
21073 8月19日 小雨 良 （29新潟2）第7日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （芝・左・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

34 ミュージアムヒル 牝2鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 446－ 21：34．5 1．7�
712 ディアサルファー 牝2栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 474－ 21：35．03 5．4�
610 コスモフェリーク 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 41：35．21� 106．5�
711 ニシノラプランセス 牝2青鹿54 岩田 康誠西山 茂行氏 武市 康男 新冠 中本牧場 440± 01：35．41� 7．2�
58 サバイバルオオオク 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 444－ 41：35．5� 318．3	
22 ニシノラヴコール 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 434± 0 〃 ハナ 38．0

69 レ ユ シ ッ ト 牝2黒鹿54 大野 拓弥落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 452－ 81：35．71� 8．1�
11 ジョインフォース 牝2鹿 54 津村 明秀小林竜太郎氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 466－ 21：36．55 100．4�
45 ノアダイヤモンド 牝2栗 54 田中 勝春佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 454± 01：36．6クビ 27．6
33 ハッピーリフレイン 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 むかわ 新井牧場 420± 01：36．92 380．3�
814 ジェイケイバスター 牝2鹿 54 石橋 脩小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 460＋ 21：37．43 57．0�
57 シ ェ ー ナ 牝2鹿 54 戸崎 圭太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋141：37．82� 15．6�
813 サ ラ ー ト 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也�ミルファーム 萱野 浩二 新ひだか 大典牧場 450－ 41：39．18 236．9�
（13頭）

46 キープシークレット 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 25，958，400円 複勝： 79，511，600円 枠連： 14，581，300円
馬連： 48，845，400円 馬単： 29，759，600円 ワイド： 32，140，000円
3連複： 65，474，100円 3連単： 102，520，600円 計： 398，791，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 810円 枠 連（3－7） 190円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，250円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 9，940円 3 連 単 ��� 26，280円

票 数

単勝票数 差引計 259584（返還計 1119） 的中 � 123612（1番人気）
複勝票数 差引計 795116（返還計 893） 的中 � 530554（1番人気）� 71590（2番人気）� 6717（9番人気）
枠連票数 差引計 145813（返還計 13） 的中 （3－7） 57916（1番人気）
馬連票数 差引計 488454（返還計 3089） 的中 �� 95593（1番人気）
馬単票数 差引計 297596（返還計 1680） 的中 �� 39411（1番人気）
ワイド票数 差引計 321400（返還計 1964） 的中 �� 59066（1番人気）�� 3061（22番人気）�� 1597（30番人気）
3連複票数 差引計 654741（返還計 9051） 的中 ��� 4937（25番人気）
3連単票数 差引計1025206（返還計 15265） 的中 ��� 2828（76番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―12．3―12．2―12．0―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．0―47．3―59．5―1：11．5―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F35．0
3 7，14（12，13）11，5，4，9（2，8）1－3＝10 4 ・（7，14）（12，13）11（5，4）（2，8，9）（3，1）＝10

勝馬の
紹 介

ミュージアムヒル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．6．24 東京2着

2015．3．15生 牝2鹿 母 ロレットチャペル 母母 サンタフェトレイル 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔出走取消〕 キープシークレット号は，疾病〔左前肢挫創〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サラート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月19日まで平地競走に出

走できない。

21074 8月19日 曇 良 （29新潟2）第7日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時40分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

35 � リ モ ン デ ィ 牡3鹿 54 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Ramsey Pas-
toral Co Pty Ltd 526－ 61：11．6 5．3�

815 ダノンイーグル 牡3栗 56 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 490＋ 21：11．81� 3．8�
713 マッジョネラ 	3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 日高 北田 剛 484＋ 61：13．18 16．0�
11 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 506＋ 41：13．2� 4．8�
58 ユキノドリーム 牡3鹿 56 戸崎 圭太井上 基之氏 新開 幸一 新冠 対馬 正 470± 01：13．51� 3．3	
22 ジュジョール 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎吉田 和美氏 武藤 善則 平取 北島牧場 506－ 41：13．6� 22．4

46 タニセンジュピター 牡3鹿 56 武士沢友治染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 454＋ 61：13．91
 90．7�
611 マーブルフラッシュ 牡3栗 56 柴山 雄一西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 460＋141：14．0� 12．3�
712 ハコダテオウカ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 472± 01：14．42� 30．4
814 ガイディングスター 牡3栗 56 嶋田 純次内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 458＋ 21：14．61� 222．1�
47 � ヒロミノテソーロ 牡3鹿 56 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 米 Ted Folkerth

& Brookdale 498－ 8 〃 ハナ 55．8�
34 デ ィ ジ ョ ン 牡3鹿 56 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464 ―1：14．92 126．4�
23 ケイツーマルク 牡3鹿 56 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 厚真 阿部 栄乃進 498± 01：15．0クビ 67．5�
610 カクタスバンガー 牡3青鹿56 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 B446－ 61：15．95 128．3�
59 � ゴールドスカイ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅 K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 英 Raffles Dancers
（NZ）Pty Ltd 508 ―1：16．75 97．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，132，800円 複勝： 37，436，100円 枠連： 13，184，000円
馬連： 56，329，400円 馬単： 29，592，200円 ワイド： 35，264，100円
3連複： 76，397，200円 3連単： 95，651，600円 計： 368，987，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 150円 � 350円 枠 連（3－8） 890円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 400円 �� 910円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 251328 的中 � 37325（4番人気）
複勝票数 計 374361 的中 � 55423（4番人気）� 76277（1番人気）� 21381（6番人気）
枠連票数 計 131840 的中 （3－8） 11394（3番人気）
馬連票数 計 563294 的中 �� 53505（2番人気）
馬単票数 計 295922 的中 �� 13299（5番人気）
ワイド票数 計 352641 的中 �� 24477（3番人気）�� 9457（11番人気）�� 11173（9番人気）
3連複票数 計 763972 的中 ��� 21383（7番人気）
3連単票数 計 956516 的中 ��� 6681（23番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．5―12．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―34．9―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リ モ ン デ ィ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Danehill デビュー 2016．12．3 中山8着

2014．9．13生 牡3鹿 母 Niagara Falls 母母 Bracken Bank 6戦1勝 賞金 6，250，000円
〔制裁〕 ダノンイーグル号の騎手田辺裕信は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・8番・6

番）
〔その他〕 カクタスバンガー号は，発走後まもなく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〕 ゴールドスカイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月19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） 4頭 ザッツクール号・ショーショーサ号・マイネフレッシュ号・レディーフランソワ号

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７日



21075 8月19日 曇 良 （29新潟2）第7日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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
2：00．2
1：56．1

良
良

48 ネオヴィットーリア 牝3黒鹿54 吉田 豊小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 458＋ 22：01．1 19．5�
12 メイグランデ 牝3青 54 石橋 脩千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480－ 42：01．31� 8．6�
11 サ ル ダ ー ナ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 42：01．51� 8．9�
612 キューンハイト 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 4 〃 アタマ 4．9�
713 イ ム ノ ス 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 400± 02：01．81� 3．8	
59 ピジョンレッド 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 396－ 82：01．9	 52．1

818 ヤマニンゼーレ 牡3鹿 56 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 508＋10 〃 ハナ 14．6�
24 リレントレス 牡3黒鹿 56

53 ▲武藤 雅窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 488－ 2 〃 クビ 9．9�
36 デザートスネーク 牡3鹿 56 吉田 隼人石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 490＋102：02．0� 91．4
611 グラスルーチェ 牝3芦 54

51 ▲野中悠太郎伊東 純一氏 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 444－ 22：02．1クビ 70．2�
47 サンジュリアン 牝3鹿 54 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 438＋ 4 〃 クビ 38．4�
816 エンジェルナンバー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 432－ 22：02．2� 318．4�
817 コスモストレンジ 牡3栗 56 嘉藤 貴行 �ブルースターズファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 4 〃 ハナ 190．9�
714 ストラギスト 牝3芦 54

51 ▲木幡 育也�下河辺牧場 中川 公成 日高 下河辺牧場 442＋ 22：02．3	 28．8�
35 ルチアーノカフェ 牡3黒鹿56 二本柳 壮西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 494＋142：02．4	 429．7�
23 ハートリッチ 牡3黒鹿56 田中 勝春宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 アタマ 143．9�
510 スカーレットラバー 牡3鹿 56 津村 明秀村島 昭男氏 大和田 成 新冠 カミイスタット 480± 02：02．82	 4．6�
715 ゴールデンチャンス 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也 H.H．シェイク・モハメド 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 422＋ 62：02．9	 182．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，109，300円 複勝： 40，709，000円 枠連： 17，642，100円
馬連： 55，962，800円 馬単： 25，267，100円 ワイド： 36，521，100円
3連複： 77，184，700円 3連単： 88，255，700円 計： 367，651，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，950円 複 勝 � 460円 � 290円 � 280円 枠 連（1－4） 2，180円

馬 連 �� 7，490円 馬 単 �� 17，190円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 2，910円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 22，890円 3 連 単 ��� 129，520円

票 数

単勝票数 計 261093 的中 � 10673（8番人気）
複勝票数 計 407090 的中 � 21578（8番人気）� 37682（5番人気）� 39320（4番人気）
枠連票数 計 176421 的中 （1－4） 6269（9番人気）
馬連票数 計 559628 的中 �� 5789（28番人気）
馬単票数 計 252671 的中 �� 1102（58番人気）
ワイド票数 計 365211 的中 �� 4819（26番人気）�� 3172（33番人気）�� 8198（15番人気）
3連複票数 計 771847 的中 ��� 2528（75番人気）
3連単票数 計 882557 的中 ��� 494（423番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．2―12．9―12．5―12．0―12．1―12．1―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．9―48．8―1：01．3―1：13．3―1：25．4―1：37．5―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．7
1
3

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

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

ネオヴィットーリア �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2017．2．12 東京6着

2014．4．10生 牝3黒鹿 母 ネオヴェリーベリー 母母 サンセットバレー 8戦1勝 賞金 7，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フェアリーフォート号
（非抽選馬） 1頭 アキブレイブ号

21076 8月19日 曇 良 （29新潟2）第7日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

23 ペイシャリサ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 464－ 41：55．9 36．0�
22 ラインディオーネ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 438－ 21：56．0� 7．2�
611 ミッキークルソラ 牝3栗 54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：56．42� 7．2�
46 クリノアンヌ 牝3栃栗54 三浦 皇成栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 21：57．04 82．4�
58 ルーセントオーデ 牝3鹿 54 柴田 善臣吉岡 泰治氏 松山 将樹 日高 三輪牧場 468± 01：57．1� 28．3�
713 オンワードラスター 牝3鹿 54 木幡 初広樫山 章子氏 杉浦 宏昭 新冠 高橋 忍 428＋101：57．2クビ 215．6�
815 サンボストン 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎 	加藤ステーブル 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 486＋ 2 〃 同着 26．0

610 アイティプリンセス 牝3黒鹿54 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B472± 01：57．41 78．0�
11 メリルフォンテン 牝3鹿 54 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 456－ 6 〃 クビ 245．6�
712 ア ク ア リ オ 牝3鹿 54 北村 宏司村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 438＋ 2 〃 ハナ 2．2
47 パープルハート 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 502＋ 61：57．61� 32．0�
59 チアフルガール 牝3鹿 54 岩田 康誠島川 �哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 440 ―1：57．7クビ 13．4�
814 ハッピーパーティー 牝3芦 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 424－ 2 〃 アタマ 25．6�
35 プラスドピラミッド 牝3青鹿54 田中 勝春吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 438＋ 61：58．12� 54．1�
34 メロウハート 牝3黒鹿54 吉田 隼人 	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 532＋ 81：58．42 4．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，327，000円 複勝： 38，270，100円 枠連： 13，868，900円
馬連： 52，769，600円 馬単： 26，882，800円 ワイド： 34，846，600円
3連複： 68，640，400円 3連単： 88，552，100円 計： 353，157，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，600円 複 勝 � 540円 � 200円 � 220円 枠 連（2－2） 7，860円

馬 連 �� 5，440円 馬 単 �� 13，440円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 2，270円 �� 680円

3 連 複 ��� 9，730円 3 連 単 ��� 75，610円

票 数

単勝票数 計 293270 的中 � 6501（10番人気）
複勝票数 計 382701 的中 � 15210（7番人気）� 57853（2番人気）� 46817（4番人気）
枠連票数 計 138689 的中 （2－2） 1367（22番人気）
馬連票数 計 527696 的中 �� 7515（16番人気）
馬単票数 計 268828 的中 �� 1500（42番人気）
ワイド票数 計 348466 的中 �� 7004（13番人気）�� 3816（24番人気）�� 13744（5番人気）
3連複票数 計 686404 的中 ��� 5290（31番人気）
3連単票数 計 885521 的中 ��� 849（232番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．9―50．4―1：03．3―1：15．7―1：28．6―1：42．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F40．2
1
3
10（11，12）－14，7，9，2，13－（1，5）－（8，4）6－3－15・（10，12）11（7，9）（2，14，4）（13，8）1（5，3）6－15

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

勝馬の
紹 介

ペイシャリサ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2016．8．20 札幌9着

2014．5．30生 牝3栗 母 バレーダンシング 母母 Soltura 17戦1勝 賞金 9，500，000円
〔制裁〕 ラインディオーネ号の騎手武藤雅は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クレムフカ号



21077 8月19日 曇 良 （29新潟2）第7日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左）

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

中央レコード
2：02．1
1：59．8

良
良

812 ノーブルバルカン 牡2鹿 54
51 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 444 ―2：04．0 60．6�

55 ミレフォリウム 牝2鹿 54 津村 明秀 �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 472 ―2：04．21� 9．0�
67 ワセダインブルー 牡2鹿 54 北村 宏司大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 436 ―2：04．41 28．5�
710 インプレスシチー 牡2青 54 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 454 ―2：04．72 17．1�
811 プリマドンナ 牝2黒鹿54 横山 典弘近藤 英子氏 菊沢 隆徳 浦河 辻 牧場 436 ― 〃 ハナ 10．6	
79 セイカメテオライト 牡2鹿 54 岩田 康誠久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 452 ― 〃 クビ 20．1

33 ブリスフルデイズ 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 432 ― 〃 ハナ 2．1�
56 スリーヘリオス 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 464 ―2：04．91� 37．5�
11 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 480 ―2：05．0クビ 27．2
22 アメノムラクモ 牡2鹿 54 吉田 隼人高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 北島牧場 504 ―2：05．21� 3．7�
44 マイネルパブリック 牡2鹿 54 柴田 大知 �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 464 ―2：07．2大差 101．2�
68 キリンノツバサ 牡2栗 54 三浦 皇成菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 438 ―2：08．47 55．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，118，200円 複勝： 29，317，000円 枠連： 13，398，900円
馬連： 47，284，000円 馬単： 27，181，700円 ワイド： 28，646，800円
3連複： 61，078，500円 3連単： 82，377，000円 計： 321，402，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，060円 複 勝 � 1，180円 � 290円 � 610円 枠 連（5－8） 2，410円

馬 連 �� 18，070円 馬 単 �� 41，430円

ワ イ ド �� 4，690円 �� 9，070円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 106，280円 3 連 単 ��� 807，070円

票 数

単勝票数 計 321182 的中 � 4498（11番人気）
複勝票数 計 293170 的中 � 5893（11番人気）� 30023（3番人気）� 12201（7番人気）
枠連票数 計 133989 的中 （5－8） 4301（12番人気）
馬連票数 計 472840 的中 �� 2027（42番人気）
馬単票数 計 271817 的中 �� 492（81番人気）
ワイド票数 計 286468 的中 �� 1573（42番人気）�� 808（57番人気）�� 2793（27番人気）
3連複票数 計 610785 的中 ��� 431（165番人気）
3連単票数 計 823770 的中 ��� 74（936番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．0―37．6―51．0―1：03．7―1：16．4―1：28．8―1：40．8―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーブルバルカン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マヤノトップガン 初出走

2015．5．14生 牡2鹿 母 アストレアピース 母母 オカノスピカ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ワセダインブルー号の騎手北村宏司は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

21078 8月19日 曇 良 （29新潟2）第7日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

510 マイティーワークス 牝2青鹿54 田中 勝春中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 448 ―1：22．8 3．8�
12 カイトセブン 牡2黒鹿54 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 むかわ 佐久間 孝司 482 ―1：23．11� 51．1�

（トビーズロック）

11 アイスフィヨルド 牡2芦 54 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 440 ― 〃 クビ 39．2�
35 ナンヨーセゾニエ 牝2鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412 ―1：23．2� 50．7�
714 ディアファーシル 牝2栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 新開 幸一 新冠 石田牧場 426 ―1：23．73 60．2�
36 メ イ モ ア ナ 牝2鹿 54 吉田 豊千明牧場 池上 昌弘 日高 千明牧場 436 ―1：23．91	 11．6	
816 ラ ラ マ 牡2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅古賀 和夫氏 古賀 史生 新冠 対馬 正 460 ― 〃 アタマ 10．8

715 マリノディアナ 牝2青鹿54 三浦 皇成和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 432 ―1：24．0クビ 5．6�
611 トニーハピネス 牝2栗 54 江田 照男トニー倶楽部 星野 忍 新ひだか 静内山田牧場 430 ―1：24．21� 64．2�
47 ル ア ナ 牝2栗 54 戸崎 圭太平澤 孝氏 金成 貴史 新冠 対馬 正 440 ―1：24．3� 7．7
713 スパークリング 牝2鹿 54 津村 明秀 �カナヤマホール

ディングス 竹内 正洋 新ひだか 酒井 秀紀 394 ― 〃 ハナ 17．3�
48 コウギョウブライト 牡2芦 54 北村 宏司菊地 捷士氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 464 ―1：24．51� 5．7�
612 ゾディアック 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 浦河 北俣 牧夫 422 ―1：24．81� 83．3�
24 ニシノバーチョ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也西山 茂行氏 松永 康利 新冠 村上 欽哉 440 ― 〃 クビ 21．6�
818 アンクルブレイク 牡2鹿 54 丸田 恭介青山 英昭氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 476 ―1：25．11� 136．7�
23 ベルクカッツェ 牡2青鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 448 ―1：25．31� 38．0�
59 フレキシビリティー 牝2黒鹿 54

52 △伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 490 ― 〃 アタマ 56．5�
817 トミケンムトル 牡2鹿 54 武士沢友治冨樫 賢二氏 南田美知雄 新ひだか 前川 正美 B468 ―1：26．89 208．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，754，500円 複勝： 33，109，900円 枠連： 18，953，400円
馬連： 54，895，500円 馬単： 24，414，600円 ワイド： 32，835，700円
3連複： 66，177，600円 3連単： 77，450，500円 計： 336，591，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 200円 � 1，110円 � 950円 枠 連（1－5） 3，630円

馬 連 �� 8，420円 馬 単 �� 13，810円

ワ イ ド �� 3，160円 �� 2，490円 �� 10，020円

3 連 複 ��� 71，510円 3 連 単 ��� 330，300円

票 数

単勝票数 計 287545 的中 � 62477（1番人気）
複勝票数 計 331099 的中 � 55853（1番人気）� 6707（11番人気）� 7904（9番人気）
枠連票数 計 189534 的中 （1－5） 4041（15番人気）
馬連票数 計 548955 的中 �� 5047（26番人気）
馬単票数 計 244146 的中 �� 1325（45番人気）
ワイド票数 計 328357 的中 �� 2689（32番人気）�� 3435（24番人気）�� 835（88番人気）
3連複票数 計 661776 的中 ��� 694（193番人気）
3連単票数 計 774505 的中 ��� 170（949番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．5―11．9―12．0―11．7―11．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．6
3 2（7，11）（6，10，14）（13，12，15）－1，16（5，18）－8，9－4－17，3 4 2（7，11）（10，14）（6，13，12，15）－（5，1）16（8，18）9＝（4，3）17
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイティーワークス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Dynaformer 初出走

2015．3．30生 牝2青鹿 母 ジュアンレパン 母母 Mulrainy 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アメリカンファクト号・クニノオーシャン号・ストレイライトラン号・ソムタム号・トレジャード号・ミートボール号・

メルムサール号・ランスマン号



21079 8月19日 曇 良 （29新潟2）第7日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走13時30分 （芝・直線）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

59 ラブリイメッセージ 牝3鹿 54 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B440－ 2 56．1 60．5�
612 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＋ 8 56．2� 9．2�
714 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 430＋ 4 〃 ハナ 56．5�
713 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－ 6 〃 アタマ 4．5�
816 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 426± 0 56．3� 3．5�
35 ウインプラージュ 牝3鹿 54 柴田 大知�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 414－ 2 56．4� 5．7	
48 ピクニックランチ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 426＋ 4 〃 ハナ 45．7

611 シーソルティキッス 牝3鹿 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 安平 ノーザンファーム 414＋ 4 56．5� 16．8�
818 ルビーティアラ 牝3黒鹿 54

51 ▲武藤 雅下河邉行信氏 小野 次郎 新ひだか 三石橋本牧場 428＋ 4 56．71� 28．8�
510 ジ ュ ロ ー ズ 牝3鹿 54 岩田 康誠 社台レースホース戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408＋ 2 56．8クビ 23．6�
47 コールオンミー 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B432＋ 4 56．9� 37．8�
23 ガ ー リ ー 牝3栗 54

52 △伴 啓太佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 坂本牧場 424＋ 8 57．11� 261．3�
24 ツ ラ ラ 牝3芦 54 田中 勝春吉田喜代司氏 伊藤 伸一 新ひだか 田中 春美 470＋ 6 〃 クビ 36．5�
817 トウカイリオナ 牝3青鹿 54

53 ☆木幡 巧也内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 454＋ 4 57．41� 7．0�
36 プリンセスナナコ 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 根本 康広 浦河 浦河日成牧場 440＋10 57．61� 21．0�
12 マッキーイマジン 牝3栗 54 杉原 誠人薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 様似 猿倉牧場 440± 0 57．91� 133．4�
715 ガ ン ミ 牝3鹿 54 江田 照男佐久間拓士氏 高橋 文雅 新ひだか 西村 和夫 448＋12 58．43 82．8�
11 ロマングレース 牝3芦 54 西田雄一郎菅 實氏 松永 康利 日高 日高大洋牧場 446－ 2 58．82� 103．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，282，200円 複勝： 41，202，900円 枠連： 24，536，600円
馬連： 76，646，800円 馬単： 33，985，200円 ワイド： 43，483，200円
3連複： 105，286，900円 3連単： 126，820，500円 計： 484，244，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，050円 複 勝 � 1，470円 � 320円 � 1，290円 枠 連（5－6） 3，870円

馬 連 �� 34，590円 馬 単 �� 81，430円

ワ イ ド �� 7，860円 �� 17，600円 �� 5，920円

3 連 複 ��� 249，100円 3 連 単 ��� 1，313，490円

票 数

単勝票数 計 322822 的中 � 4268（14番人気）
複勝票数 計 412029 的中 � 6817（14番人気）� 39651（5番人気）� 7873（13番人気）
枠連票数 計 245366 的中 （5－6） 4907（11番人気）
馬連票数 計 766468 的中 �� 1717（69番人気）
馬単票数 計 339852 的中 �� 313（154番人気）
ワイド票数 計 434832 的中 �� 1430（66番人気）�� 635（108番人気）�� 1905（56番人気）
3連複票数 計1052869 的中 ��� 317（372番人気）
3連単票数 計1268205 的中 ��� 70（2041番人気）

ハロンタイム 12．3―10．3―10．9―10．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．6―33．5―44．2

上り4F43．8－3F33．5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラブリイメッセージ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Green Desert デビュー 2016．8．21 札幌6着

2014．4．24生 牝3鹿 母 スイートフルーレ 母母 Kenbu 10戦1勝 賞金 5，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ファシル号

21080 8月19日 曇 良 （29新潟2）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

45 ワイルドカード 牡3鹿 54 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 546－101：52．2 5．6�

610 スペリオルシチー 牡3鹿 54 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 462＋ 61：52．3� 1．7�

46 フォレストタウン 牡3黒鹿54 津村 明秀山上 和良氏 福島 信晴 浦河 �川 啓一 510＋ 21：52．72� 4．3�
814 ゴールドブラッド 牡3栗 54 田中 勝春居城 寿与氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 496－ 21：53．44 10．5�
712 オールウェイズゼア 牡3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 472＋ 61：53．72 92．2�
34 	 オ ケ ア ノ ス 牡5鹿 57 岩部 純二清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム B528＋ 81：53．91
 68．5	
57 ヤマトワイルド 牡3鹿 54 柴山 雄一醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 478＋ 6 〃 アタマ 19．5

58 ボーントゥレイン 牡4鹿 57 大野 拓弥窪田 康志氏 田村 康仁 浦河 谷川牧場 518＋ 41：54．21� 76．2�
711 スマートダイバー 牡6栗 57

54 ▲武藤 雅大川 徹氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム B498± 01：55．05 31．0�
69 テンノサクラコ 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 468－ 21：55．31� 115．6
22 ダイワハッスル 牡5栃栗57 石橋 脩大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B484± 01：55．51
 30．4�
813 アルジャントゥイユ 牡3栗 54 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 422－141：56．45 131．4�
33 テンゴールドラブ 牝3青鹿52 嘉藤 貴行天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 佐藤牧場 450± 0 〃 ハナ 381．9�
11 キャンディハート 牝3栗 52

51 ☆木幡 巧也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 B432＋ 41：56．61� 289．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，012，400円 複勝： 105，260，300円 枠連： 19，229，200円
馬連： 80，020，600円 馬単： 50，111，700円 ワイド： 47，783，900円
3連複： 97，878，400円 3連単： 189，140，200円 計： 630，436，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 150円 � 110円 � 130円 枠 連（4－6） 240円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 260円 �� 420円 �� 240円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 7，100円

票 数

単勝票数 計 410124 的中 � 57889（3番人気）
複勝票数 計1052603 的中 � 69838（3番人気）� 700056（1番人気）� 89513（2番人気）
枠連票数 計 192292 的中 （4－6） 59739（1番人気）
馬連票数 計 800206 的中 �� 111254（2番人気）
馬単票数 計 501117 的中 �� 22689（6番人気）
ワイド票数 計 477839 的中 �� 47873（3番人気）�� 26137（5番人気）�� 52601（2番人気）
3連複票数 計 978784 的中 ��� 78926（1番人気）
3連単票数 計1891402 的中 ��� 19289（20番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．8―13．0―12．5―12．3―12．6―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．1―50．1―1：02．6―1：14．9―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワイルドカード �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2017．1．28 東京1着

2014．2．25生 牡3鹿 母 パーフェクトチャンス 母母 Win Crafty Lady 2戦2勝 賞金 13，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21081 8月19日 曇 良 （29新潟2）第7日 第9競走 ��
��2，400�

い ず も ざ き

出 雲 崎 特 別
発走14時35分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

33 コウキチョウサン 牡4鹿 57 戸崎 圭太�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 456＋ 82：27．9 5．1�
56 インペリアルフィズ 牡3栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム B456＋ 4 〃 クビ 13．8�
812 クレッシェンドラヴ 牡3鹿 54 岩田 康誠広尾レース� 二ノ宮敬宇 新ひだか 木村 秀則 488－ 22：28．0クビ 6．4�
22 プライムセラー �4栗 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 496－ 22：28．1	 5．9�
813
 スティルウォーター 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 寺島 良 新ひだか 橋本牧場 410＋ 82：28．31 5．4	
11 フォースフィールド 牡5黒鹿57 横山 典弘岡 浩二氏 松永 幹夫 日高 オリオンファーム 434± 02：28．4	 15．5

44 フレスコパスト 牝3鹿 52 北村 宏司岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 410＋ 4 〃 クビ 27．2�
711 フォイヤーヴェルク 牡4青鹿57 石橋 脩 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 444＋ 6 〃 ハナ 3．7�
69 サムワンライクユー 牡4鹿 57 柴田 大知丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 460－ 4 〃 ハナ 51．4
45 
 キーフォーサクセス 牡5黒鹿57 田中 勝春 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム B446± 02：28．61� 69．1�
710 ヴァンクールシルク 牡3栗 54 津村 明秀 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 566± 02：29．13 15．7�
57 
 ポップスキャット 牝5黒鹿55 丸田 恭介今中 俊平氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 434＋ 42：29．2� 277．5�
68 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 B484＋ 42：29．41� 131．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，209，500円 複勝： 63，243，200円 枠連： 23，377，100円
馬連： 98，502，100円 馬単： 42，263，700円 ワイド： 48，313，700円
3連複： 122，998，600円 3連単： 161，654，500円 計： 600，562，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 400円 � 200円 枠 連（3－5） 3，650円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 670円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 43，920円

票 数

単勝票数 計 402095 的中 � 62122（2番人気）
複勝票数 計 632432 的中 � 88035（3番人気）� 34788（8番人気）� 87556（4番人気）
枠連票数 計 233771 的中 （3－5） 4963（17番人気）
馬連票数 計 985021 的中 �� 20860（15番人気）
馬単票数 計 422637 的中 �� 5436（25番人気）
ワイド票数 計 483137 的中 �� 9892（16番人気）�� 19287（6番人気）�� 8468（21番人気）
3連複票数 計1229986 的中 ��� 11965（35番人気）
3連単票数 計1616545 的中 ��� 2668（170番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．7―12．5―13．3―13．6―13．1―12．9―12．0―11．6―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―24．2―35．9―48．4―1：01．7―1：15．3―1：28．4―1：41．3―1：53．3―2：04．9―2：16．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コウキチョウサン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．7．26 福島4着

2013．4．28生 牡4鹿 母 シャドウシルエット 母母 ユーワジョイナー 21戦3勝 賞金 34，414，000円
〔制裁〕 クレッシェンドラヴ号の騎手岩田康誠は，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：13番・4番）

プライムセラー号の騎手柴山雄一は，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：13番・4番）

21082 8月19日 曇 良 （29新潟2）第7日 第10競走 ��
��1，200�

な え ば

苗 場 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

611 ディオスコリダー 牡3黒鹿54 石橋 脩野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 492－ 21：10．5 4．3�
22 キタサンガンバ 牡4鹿 57 吉田 隼人�大野商事 小笠 倫弘 日高 株式会社

RUMIファーム 480－ 61：10．81� 13．8�
713 ペイシャバラード 牝4黒鹿55 三浦 皇成北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 456＋ 2 〃 ハナ 33．4�
58 アシャカダイキ 牝3鹿 52 北村 宏司吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：11．12 8．2�
35 メイショウユメゴゼ 牝8栃栗55 岩田 康誠松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490± 01：11．31	 9．8�
23 タガノヴィッター 牡4鹿 57 横山 典弘八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋ 21：11．51 4．3	
47 アデレードヒル 牝4鹿 55 柴山 雄一吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 480＋ 4 〃 ハナ 25．4

34 マイネルラック 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 482＋ 81：11．6
 31．8�
814 サ ヴ ィ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462± 01：11．7クビ 5．4
712 ナムライチバンボシ 牡7鹿 57 柴田 善臣奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 494－ 41：12．12
 256．5�
11 ドウカンヤマ 牡4栗 57 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 500± 01：12．41� 8．9�
59 � ウインバローラス 牡5鹿 57 木幡 巧也�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 B486－ 2 〃 ハナ 34．4�
46 スナッチアキス 牝5鹿 55 木幡 育也西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 430－ 61：12．93 281．3�
815� エイシンパライソ 牡5栗 57 津村 明秀�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B516＋ 61：13．0
 17．7�
610 オージーアイドル 牝5鹿 55 吉田 豊窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 470＋181：13．95 173．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 54，195，800円 複勝： 85，671，100円 枠連： 32，277，700円
馬連： 157，953，600円 馬単： 60，504，500円 ワイド： 78，925，200円
3連複： 204，989，100円 3連単： 268，481，600円 計： 942，998，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 520円 � 740円 枠 連（2－6） 770円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 3，900円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 2，910円 �� 7，340円

3 連 複 ��� 28，770円 3 連 単 ��� 108，740円

票 数

単勝票数 計 541958 的中 � 100349（1番人気）
複勝票数 計 856711 的中 � 139084（2番人気）� 38982（8番人気）� 26299（11番人気）
枠連票数 計 322777 的中 （2－6） 32140（1番人気）
馬連票数 計1579536 的中 �� 48587（9番人気）
馬単票数 計 605045 的中 �� 11616（12番人気）
ワイド票数 計 789252 的中 �� 18462（10番人気）�� 6935（39番人気）�� 2707（64番人気）
3連複票数 計2049891 的中 ��� 5343（100番人気）
3連単票数 計2684816 的中 ��� 1790（390番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．1―12．0―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．8―45．8―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディオスコリダー �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2016．6．18 阪神1着

2014．3．28生 牡3黒鹿 母 エリモトゥデイ 母母 レ ー ス カ ム 6戦3勝 賞金 39，655，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走状況〕 スナッチアキス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アデレードヒル号の調教師中舘英二は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて過怠金50，000円。
〔調教再審査〕 スナッチアキス号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 オメガハイヌーン号・オンリーワンスター号・サンレイルージュ号・シェアード号・タイセイラルーナ号・

ナムラヒューマン号・ヒカルランナー号



21083 8月19日 晴 良 （29新潟2）第7日 第11競走 ��
��2，200�

にほんかい

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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

44 グランアルマダ 牡5芦 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B526± 02：12．3 5．9�
11 ゼウスバローズ 牡6鹿 57 戸崎 圭太猪熊 広次氏 角居 勝彦 新冠 パカパカ

ファーム 470＋ 22：12．4� 1．9�
77 トレジャーマップ 牡6鹿 57 丸田 恭介小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 444－ 42：12．5� 21．1�
22 ペンタトニック 牡6栗 57 吉田 隼人吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B498－ 22：12．6	 6．3�
55 マイネルラフレシア 牡4栗 57 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 454－ 42：13．02� 8．5	
88 メイショウコルノ 牡6黒鹿57 大野 拓弥松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 536－182：13．1クビ 39．9

66 グランドサッシュ 牡6黒鹿57 岩田 康誠 �シルクレーシング 武市 康男 浦河 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 42：13．2� 4．5�
33 ダイシンブラック 牡8鹿 57 吉田 豊大八木信行氏 戸田 博文 新冠 守矢牧場 488± 02：15．0大差 102．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 67，363，900円 複勝： 60，221，500円 枠連： 発売なし
馬連： 176，816，000円 馬単： 94，999，500円 ワイド： 65，067，200円
3連複： 170，740，700円 3連単： 493，771，600円 計： 1，128，980，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 110円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，170円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，690円 3 連 単 ��� 14，140円

票 数

単勝票数 計 673639 的中 � 90878（3番人気）
複勝票数 計 602215 的中 � 67423（4番人気）� 247809（1番人気）� 36245（6番人気）
馬連票数 計1768160 的中 �� 179388（3番人気）
馬単票数 計 949995 的中 �� 39948（7番人気）
ワイド票数 計 650672 的中 �� 58010（3番人気）�� 12963（14番人気）�� 26871（9番人気）
3連複票数 計1707407 的中 ��� 47481（10番人気）
3連単票数 計4937716 的中 ��� 25315（53番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．3―12．5―13．3―12．4―12．4―12．2―11．7―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．5―34．8―47．3―1：00．6―1：13．0―1：25．4―1：37．6―1：49．3―2：00．6

コーナー
通過順位

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

2
4
4－8－3，7（5，2）6－1・（4，8）7（3，6）（5，2，1）

勝馬の
紹 介

グランアルマダ 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．8．10 小倉4着

2012．2．4生 牡5芦 母 レディスキッパー 母母 ライクザウインド 22戦5勝 賞金 90，895，000円

21084 8月19日 晴 良 （29新潟2）第7日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時30分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

610 ケンコンイッテキ 牡4青鹿57 三浦 皇成 �CHEVAL AT-
TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 506－ 41：11．3 2．2�

11 �	 ツインプラネット 
7鹿 57
54 ▲木幡 育也窪田 康志氏 中川 公成 米

Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

506＋ 81：11．93� 13．6�
611 カキツバタチグサ 牡4鹿 57 津村 明秀芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 518± 01：12．22 5．0�
34 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 470± 01：12．3� 7．4�
23 メガポリゴン 牡3鹿 54 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 洞湖 レイクヴィラファーム 532＋ 61：12．4クビ 28．4�
22 ビレッジエンパイア 牡4鹿 57 岩田 康誠村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 474－ 41：12．61� 85．4	
46 	 ステラルーチェ 牡5栗 57 村田 一誠池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B476－ 4 〃 ハナ 30．6

815 イデアオブダンディ 牡4栗 57 大野 拓弥益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 480－ 4 〃 ハナ 42．5�
47 エビスリアン 牡4鹿 57 西村 太一加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 B482＋ 81：12．81� 9．5�
59 スモモチャン 牝4栗 55 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 442－ 21：12．9クビ 90．7
58 	 チビノヴァルタン 牝4鹿 55 北村 宏司梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 448± 01：13．11� 25．5�
713 ロマンスマジック 牝3栗 52 岩部 純二�ミルファーム 奥平 雅士 新ひだか 松本牧場 450＋ 41：13．41� 61．4�
814 アルマククナ 牝4鹿 55

53 △伴 啓太コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 428＋ 61：13．61� 246．7�
712 カネトシユキミ 牝3黒鹿 52

49 ▲武藤 雅兼松 昌男氏 水野 貴広 浦河 ヒダカフアーム 396－ 2 〃 ハナ 10．9�
35 � メダーリアフレイム 牡3鹿 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 米 Gallagher’s

Stud 462－ 41：13．91� 40．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 57，899，900円 複勝： 81，749，500円 枠連： 42，434，000円
馬連： 145，398，900円 馬単： 70，071，300円 ワイド： 92，175，800円
3連複： 215，886，100円 3連単： 327，036，000円 計： 1，032，651，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 300円 � 170円 枠 連（1－6） 1，150円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 540円 �� 270円 �� 970円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 8，280円

票 数

単勝票数 計 578999 的中 � 209317（1番人気）
複勝票数 計 817495 的中 � 235539（1番人気）� 49162（6番人気）� 120260（2番人気）
枠連票数 計 424340 的中 （1－6） 28445（5番人気）
馬連票数 計1453989 的中 �� 84847（5番人気）
馬単票数 計 700713 的中 �� 26846（6番人気）
ワイド票数 計 921758 的中 �� 41928（5番人気）�� 97854（1番人気）�� 21975（10番人気）
3連複票数 計2158861 的中 ��� 85961（4番人気）
3連単票数 計3270360 的中 ��� 28616（11番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．6―12．1―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．8―46．9―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンコンイッテキ �
�
父 ナイキアディライト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．8．16 新潟10着

2013．4．22生 牡4青鹿 母 クロスマイハート 母母 ビューティフルゴールド 17戦3勝 賞金 42，938，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アースオブフェイム号・カシノキングダム号・トウショウデュエル号・ノットオンリー号

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 4日第 6競走）
〔その他〕　　イデアブルーム号は，競走中に疾病〔左第３中手骨罅裂骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



（29新潟2）第7日 8月19日（土曜日） 小雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 174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

186，220，000円
7，590，000円
16，160，000円
1，160，000円
20，530，000円
70，688，000円
4，524，000円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
460，363，900円
695，702，200円
233，483，200円
1，051，424，700円
515，033，900円
576，003，300円
1，332，732，300円
2，101，711，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，966，455，400円

総入場人員 9，438名 （有料入場人員 7，961名）
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