ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2017．4．23 東京12着

2014．5．6生 牝3鹿 母 コーンドリー 母母 ドリータルボ 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 アラロケ号の調教師高橋裕は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラロケ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月2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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オーバーレイ号
（非抽選馬） 3頭 ヴァベーネ号・クリノユウコリン号・タニセンジュピター号

21124 9月2日 晴 良 （29新潟2）第11日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時45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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

34 リセンティート 牡3鹿 56
53 ▲武藤 雅米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 506＋ 81：54．5 41．3�

611 ニシノキッカセキ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 468－ 21：54．71� 10．3�
713 リフトトゥヘヴン 牡3鹿 56 戸崎 圭太丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484＋ 21：54．8� 2．7�
47 バ レ ッ テ ィ �3鹿 56 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 アタマ 6．0�
610 ア リ ス カ ン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 B510＋ 2 〃 クビ 8．0�
11 ウインコーラル 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也	ウイン 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 480＋ 51：54．9クビ 44．8

59 ティアップアンジュ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田中 昇氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 458± 01：55．21� 11．8�
22 ヒロノワカムシャ �3黒鹿56 宮崎 北斗小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 462＋ 21：55．3� 41．3�
35 センノギモーヴ 牝3栗 54 西田雄一郎浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか カタオカフアーム 430＋ 21：55．4� 27．6
46 ステラエスペランサ 牡3鹿 56 北村 宏司 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 546 ―1：55．71� 55．6�
712 モンスーンジャイア 牡3栗 56

53 ▲藤田菜七子大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 浦河小林牧場 456± 01：56．01� 61．4�
58 ウイントリニティー 牡3鹿 56 内田 博幸	ウイン 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 484－ 41：56．21� 7．5�
23 チケットトゥライド 牡3鹿 56 石橋 脩松岡 研司氏 大和田 成 日高 宝寄山 忠則 502＋ 41：56．52 9．0�
815 エーブインブレム 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 424－ 21：56．6クビ 76．5�
814 ショットザバニティ 牡3鹿 56 丹内 祐次	パニオロ 武市 康男 新冠 村上 欽哉 508＋ 81：58．6大差 75．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，123，900円 複勝： 43，471，600円 枠連： 14，778，700円
馬連： 59，382，200円 馬単： 29，802，600円 ワイド： 39，212，700円
3連複： 80，466，400円 3連単： 99，440，300円 計： 396，678，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，130円 複 勝 � 870円 � 270円 � 150円 枠 連（3－6） 3，220円

馬 連 �� 18，010円 馬 単 �� 42，900円

ワ イ ド �� 4，920円 �� 2，250円 �� 570円

3 連 複 ��� 20，310円 3 連 単 ��� 247，740円

票 数

単勝票数 計 301239 的中 � 5826（10番人気）
複勝票数 計 434716 的中 � 9406（11番人気）� 38915（5番人気）� 105810（1番人気）
枠連票数 計 147787 的中 （3－6） 3546（12番人気）
馬連票数 計 593822 的中 �� 2554（47番人気）
馬単票数 計 298026 的中 �� 521（102番人気）
ワイド票数 計 392127 的中 �� 1956（53番人気）�� 4352（26番人気）�� 18883（4番人気）
3連複票数 計 804664 的中 ��� 2971（64番人気）
3連単票数 計 994403 的中 ��� 291（698番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．7―13．4―12．6―12．5―12．9―13．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．7―50．1―1：02．7―1：15．2―1：28．1―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．3
1
3
3（12，14）（1，10）－5，7（4，11）（9，13）（2，15）6－8
3，12（1，14）2，10（9，5）（11，7，13）4（6，15）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リセンティート �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2017．1．7 京都9着

2014．5．2生 牡3鹿 母 マダムメガミ 母母 ホクセイファースト 4戦1勝 賞金 5，500，000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） 1頭 マズルカ号
（非抽選馬） 2頭 アロンジェ号・レオネルコード号



21125 9月2日 晴 良 （29新潟2）第11日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時35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

816 ラ ン ス マ ン 牡2鹿 54 内田 博幸吉田 勝己氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 550 ―1：23．0 7．6�

36 ダノンスマッシュ 牡2鹿 54 戸崎 圭太�ダノックス 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 466 ― 〃 アタマ 1．7�
714 ナイルデルタ 牡2鹿 54 丸田 恭介 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 484 ―1：23．31� 46．1�
48 ナンヨーイヴェール 牝2鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 田中 剛 浦河 栄進牧場 486 ―1：23．51 9．2�
611 ミントグリーン 牝2鹿 54 大野 拓弥�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 栄進牧場 426 ―1：23．71� 64．9	
24 サンクトゥスレーン 牡2栗 54 津村 明秀 �コスモヴューファーム 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 476 ― 〃 クビ 47．9

12 クニノオーシャン 牡2芦 54 西田雄一郎太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 464 ―1：23．8クビ 196．3�
510 サイモンルチアーノ 牡2栗 54 吉田 豊澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 492 ― 〃 クビ 34．8�
59 サマーシャドウ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎飯塚 知一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 460 ―1：24．01� 109．7
817 アルベルティーヌ 牝2黒鹿54 田辺 裕信村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 428 ― 〃 ハナ 12．2�
715 セレブレイトダンス 牝2栗 54 長岡 禎仁 �シルクレーシング 竹内 正洋 平取 坂東牧場 418 ―1：24．1� 68．7�
35 エ ス タ ー テ 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅グリーンスウォード伊藤 伸一 新冠 長浜牧場 422 ―1：24．2� 19．6�
47 ハットワンスター 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 462 ―1：24．73 17．1�
818 ショウナンパーリオ 牡2黒鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 竹内 正洋 新ひだか 静内フアーム 450 ―1：24．8クビ 185．8�
713 ケ ル ー ス 牡2黒鹿54 田中 勝春橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 494 ―1：25．12 193．5�
11 ザ ブ ル グ 牡2鹿 54

52 △伴 啓太中村 智幸氏 高柳 瑞樹 森 笹川大晃牧場 452 ―1：26．58 31．7�
612 ダイメイヒゴ 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也宮本 孝一氏 石毛 善彦 新冠 村上牧場 414 ―1：27．13� 59．8�
23 デルマウーゾ 牡2栗 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 458 ―1：27．52� 180．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，413，600円 複勝： 57，922，500円 枠連： 19，240，300円
馬連： 50，160，900円 馬単： 31，642，600円 ワイド： 32，909，000円
3連複： 63，551，100円 3連単： 88，971，700円 計： 378，811，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 180円 � 110円 � 630円 枠 連（3－8） 300円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 290円 �� 3，740円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 7，330円 3 連 単 ��� 45，010円

票 数

単勝票数 計 344136 的中 � 37786（2番人気）
複勝票数 計 579225 的中 � 45094（2番人気）� 356416（1番人気）� 8155（10番人気）
枠連票数 計 192403 的中 （3－8） 48146（1番人気）
馬連票数 計 501609 的中 �� 68264（1番人気）
馬単票数 計 316426 的中 �� 13162（6番人気）
ワイド票数 計 329090 的中 �� 34310（1番人気）�� 2023（36番人気）�� 5732（12番人気）
3連複票数 計 635511 的中 ��� 6501（20番人気）
3連単票数 計 889717 的中 ��� 1433（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―34．8―46．5―58．4―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ン ス マ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．1．27生 牡2鹿 母 ラ フ ア ッ プ 母母 フレンドレイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21126 9月2日 晴 良 （29新潟2）第11日 第6競走 ��1，600�サラブレッド系3歳
発走13時05分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．7

良
良

35 ルックアットミー 牝3鹿 54
51 ▲武藤 雅髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 462＋ 61：35．0 5．8�

36 プ ン メ リ ン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞�湖 レイクヴィラファーム 456＋ 41：35．21� 16．7�

47 タックボーイ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 41：35．3� 6．0�
24 ダノンスウィート 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 394－ 6 〃 クビ 67．1�
23 ヴェルデミーティア 牝3栗 54 吉田 豊小濱 忠一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 414－ 6 〃 アタマ 16．9	
816 ブリッツシュラーク 牡3芦 56 田辺 裕信�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋12 〃 ハナ 3．3

714 アンヴェルス 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 444± 01：35．4クビ 60．1�

11 ティナカヌメ 牝3黒鹿 54
52 △伴 啓太澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 464＋ 81：35．5� 68．1�

713 シゲルゴリラ 牡3黒鹿56 柴田 善臣森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 462＋ 21：35．81� 266．6

611 ゲートウェイアーチ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �シルクレーシング 久保田貴士 浦河 三嶋牧場 432± 01：36．01 3．9�
612 ス キ ー マ ー 牡3鹿 56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484 ― 〃 アタマ 57．7�
48 クリノダヴィンチ 牡3鹿 56 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか 千代田牧場 474－121：36．21� 414．9�
59 ピエスドール 牝3鹿 54 石橋 脩 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 418＋101：36．3� 6．7�
818 ダノンブルース 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也�ダノックス 萩原 清 千歳 社台ファーム 444－ 81：36．51� 200．5�
715 ライズユアフラッグ 牡3青鹿56 宮崎 北斗西城 公雄氏 松永 康利 日高 メイプルファーム 450－ 21：36．82 260．9�
12 グレーミーティア 牝3芦 54 武士沢友治 �ローレルレーシング 天間 昭一 浦河 チェスナット

ファーム 450＋ 21：37．01� 265．5�
510 ボンジュールブリエ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎田中善次郎氏 天間 昭一 浦河 市川フアーム 494＋141：37．1クビ 118．0�
817 スカーレットベスト 牝3鹿 54 大野 拓弥�須野牧場 大和田 成 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 446＋141：38．16 321．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，265，200円 複勝： 42，367，900円 枠連： 15，400，100円
馬連： 61，356，200円 馬単： 28，785，800円 ワイド： 36，812，100円
3連複： 72，608，300円 3連単： 88，053，100円 計： 377，648，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 180円 � 410円 � 180円 枠 連（3－3） 4，310円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 6，730円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 460円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 30，060円

票 数

単勝票数 計 322652 的中 � 44096（3番人気）
複勝票数 計 423679 的中 � 65830（3番人気）� 21338（7番人気）� 70465（2番人気）
枠連票数 計 154001 的中 （3－3） 2769（16番人気）
馬連票数 計 613562 的中 �� 12692（16番人気）
馬単票数 計 287858 的中 �� 3206（27番人気）
ワイド票数 計 368121 的中 �� 7804（16番人気）�� 22068（4番人気）�� 7208（17番人気）
3連複票数 計 726083 的中 ��� 10999（19番人気）
3連単票数 計 880531 的中 ��� 2123（109番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―12．9―12．4―11．6―10．8―11．7

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルックアットミー �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．6．25 東京4着

2014．5．2生 牝3鹿 母 ドゥービリーヴイン 母母 プリーズルックアットミーナウ 15戦1勝 賞金 12，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ハワ号



21127 9月2日 晴 良 （29新潟2）第11日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走13時35分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

47 マ ッ タ ナ シ 牡3栗 56 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 476± 0 55．8 4．7�
818 モアナブルー 牝3栗 54 丸田 恭介平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 454± 0 56．01� 2．8�
48 エリーヒストリー 牝3鹿 54 宮崎 北斗谷川 正純氏 武市 康男 新冠 小泉 学 464± 0 56．1� 9．2�
713 ネオヴェルモット 牝3青鹿54 大野 拓弥小林 仁幸氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 424－ 2 56．31� 6．8�
11 リョウランプリーモ 牡3黒鹿56 田中 勝春佐藤 啓子氏 小野 次郎 浦河 信岡牧場 460＋ 2 〃 ハナ 19．0�
714 タマノプリマベーラ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 464－ 2 〃 ハナ 16．4�
612 セ イ ソ 牝3鹿 54 杉原 誠人	ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 416＋12 56．4クビ 70．9

715 イ リ ュ ー ム 牝3青鹿54 内田 博幸水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 422＋11 56．5� 12．5�
611 セイユウダンサー 牝3青鹿54 津村 明秀松岡 正二氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 418－ 2 〃 クビ 36．5�
36 エフティリンダ 牝3鹿 54 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 432＋ 2 〃 ハナ 14．6
59 トーアポリネシア 牝3鹿 54 丹内 祐次高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 480＋ 6 56．6クビ 233．7�
12 アキラノテソーロ 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎了德寺健二氏 池上 昌和 浦河 丸幸小林牧場 B462＋ 6 〃 クビ 171．3�
24 スミトアンドチャー 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也澤田 孝之氏 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム B480± 0 56．81 75．6�
817 アクロスユニバース 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 萱野 浩二 日高 白井牧場 426＋ 2 56．9クビ 55．7�

23 キ ョ ッ コ ウ 牝3栗 54 菅原 隆一	ミルファーム 武市 康男 新冠 有限会社 大
作ステーブル 434＋ 4 57．0� 138．0�

510 コッコリーノ 牝3青鹿54 北村 宏司�ラ・メール 池上 昌和 新冠 タニグチ牧場 B428＋10 57．21 31．3�
816 ウインクリーヴ 牡3栗 56 江田 照男�ウイン 田中 剛 浦河 市川牧場 B478－10 57．52 145．0�
35 タイセイラブリー 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 柏木 一則 478－ 4 57．71� 21．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，578，600円 複勝： 44，380，500円 枠連： 27，286，500円
馬連： 75，106，800円 馬単： 36，048，100円 ワイド： 46，405，400円
3連複： 111，322，000円 3連単： 137，663，300円 計： 510，791，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 130円 � 230円 枠 連（4－8） 460円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 350円 �� 680円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 10，020円

票 数

単勝票数 計 325786 的中 � 54723（2番人気）
複勝票数 計 443805 的中 � 73284（2番人気）� 104023（1番人気）� 39799（4番人気）
枠連票数 計 272865 的中 （4－8） 45265（2番人気）
馬連票数 計 751068 的中 �� 80033（1番人気）
馬単票数 計 360481 的中 �� 16067（3番人気）
ワイド票数 計 464054 的中 �� 35783（2番人気）�� 16670（5番人気）�� 22256（3番人気）
3連複票数 計1113220 的中 ��� 42289（2番人気）
3連単票数 計1376633 的中 ��� 9959（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．2―11．0―10．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．4―33．4―43．9

上り4F43．6－3F33．4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ ッ タ ナ シ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ビゼンニシキ デビュー 2016．7．10 福島8着

2014．2．10生 牡3栗 母 グランシェール 母母 リコドミンゴ 12戦1勝 賞金 9，850，000円
〔制裁〕 マッタナシ号の騎手西田雄一郎は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トミケンタルモ号・ピュアアモーレ号
（非抽選馬） 6頭 ガレットショコラ号・コウセイキャサリン号・サンマルスイート号・ティアップジャンコ号・ネコフッピー号・

ブライトエンジェル号

21128 9月2日 晴 良 （29新潟2）第11日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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

11 ドゥリーミン 牝4黒鹿 55
52 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 462＋ 61：52．8 18．7�

34 クリノヴィクトリア 牝3栗 52 杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 440－101：54．18 11．9�
46 ウインミストレス 牝3黒鹿52 宮崎 北斗�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム B458± 0 〃 クビ 35．3�
35 � トキメキユキチャン 牝4青鹿 55

52 ▲武藤 雅片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 440－ 4 〃 アタマ 78．6�
713 ハッピーサークル 牝5黒鹿55 石橋 脩西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 478± 01：54．2クビ 9．5�
47 デフィニール 牝4鹿 55 丸田 恭介 �ローレルレーシング 矢野 英一 新冠 川島牧場 B472－ 61：54．41 42．5	
23 シトロプシス 牝4鹿 55 田辺 裕信 
社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 474＋ 4 〃 クビ 7．8�
610 ラインセイラ 牝4栗 55 武士沢友治大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466＋ 41：54．61� 61．4�
814 レアファインド 牝4鹿 55 北村 宏司�G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 460＋ 61：54．91� 23．5
611 ピアノイッチョウ 牝3黒鹿52 戸崎 圭太小林 祥晃氏 尾形 充弘 浦河 中神牧場 526＋ 21：55．11� 2．1�
815 チャームクォーク 牝3栗 52 大野 拓弥 
キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 444－ 81：55．31� 10．9�
58 モアアピール 牝5芦 55 吉田 豊�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 490± 01：55．4クビ 36．0�
22 � デルマアツヒメ 牝4栗 55

52 ▲野中悠太郎南條 浩輝氏 伊藤 伸一 千歳 社台ファーム 400＋ 61：56．03	 196．3�
712 エバーパッション 牝4青鹿 55

54 ☆木幡 巧也宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 クビ 62．8�
59 マースチェル 牝3栗 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 438± 01：57．610 6．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，023，900円 複勝： 41，231，500円 枠連： 17，741，200円
馬連： 62，481，400円 馬単： 33，286，700円 ワイド： 37，495，300円
3連複： 79，925，400円 3連単： 109，592，700円 計： 409，778，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 640円 � 280円 � 880円 枠 連（1－3） 10，710円

馬 連 �� 9，350円 馬 単 �� 18，230円

ワ イ ド �� 2，610円 �� 7，040円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 85，750円 3 連 単 ��� 529，690円

票 数

単勝票数 計 280239 的中 � 11970（7番人気）
複勝票数 計 412315 的中 � 16131（7番人気）� 43696（3番人気）� 11362（9番人気）
枠連票数 計 177412 的中 （1－3） 1283（28番人気）
馬連票数 計 624814 的中 �� 5178（27番人気）
馬単票数 計 332867 的中 �� 1369（52番人気）
ワイド票数 計 374953 的中 �� 3737（26番人気）�� 1362（59番人気）�� 2258（39番人気）
3連複票数 計 799254 的中 ��� 699（174番人気）
3連単票数 計1095927 的中 ��� 150（993番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．1―12．9―12．6―12．8―13．0―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―35．8―48．7―1：01．3―1：14．1―1：27．1―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドゥリーミン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．11．23 東京7着

2013．4．19生 牝4黒鹿 母 ゴールドバニヤン 母母 シンコウエトワール 10戦2勝 賞金 13，400，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コウセイマユヒメ号・ジュブリーユ号
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤウイング号



21129 9月2日 晴 良 （29新潟2）第11日 第9競走 ��
��2，200�

つばめ

燕 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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

11 サ ン シ ロ ウ 牡3鹿 54 柴田 善臣合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 490－ 62：13．3 28．6�
48 ジュンファイトクン 牡5栗 57 武藤 雅河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 448－122：13．4� 9．3�
12 ラスイエットロス 牝4鹿 55 丹内 祐次 �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 426＋ 62：13．5	 225．1�
818 フリージングレイン 牡3鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 512＋ 8 〃 ハナ 17．8�
24 オーダードリブン 牡4黒鹿57 M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 2．7	
47 ミルトプレスト 牡3鹿 54 大野 拓弥永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 504＋122：13．6� 35．9

817 ハートオブスワロー 牝3黒鹿52 吉田 豊�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 426＋ 2 〃 クビ 18．0�
612 ア ル カ サ ル 
4青鹿57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 522－ 8 〃 ハナ 5．3�
715 クイックモーション 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464＋ 22：13．7クビ 5．6
23 バリンジャー 牡3栗 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 442－ 42：13．8� 7．3�
36 ゴールドエフォート 牝4栗 55 丸田 恭介 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 4 〃 クビ 64．6�
714� キーフォーサクセス 牡5黒鹿57 津村 明秀 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム B444－ 22：13．9クビ 125．2�
35 ベストレート 牝4鹿 55 江田 照男�G1レーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 504＋ 22：14．11� 33．1�
816 レ オ ニ ー ズ 牡6鹿 57 田中 勝春 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 02：14．42 97．0�
59 シンボリラパス 牡4栗 57 木幡 巧也シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 480－ 42：14．5� 231．1�
713 グランドバローズ 
4鹿 57 石橋 脩猪熊 広次氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 464－ 62：14．92� 42．9�
611� フランチェスコ 牡4鹿 57 武士沢友治海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド 464－132：15．85 366．1�

（17頭）
510 イタリアンフェッテ 牝6鹿 55 西田雄一郎芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 420－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 37，438，700円 複勝： 56，703，900円 枠連： 28，465，500円
馬連： 97，817，100円 馬単： 43，472，700円 ワイド： 52，389，300円
3連複： 119，686，200円 3連単： 157，885，200円 計： 593，858，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 720円 � 290円 � 5，450円 枠 連（1－4） 7，260円

馬 連 �� 10，910円 馬 単 �� 23，950円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 30，020円 �� 14，420円

3 連 複 ��� 411，760円 3 連 単 ��� 1，816，930円

票 数

単勝票数 差引計 374387（返還計 503） 的中 � 10469（8番人気）
複勝票数 差引計 567039（返還計 1026） 的中 � 19994（9番人気）� 59605（5番人気）� 2407（16番人気）
枠連票数 差引計 284655（返還計 83） 的中 （1－4） 3036（21番人気）
馬連票数 差引計 978171（返還計 4933） 的中 �� 6946（33番人気）
馬単票数 差引計 434727（返還計 1963） 的中 �� 1361（72番人気）
ワイド票数 差引計 523893（返還計 3229） 的中 �� 4313（31番人気）�� 447（103番人気）�� 933（76番人気）
3連複票数 差引計1196862（返還計 9618） 的中 ��� 218（362番人気）
3連単票数 差引計1578852（返還計 10901） 的中 ��� 63（1898番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．7―35．0―47．4―1：00．3―1：12．4―1：24．4―1：36．7―1：49．0―2：00．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サ ン シ ロ ウ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2017．3．11 中山13着

2014．5．14生 牡3鹿 母 テンイムホウ 母母 ラッキーダイアリー 9戦2勝 賞金 20，413，000円
〔競走除外〕 イタリアンフェッテ号は，馬場入場時に疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ゴールドエフォート号の騎手丸田恭介は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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 エアウィンザー号・キューティロンプ号・ベストプライド号・リードアゲン号

21130 9月2日 晴 良 （29新潟2）第11日 第10競走 ��
��1，800�

や ひ こ

弥 彦 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 259，000円 74，000円 37，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

78 ア ク ー ト 牡4鹿 57 M．デムーロ �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：46．5 2．4�
79 エテレインミノル 牡3鹿 54 石橋 脩吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 478＋101：46．71� 13．9�
55 レーヌドブリエ 牝5栗 55 吉田 豊 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞	湖 レイクヴィラファーム 438± 0 〃 ハナ 4．7�
44 ベストリゾート 牡3鹿 54 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 474＋10 〃 クビ 6．2�
11 ショウボート 牡5栗 57 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480－ 41：46．8
 4．6�
33 ヒメタチバナ 牝4黒鹿55 内田 博幸岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 462± 01：47．11� 20．8	
67 テスタメント 牡6鹿 57 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 ハナ 22．7

66 ヴ ェ ゼ ー ル 牡4栗 57 大野 拓弥畑佐 博氏 河内 洋 浦河 中神牧場 544± 0 〃 ハナ 22．8�
22 リ ノ リ オ 牡6黒鹿57 丸田 恭介�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 518＋ 4 〃 クビ 24．6
810 メ ナ ス コ �5黒鹿57 津村 明秀 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 438－ 41：47．63 99．0�
811 スワンボート 牡7鹿 57 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 470＋ 61：48．98 426．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，953，600円 複勝： 57，433，300円 枠連： 23，657，600円
馬連： 111，207，300円 馬単： 53，635，500円 ワイド： 54，664，300円
3連複： 127，829，800円 3連単： 220，449，800円 計： 693，831，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 270円 � 150円 枠 連（7－7） 1，580円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 550円 �� 260円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 9，270円

票 数

単勝票数 計 449536 的中 � 145168（1番人気）
複勝票数 計 574333 的中 � 134558（1番人気）� 41116（5番人気）� 100126（3番人気）
枠連票数 計 236576 的中 （7－7） 11590（6番人気）
馬連票数 計1112073 的中 �� 55558（6番人気）
馬単票数 計 536355 的中 �� 18280（9番人気）
ワイド票数 計 546643 的中 �� 24014（7番人気）�� 62865（2番人気）�� 13148（11番人気）
3連複票数 計1278298 的中 ��� 48395（4番人気）
3連単票数 計2204498 的中 ��� 17233（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．6―12．2―12．2―12．0―11．8―10．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―35．9―48．1―1：00．3―1：12．3―1：24．1―1：34．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．2
3 11，10（6，9）（3，7）4（1，2）5，8 4 11－10（6，9）（3，7，4）（1，2）5－8

勝馬の
紹 介

ア ク ー ト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．4．24 東京4着

2013．4．7生 牡4鹿 母 シャーペンエッジ 母母 シャープキック 9戦3勝 賞金 35，553，000円



21131 9月2日 晴 良 （29新潟2）第11日 第11競走 ��
��1，600�

ながおか

長岡ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
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55�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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

23 バ ン ゴ ー ル 牝5鹿 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 440＋101：33．9 10．5�
34 ハクサンルドルフ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太河﨑 五市氏 西園 正都 新ひだか チャンピオンズファーム 464＋ 61：34．11� 2．1�
46 フロンテアクイーン 牝4鹿 55 北村 宏司三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 464＋ 2 〃 ハナ 4．2�
610 ルグランパントル 	5鹿 57 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 476＋ 21：34．2
 24．7�
712 ストーミーシー 牡4栗 57 大野 拓弥�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 520－ 2 〃 クビ 6．3	
814 チャンピオンルパン 牡6鹿 57 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 新冠 榊原 光子 494＋121：34．41
 22．0

611 ディアマイダーリン 牝5鹿 55 横山 典弘窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 490± 01：34．5
 20．5�
59 マコトサダイジン 	6栗 57 吉田 豊�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 444－ 41：34．71� 31．3�
58 ア ル テ 牡6栗 57 村田 一誠 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 464－ 61：34．8
 123．7
22 ペガサスボス 牡5黒鹿57 二本柳 壮�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 524＋161：34．9クビ 44．0�
35 レッドライジェル 牡5鹿 57 田中 勝春 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 クビ 23．3�
713 カバーストーリー 牡6栗 57 津村 明秀前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 472－ 81：35．21
 132．0�
47 マ リ オ ー ロ 牡5鹿 57 丸田 恭介菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 498－ 4 〃 ハナ 47．0�
11 クロフネビームス 牝5芦 55 木幡 巧也古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 492± 01：35．94 59．1�
815 ダイシンブラック 牡8鹿 57 武藤 雅大八木信行氏 戸田 博文 新冠 守矢牧場 474－141：36．43 208．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 83，571，700円 複勝： 104，929，200円 枠連： 56，005，600円
馬連： 257，069，600円 馬単： 114，629，400円 ワイド： 117，951，200円
3連複： 337，381，300円 3連単： 534，950，700円 計： 1，606，488，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 200円 � 110円 � 150円 枠 連（2－3） 800円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 380円 �� 760円 �� 250円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 11，030円

票 数

単勝票数 計 835717 的中 � 63175（4番人気）
複勝票数 計1049292 的中 � 99247（4番人気）� 317329（1番人気）� 161639（2番人気）
枠連票数 計 560056 的中 （2－3） 53938（3番人気）
馬連票数 計2570696 的中 �� 198669（3番人気）
馬単票数 計1146294 的中 �� 31879（9番人気）
ワイド票数 計1179512 的中 �� 78002（3番人気）�� 35063（8番人気）�� 132412（1番人気）
3連複票数 計3373813 的中 ��� 178112（2番人気）
3連単票数 計5349507 的中 ��� 35145（22番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―11．5―12．2―11．9―11．6―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．5―36．0―48．2―1：00．1―1：11．7―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バ ン ゴ ー ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．11．30 東京4着

2012．2．1生 牝5鹿 母 ローザブランカ 母母 ロ ー ズ バ ド 17戦5勝 賞金 88，419，000円
〔制裁〕 バンゴール号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：6番・15番・

1番）

21132 9月2日 晴 良 （29新潟2）第11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55�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

610 エ ク ス シ ア 牝6鹿 55
52 ▲木幡 育也岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438＋ 21：11．9 14．1�

35 グランアラミス �5栗 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 池田牧場 B488± 01：12．11	 3．5�
712
 アサクサレーサー 牡6黒鹿 57

54 ▲武藤 雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468－ 21：12．41� 4．9�
58 ビレッジエンパイア 牡4鹿 57 大野 拓弥村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 478＋ 41：12．82	 51．5�
815 カシノキングダム 牡5鹿 57

55 △伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 474－ 2 〃 アタマ 196．3�
713 ハートイズハート 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 460－ 81：12．9クビ 7．1�
46 ル ア 牝3黒鹿53 丸田 恭介榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 466－ 8 〃 クビ 54．0	
22 ノットオンリー 牡3鹿 55 石橋 脩久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 430－ 21：13．11� 28．2

34 
 ティアップサンダー 牡5黒鹿57 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 462－111：13．2	 36．9�
23 サンアルパイン �5鹿 57 岩部 純二 �加藤ステーブル 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 B498± 0 〃 クビ 101．9
11 ヒラボクメジャー 牡3栗 55 柴田 善臣�平田牧場 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 B490－ 21：13．41 14．8�
814 キョウエイスコール 牡4栗 57 戸崎 圭太田中 晴夫氏 勢司 和浩 新ひだか ヒサイファーム 500＋ 81：13．5	 3．9�
59 
 ベルベットムーブ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也伊東 純一氏 佐藤 吉勝 日高 メイプルファーム 438＋ 61：13．81� 56．8�
47 サンマルライバル 牡3青鹿55 横山 典弘相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 468＋ 21：14．11� 13．3�
611 シャイニードライヴ 牡3鹿 55

52 ▲野中悠太郎小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 436－ 61：14．52	 37．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 60，507，200円 複勝： 70，953，200円 枠連： 41，106，600円
馬連： 151，275，800円 馬単： 66，681，200円 ワイド： 86，411，700円
3連複： 205，209，100円 3連単： 295，181，300円 計： 977，326，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 310円 � 150円 � 170円 枠 連（3－6） 1，680円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 5，380円

ワ イ ド �� 730円 �� 790円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 22，000円

票 数

単勝票数 計 605072 的中 � 34186（6番人気）
複勝票数 計 709532 的中 � 45810（6番人気）� 138758（1番人気）� 113527（3番人気）
枠連票数 計 411066 的中 （3－6） 18916（6番人気）
馬連票数 計1512758 的中 �� 51982（8番人気）
馬単票数 計 666812 的中 �� 9285（18番人気）
ワイド票数 計 864117 的中 �� 28574（7番人気）�� 26217（9番人気）�� 79852（1番人気）
3連複票数 計2052091 的中 ��� 56566（5番人気）
3連単票数 計2951813 的中 ��� 9725（46番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―12．7―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．1―47．8―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ク ス シ ア �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．9．21 中山1着

2011．3．23生 牝6鹿 母 ハネダテンシ 母母 ブルーサヴァンナ 51戦2勝 賞金 40，360，000円
〔制裁〕 グランアラミス号の騎手宮崎北斗は，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。
※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 ハイレベルバイオ号



（29新潟2）第11日 9月2日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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
厩務員出走奨励金

182，370，000円
5，060，000円
14，940，000円
1，420，000円
20，110，000円
74，705，000円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
452，373，600円
614，507，600円
284，088，700円
1，069，488，800円
511，115，000円
594，062，600円
1，392，373，000円
1，983，754，200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 6，901，763，500円

総入場人員 10，908名 （有料入場人員 9，219名）
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