
21013 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2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）
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

67 ケイデンスコール 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 458－ 61：34．3 1．1�
78 シャドウセッション 牡2鹿 54 内田 博幸飯塚 知一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496＋101：34．51� 8．6�
22 ワイルドオーキッド 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 404± 01：34．92� 92．3�
810 プッシーウィロー 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 藤本ファーム 404－ 61：35．11� 19．2�
79 ルッキングフライ 牡2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 81：35．63 332．0	
811 アウティミアー 牝2栗 54 津村 明秀吉田 千津氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 402－ 8 〃 クビ 61．4

11 トーラスジェミニ 牡2鹿 54 宮崎 北斗柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 456－ 61：35．81 284．6�
44 メガディスカバリー 牡2鹿 54 三浦 皇成有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 462－ 41：35．9	 73．8�
66 バニラオーキッド 牡2鹿 54 丸田 恭介 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 496＋ 81：36．32� 37．8
55 ク リ ム ト ゥ 牡2栗 54 横山 和生�ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 488－121：36．83 335．6�
33 キチロクタービン 牡2栗 54

52 △藤田菜七子山本 正美氏 清水 英克 むかわ 桑原牧場 454－ 21：36．9クビ 123．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 53，828，500円 複勝： 106，409，000円 枠連： 10，294，700円
馬連： 48，475，600円 馬単： 45，171，000円 ワイド： 36，523，900円
3連複： 64，645，700円 3連単： 174，326，200円 計： 539，674，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 110円 � 300円 枠 連（6－7） 200円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 210円

ワ イ ド �� 130円 �� 480円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 2，070円

票 数

単勝票数 計 538285 的中 � 422851（1番人気）
複勝票数 計1064090 的中 � 863384（1番人気）� 78636（2番人気）� 13001（7番人気）
枠連票数 計 102947 的中 （6－7） 38243（1番人気）
馬連票数 計 484756 的中 �� 189016（1番人気）
馬単票数 計 451710 的中 �� 156440（1番人気）
ワイド票数 計 365239 的中 �� 108197（1番人気）�� 14821（6番人気）�� 6435（12番人気）
3連複票数 計 646457 的中 ��� 35897（4番人気）
3連単票数 計1743262 的中 ��� 60830（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．4―35．4―47．8―1：00．3―1：11．7―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．0
3 3，10，1（6，9）（2，7）8（4，11）5 4 3，10（1，9）6（2，7）（4，8，11）－5

勝馬の
紹 介

ケイデンスコール �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2018．6．30 中京2着

2016．2．11生 牡2鹿 母 インダクティ 母母 ホールオブフェーム 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 メガディスカバリー号の騎手武藤雅は，負傷のため三浦皇成に変更。

21014 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （芝・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
2：00．2
1：56．1

良
良

711 ラヴベローナ 牝3鹿 54 M．デムーロ菅原 広隆氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 456± 01：59．7レコード 2．0�
814 ラストマイア 牝3栗 54 横山 和生梶原 哲朗氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 436± 01：59．8� 5．5�
33 パストゥレイユ 牝3黒鹿54 石橋 脩 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム 434－ 82：00．01� 4．9�
22 サツキワルツ 牝3鹿 54 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 440－ 22：00．21� 26．2�
57 エバートロピカル 牝3黒鹿54 内田 博幸宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 424＋ 4 〃 アタマ 47．2�
46 ピュアココロ 牝3青鹿54 宮崎 北斗鶴見 芳子氏 青木 孝文 新冠 村上 欽哉 440－ 82：00．73 222．1	
813 ドクターデューン 牝3鹿 54 柴田 善臣松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 466＋ 62：01．01� 6．2

712 パルティーレ 牝3栗 54 西田雄一郎吉田 千津氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 450－14 〃 クビ 293．3�
610 モカチョウサン 牝3栗 54 田中 勝春�チョウサン 松永 康利 平取 坂東牧場 436± 02：01．1クビ 131．1
58 サテラノサト 牝3鹿 54 大野 拓弥岡 浩二氏 土田 稔 浦河 辻 牧場 448＋162：01．2� 20．4�
69 ハーツイグニション 牝3栗 54 石川裕紀人吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：01．62� 29．8�
45 カ ラ ド ゥ ラ 牝3鹿 54

52 △藤田菜七子 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 6 〃 ハナ 25．7�

34 ブ ラ ー ノ 牝3鹿 54 津村 明秀 �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 456＋ 62：01．81 74．5�

11 アヴォーリオ 牝3栗 54 柴田 大知�ターフ・スポート星野 忍 新ひだか 鳥谷 勝彦 446＋ 2 〃 クビ 398．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，106，100円 複勝： 63，001，100円 枠連： 15，122，800円
馬連： 60，675，200円 馬単： 34，675，500円 ワイド： 43，360，700円
3連複： 88，523，400円 3連単： 134，891，300円 計： 474，356，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 140円 � 140円 枠 連（7－8） 250円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 230円 �� 250円 �� 490円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 341061 的中 � 134459（1番人気）
複勝票数 計 630011 的中 � 275806（1番人気）� 78789（3番人気）� 78977（2番人気）
枠連票数 計 151228 的中 （7－8） 45507（1番人気）
馬連票数 計 606752 的中 �� 84147（2番人気）
馬単票数 計 346755 的中 �� 33463（1番人気）
ワイド票数 計 433607 的中 �� 50865（1番人気）�� 46732（2番人気）�� 19790（5番人気）
3連複票数 計 885234 的中 ��� 67479（2番人気）
3連単票数 計1348913 的中 ��� 32560（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．1―35．2―48．5―1：00．9―1：13．2―1：25．2―1：36．9―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラヴベローナ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 トワイニング デビュー 2017．7．23 福島7着

2015．3．13生 牝3鹿 母 ブ ル ー レ イ 母母 ブルーサヴァンナ 9戦1勝 賞金 12，800，000円
〔騎手変更〕 サテラノサト号の騎手武藤雅は，負傷のため大野拓弥に変更。

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２日



21015 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

11 ペイシャエリート 牡3栗 56 石川裕紀人北所 直人氏 小笠 倫弘 新冠 カミイスタット B478＋ 81：55．2 47．3�
813 ニシノベイオウルフ 牡3黒鹿 56

53 ▲山田 敬士西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 468－ 61：55．62� 5．5�
610 バトルフガクオウ 牡3鹿 56 田辺 裕信宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 西村 和夫 470－ 4 〃 アタマ 1．9�
46 スイスピリッツ 牡3芦 56 嘉藤 貴行芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 B458± 01：55．81� 28．7�
22 ゴールドキー 牡3栗 56 丸田 恭介北前孔一郎氏 池上 昌和 新冠 大林ファーム 480－ 41：56．43� 12．2�
69 パワフルドンキ 牡3鹿 56 宮崎 北斗廣崎 利洋氏 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 472－ 81：56．71	 8．4�
711 ワンダースラガン 牡3青鹿56 内田 博幸山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 高昭牧場 500－ 41：57．02 43．8	
58 フ ル ネ ス 牝3鹿 54 戸崎 圭太西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 452－ 81：57．31	 6．4

34 フラッシュテソーロ 牡3黒鹿56 三浦 皇成了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460－ 81：57．62 163．4�
45 シリウスインパクト 牡3鹿 56

54 △藤田菜七子星野 祐介氏 相沢 郁 新ひだか グランド牧場 B478＋ 21：57．81� 18．5
814 オープニングアクト 牡3栗 56 津村 明秀�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 498－101：58．43� 141．5�
712 ハウキュート 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊川 正達 新ひだか 静内白井牧場 460＋ 51：59．57 231．3�

33 ベストフィックス 牡3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース新開 幸一 安平 追分ファーム 472－142：05．2大差 36．1�
57 ラヴィングフレーム 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 434－ 62：05．52 81．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，717，800円 複勝： 50，968，800円 枠連： 14，000，400円
馬連： 60，592，800円 馬単： 32，119，000円 ワイド： 42，253，500円
3連複： 85，592，000円 3連単： 125，745，700円 計： 444，990，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，730円 複 勝 � 670円 � 160円 � 110円 枠 連（1－8） 11，010円

馬 連 �� 9，970円 馬 単 �� 26，290円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 1，240円 �� 290円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 79，270円

票 数

単勝票数 計 337178 的中 � 5700（10番人気）
複勝票数 計 509688 的中 � 10175（10番人気）� 67294（2番人気）� 206234（1番人気）
枠連票数 計 140004 的中 （1－8） 985（22番人気）
馬連票数 計 605928 的中 �� 4707（25番人気）
馬単票数 計 321190 的中 �� 916（61番人気）
ワイド票数 計 422535 的中 �� 3940（24番人気）�� 8118（15番人気）�� 43761（1番人気）
3連複票数 計 855920 的中 ��� 12110（19番人気）
3連単票数 計1257457 的中 ��� 1150（226番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．4―49．8―1：02．6―1：15．3―1：28．3―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペイシャエリート �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．12．3 中山6着

2015．5．9生 牡3栗 母 ヒシエリート 母母 ヒシショウコ 6戦1勝 賞金 5，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴィングフレーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月29日まで平地

競走に出走できない。
ベストフィックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月29日まで平地競
走に出走できない。

21016 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：01．4良

710 アヴニールマルシェ �6鹿 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 504＋ 43：03．0 5．6�
711 ココスタイル 牡6芦 60 石神 深一林 正道氏 的場 均 安平 ノーザンファーム 516－ 63：03．74 17．1�
11 � クリノヴェルサイユ 牝5鹿 58 金子 光希栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 434－ 23：05．18 14．0�
44 ゴールドメダリオン �6栗 60 難波 剛健西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 460＋143：05．73� 6．0�
45 デュアルメジャー �6青鹿60 草野 太郎 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 476－ 4 〃 クビ 2．6�
813 リュクサンブール �7鹿 60 浜野谷憲尚村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468－123：05．8� 3．7	
69 � ビ ー ハ グ �6黒鹿60 上野 翔岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 470－ 43：06．33 48．4

56 ブルーガーディアン 牡6黒鹿60 江田 勇亮 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 478－263：06．93� 17．1�
22 コンゴウリキ �5栗 60 大江原 圭浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか 藤川フアーム 426－ 63：09．6大差 90．3
812 マーブルタンギー 牡3鹿 58 熊沢 重文下村 直氏 池添 兼雄 日高 厚賀古川牧場 470± 03：10．02� 59．6�
68 ジョーカーワイルド 牡3鹿 58 小野寺祐太 TURH 浅野洋一郎 浦河 王蔵牧場 526± 03：10．42� 236．0�
33 サンアンダーソン 牡5栗 60 原田 和真 �加藤ステーブル 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 558＋ 83：10．6	 95．6�
57 � ブルベアバック 牡4鹿 60 山本 康志森中 蕃氏 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド 444－ 43：10．91	 128．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，958，500円 複勝： 23，572，500円 枠連： 12，850，800円
馬連： 38，704，500円 馬単： 22，338，100円 ワイド： 24，510，700円
3連複： 60，009，500円 3連単： 90，196，500円 計： 295，141，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 220円 � 380円 � 410円 枠 連（7－7） 4，140円

馬 連 �� 4，260円 馬 単 �� 6，540円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 1，200円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 15，570円 3 連 単 ��� 60，150円

票 数

単勝票数 計 229585 的中 � 32727（3番人気）
複勝票数 計 235725 的中 � 32255（4番人気）� 15144（6番人気）� 13830（7番人気）
枠連票数 計 128508 的中 （7－7） 2405（12番人気）
馬連票数 計 387045 的中 �� 7029（16番人気）
馬単票数 計 223381 的中 �� 2561（24番人気）
ワイド票数 計 245107 的中 �� 4732（15番人気）�� 5313（13番人気）�� 3002（22番人気）
3連複票数 計 600095 的中 ��� 2889（43番人気）
3連単票数 計 901965 的中 ��� 1087（177番人気）
上り 1マイル 1：42．9 4F 49．9－3F 37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アヴニールマルシェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．6．15 東京1着

2012．2．4生 �6鹿 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円



21017 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2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

712 エイカイキャロル 牝2鹿 54 戸崎 圭太二木 英德氏 藤原 英昭 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 458 ―1：37．0 3．8�

813 ピュアヒカリ 牡2鹿 54 柴田 善臣鶴見 芳子氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 426 ―1：37．1� 8．7�
57 シセイタイガ 牡2青鹿54 江田 照男猪苗代 勇氏 高橋 文雅 新冠 パカパカ

ファーム 438 ―1：37．2� 50．4�
45 スペシャルボス 牡2黒鹿54 石橋 脩�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 ディアレスト

クラブ 512 ―1：37．3� 10．3�
814 バイザディンプル 牝2栗 54 三浦 皇成増田 和啓氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 454 ―1：37．4クビ 4．8�
33 メルキュール 牝2鹿 54 福永 祐一 	キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ― 〃 クビ 4．8

69 ケイアイビリジアン 牡2栗 54 大野 拓弥亀田 和弘氏 奥平 雅士 日高 ヤナガワ牧場 496 ―1：37．5クビ 25．2�
22 ノーブルソレイユ 牝2芦 54 内田 博幸吉木 伸彦氏 田村 康仁 浦河 鎌田 正嗣 468 ―1：38．45 59．2�
34 マイネルセリオン 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 444 ―1：38．61� 40．1
711 イリュージョニスト 牡2黒鹿54 津村 明秀 	コスモヴューファーム 中舘 英二 日高 坂 牧場 478 ―1：38．7� 167．2�
58 ニューツーリズム 牡2青鹿54 田辺 裕信吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 476 ―1：39．44 5．8�
46 ウ ォ リ ア ー 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 448 ―1：40．25 235．3�
610 アーチンガイ 牡2鹿 54 石川裕紀人泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 472 ―1：40．3� 46．9�
11 レイジングラン 牡2黒鹿54 村田 一誠松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450 ―1：40．51	 205．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，189，800円 複勝： 42，948，900円 枠連： 16，493，900円
馬連： 63，509，200円 馬単： 28，931，300円 ワイド： 39，342，800円
3連複： 80，613，800円 3連単： 103，768，900円 計： 416，798，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 280円 � 770円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，070円

ワ イ ド �� 800円 �� 2，540円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 18，490円 3 連 単 ��� 74，850円

票 数

単勝票数 計 411898 的中 � 89331（1番人気）
複勝票数 計 429489 的中 � 88347（1番人気）� 38535（5番人気）� 11187（9番人気）
枠連票数 計 164939 的中 （7－8） 26432（1番人気）
馬連票数 計 635092 的中 �� 28040（7番人気）
馬単票数 計 289313 的中 �� 7054（11番人気）
ワイド票数 計 393428 的中 �� 13330（9番人気）�� 3913（27番人気）�� 3083（37番人気）
3連複票数 計 806138 的中 ��� 3269（65番人気）
3連単票数 計1037689 的中 ��� 1005（250番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―13．0―13．3―12．3―11．0―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．9―37．9―51．2―1：03．5―1：14．5―1：25．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイカイキャロル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2016．2．2生 牝2鹿 母 ラフェクレール 母母 アドマイヤマカディ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 シセイタイガ号の騎手武藤雅は，負傷のため江田照男に変更。

21018 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走13時00分 （芝・左）

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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

817 ビックピクチャー 牝2鹿 54 福永 祐一廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 390 ―1：22．4 2．8�
35 ファクトゥーラ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ― 〃 ハナ 4．5�
36 オトリコミチュウ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 飛野牧場 432 ―1：22．72 15．8�
48 スタンニングモガ 牝2青 54 石川裕紀人小村アセットM� 大和田 成 安平 追分ファーム 426 ―1：22．91� 22．9�
611 ヴァルドワーズ 牝2栗 54 石橋 脩 �シルクレーシング 和田正一郎 洞�湖 レイクヴィラファーム 440 ― 〃 アタマ 16．6	
715 カ メ チ ャ ン 牝2黒鹿54 江田 照男内田 玄祥氏 星野 忍 千歳 社台ファーム 452 ―1：23．22 10．9

713 アイトマコト 牝2芦 54 M．デムーロ前田 葉子氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460 ―1：23．41� 4．1�
816 ジェイドパンニャー 牝2黒鹿54 菅原 隆一福原 晃氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398 ―1：24．03� 74．0�
510 ハーフバック 牝2黒鹿54 三浦 皇成新井 康司氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 472 ―1：24．21� 24．1
59 トーセンクリスタル 牝2青 54

51 ▲山田 敬士島川 �哉氏 畠山 吉宏 日高 有限会社 エ
スティファーム 392 ―1：24．41 232．2�

11 コロポックル 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �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 430 ―1：24．82� 64．1�
818 ア プ ラ ウ ス 牝2黒鹿54 大野 拓弥�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 394 ― 〃 ハナ 102．2�
12 セ イ ス ピ カ 牝2黒鹿54 秋山真一郎金田 成基氏 中川 公成 新冠 松本 信行 430 ― 〃 クビ 70．0�
714 ノボソフィア 牝2栗 54 酒井 学�LS.M 天間 昭一 浦河 櫛桁牧場 432 ―1：25．22� 366．6�
612 ミオリパヤヤーム 牝2鹿 54 丸田 恭介瀬谷 �雄氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 428 ―1：25．3� 151．6�
24 キョウエイメサイア 牝2鹿 54 田中 勝春田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木ファーム 458 ―1：25．93� 153．9�
23 ミーラークルム 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 中村 雅明 464 ―1：26．0� 177．5�
47 サウンドサムデイ 牝2栗 54

52 △藤田菜七子増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 454 ―1：26．21� 144．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 47，066，200円 複勝： 49，528，600円 枠連： 19，221，800円
馬連： 66，540，300円 馬単： 31，712，100円 ワイド： 45，283，000円
3連複： 91，326，100円 3連単： 122，265，200円 計： 472，943，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 170円 � 290円 枠 連（3－8） 520円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 310円 �� 840円 �� 910円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 10，550円

票 数

単勝票数 計 470662 的中 � 135301（1番人気）
複勝票数 計 495286 的中 � 111095（1番人気）� 79176（3番人気）� 34309（6番人気）
枠連票数 計 192218 的中 （3－8） 28251（2番人気）
馬連票数 計 665403 的中 �� 72601（2番人気）
馬単票数 計 317121 的中 �� 21789（2番人気）
ワイド票数 計 452830 的中 �� 41200（2番人気）�� 13049（7番人気）�� 11932（10番人気）
3連複票数 計 913261 的中 ��� 21976（5番人気）
3連単票数 計1222652 的中 ��� 8396（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―24．1―35．8―47．7―59．1―1：10．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビックピクチャー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2016．3．5生 牝2鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アプラウス号の騎手武藤雅は，負傷のため大野拓弥に変更。
〔制裁〕 ハーフバック号の騎手三浦皇成は，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：16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 グレイシア号



21019 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時30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

713 ド ナ プ リ モ 牝3青鹿54 三浦 皇成山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 454± 01：12．2 5．7�
35 フィールグッド 牝3鹿 54 横山 和生小林竜太郎氏 土田 稔 日高 奥山 博 438－ 41：12．41 49．4�
59 レガロデルソル 牝3鹿 54

51 ▲木幡 育也�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 496－ 61：12．72 3．0�
23 エリープラネット 牝3栗 54 石橋 脩谷川 正純氏 天間 昭一 新ひだか 広田牧場 424＋ 6 〃 ハナ 11．2�
610 タイセイゴーディー 牡3黒鹿56 戸崎 圭太田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B460－ 81：12．8� 7．3�
47 ベ イ ス ン 牡3黒鹿56 田辺 裕信吉田 晴哉氏 尾形 和幸 安平 追分ファーム 482± 01：13．01 4．5	
46 フ ロ イ デ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也林 正道氏 牧 光二 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B496± 01：13．1� 14．9


814 コールドターキー 牡3栗 56 嶋田 純次薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 日高 下川 茂広 446－ 2 〃 同着 20．5�
11 テンポディヴァルス 牡3鹿 56 西村 太一�ターフ・スポート矢野 英一 新ひだか 高橋 義浩 436－ 41：13．42 40．9�
58 プリメラプリンセサ 牝3鹿 54 大野 拓弥丸山 担氏 小笠 倫弘 浦河 伏木田牧場 442＋ 81：14．25 117．3
712 トウカイアゼリア 牝3黒鹿54 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 日高 碧雲牧場 460－ 41：14．51� 264．3�
22 ギブユースマイル 牝3黒鹿54 丸田 恭介飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 456－ 41：15．03 115．6�
815 シゲルレンコン 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 王蔵牧場 464＋281：15．21 143．1�
611 テンノイタダキ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士天白 泰司氏 小西 一男 新ひだか 藤沢牧場 490 ―1：19．0大差 218．4�
34 シゲルクロマメ 牡3鹿 56 石川裕紀人森中 蕃氏 高橋 裕 日高 ナカノファーム 490 ―1：19．1クビ 8．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，730，500円 複勝： 54，617，500円 枠連： 18，728，600円
馬連： 80，056，900円 馬単： 34，427，100円 ワイド： 51，995，700円
3連複： 105，124，800円 3連単： 134，939，100円 計： 517，620，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 880円 � 150円 枠 連（3－7） 3，070円

馬 連 �� 20，330円 馬 単 �� 31，370円

ワ イ ド �� 5，020円 �� 360円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 14，590円 3 連 単 ��� 137，590円

票 数

単勝票数 計 377305 的中 � 52300（3番人気）
複勝票数 計 546175 的中 � 88398（3番人気）� 10893（10番人気）� 116204（1番人気）
枠連票数 計 187286 的中 （3－7） 4726（14番人気）
馬連票数 計 800569 的中 �� 3051（38番人気）
馬単票数 計 344271 的中 �� 823（71番人気）
ワイド票数 計 519957 的中 �� 2461（39番人気）�� 41853（2番人気）�� 4500（30番人気）
3連複票数 計1051248 的中 ��� 5402（49番人気）
3連単票数 計1349391 的中 ��� 711（384番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．7―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．4―35．1―47．2―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．1
3 6（5，10）13（2，1）（7，15，9）－（3，8）14，12＝4＝11 4 6（5，10）－13（2，1，7，9）－（3，15）（8，14）12＝4＝11

勝馬の
紹 介

ド ナ プ リ モ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．1．13 中山10着

2015．4．4生 牝3青鹿 母 ドナビジュー 母母 ダンジグダンザグ 10戦1勝 賞金 12，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンノイタダキ号・シゲルクロマメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月

29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 ウェディングフォト号・ブルベアダイズ号

21020 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・左・外）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

22 モ ク レ レ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 506＋ 81：57．3 4．3�

33 トーセンアイトーン 牡3黒鹿54 福永 祐一島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 440－ 61：57．51� 2．4�
67 アストラサンタン 牝3青鹿52 内田 博幸丹羽久一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 ハナ 14．4�
55 エリティエール 牝4鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 436± 01：57．6� 6．6	
810 カ ラ ル 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 474－121：57．92 14．5

79 キューンハイト 牝4鹿 55 柴田 大知 �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 420－ 61：58．11 25．5�
44 エイプリルミスト 牝4芦 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 432＋ 2 〃 クビ 13．5�
78 アグニシャイン 牡4栗 57 田辺 裕信�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：59．16 5．3
66 ファイアプルーフ 牡3黒鹿 54

52 △藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 486－ 21：59．42 119．0�

811� ケンタッキーグラス 牡3鹿 54 大野 拓弥�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480－151：59．5クビ 64．0�
11 グランデウィーク 牡3栗 54 津村 明秀 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 新ひだか フジワラフアーム 500－ 62：00．77 138．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，547，600円 複勝： 71，426，300円 枠連： 16，463，100円
馬連： 92，707，900円 馬単： 41，752，400円 ワイド： 53，965，100円
3連複： 110，753，800円 3連単： 178，141，200円 計： 610，757，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 110円 � 250円 枠 連（2－3） 510円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，060円

ワ イ ド �� 210円 �� 740円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 7，800円

票 数

単勝票数 計 455476 的中 � 82962（2番人気）
複勝票数 計 714263 的中 � 113794（2番人気）� 252381（1番人気）� 45560（6番人気）
枠連票数 計 164631 的中 （2－3） 24873（1番人気）
馬連票数 計 927079 的中 �� 164404（1番人気）
馬単票数 計 417524 的中 �� 29518（2番人気）
ワイド票数 計 539651 的中 �� 81284（1番人気）�� 16280（12番人気）�� 19911（7番人気）
3連複票数 計1107538 的中 ��� 47722（6番人気）
3連単票数 計1781412 的中 ��� 16537（18番人気）

ハロンタイム 13．1―10．8―11．5―11．7―11．9―12．2―12．1―11．6―10．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―23．9―35．4―47．1―59．0―1：11．2―1：23．3―1：34．9―1：45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．0
3 1－8－（7，11）9（2，3，10）（6，4，5） 4 1－8－7，11（2，9）3，10（6，4，5）

勝馬の
紹 介

モ ク レ レ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．2．4 東京6着

2014．2．28生 牡4黒鹿 母 ア パ パ ネ 母母 ソルティビッド 11戦3勝 賞金 33，458，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔騎手変更〕 アストラサンタン号の騎手武藤雅は，負傷のため内田博幸に変更。



21021 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2日 第9競走 ��
��1，600�

む ら か み

村 上 特 別
発走14時35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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

810 アドマイヤシナイ 牡4鹿 57 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 464± 01：33．7 3．4�
55 ス ズ カ ゼ 牝4鹿 55 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 480－ 2 〃 クビ 7．2�
44 レジーナドーロ 牝3栗 52 M．デムーロ�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 452＋ 41：33．8	 1．9�
22 プロトスター 牡3栗 54 福永 祐一 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 474－ 61：33．9	 7．3�
79 ネオヴィットーリア 牝4黒鹿55 柴田 善臣小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 450＋ 2 〃 アタマ 44．6	
66 ソーラーフレア 牡3鹿 54 三浦 皇成ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－101：34．0クビ 9．6

811
 スズレジーム 牝4鹿 55 丸田 恭介森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 454＋181：34．32 170．4�
11 
 プリンセスアール 牝3栗 52 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 和田 勇介 日高 浜本牧場 456－ 4 〃 ハナ 375．2�
33 タイドオーバー 牝3黒鹿52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 428＋ 81：34．4クビ 144．4
67 � ヴァイスジーニー 牡4芦 57 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 米
Janes Everatt, Janeane Ever-
att, Arika Everatt－Meeuse &
Calmar Stables

504－161：34．61� 48．0�
78 ビ ジ ョ ッ テ 牝4鹿 55 石川裕紀人古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 502± 01：35．66 46．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，373，400円 複勝： 85，062，100円 枠連： 21，384，000円
馬連： 101，058，800円 馬単： 59，032，900円 ワイド： 58，703，800円
3連複： 120，742，500円 3連単： 252，279，600円 計： 748，637，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（5－8） 870円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 240円 �� 160円 �� 270円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 503734 的中 � 117505（2番人気）
複勝票数 計 850621 的中 � 147740（2番人気）� 83158（3番人気）� 419666（1番人気）
枠連票数 計 213840 的中 （5－8） 18900（4番人気）
馬連票数 計1010588 的中 �� 89450（4番人気）
馬単票数 計 590329 的中 �� 31586（6番人気）
ワイド票数 計 587038 的中 �� 56886（2番人気）�� 106211（1番人気）�� 48976（4番人気）
3連複票数 計1207425 的中 ��� 136955（1番人気）
3連単票数 計2522796 的中 ��� 50500（8番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．1―12．3―11．8―11．1―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．2―48．5―1：00．3―1：11．4―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤシナイ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．10．16 東京2着

2014．3．20生 牡4鹿 母 プリンセスドルチェ 母母 ケイティーズファースト 14戦3勝 賞金 51，466，000円
〔制裁〕 レジーナドーロ号の騎手M．デムーロは，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50，000円。（被害馬：1番）

21022 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

712� アスタースウィング 牡4栗 57 石橋 脩加藤 久枝氏 中竹 和也 米 WinStar
Farm, LLC B520－ 61：10．4 8．7�

815 アルーアキャロル 	5栗 57 津村 明秀 �シルクレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 508± 01：10．61
 5．0�
46 � ストロボフラッシュ 牝5芦 55 大野 拓弥吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &

Felicia Branham 482＋ 41：10．7クビ 27．8�
611 サ ン キ ュ ー 牡5栗 57 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 健太郎 512－ 21：10．8� 3．4�
59 ミッキーグッドネス 牝5鹿 55 福永 祐一野田みづき氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 408－ 8 〃 クビ 7．9	
22 � ステラルーチェ 牡6栗 57 丸田 恭介池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B472－ 61：11．11� 120．3

610 オーヴァーライト 牡3栗 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 494＋10 〃 クビ 10．1�
23 � ウォリアーズクロス 牡5鹿 57 石川裕紀人 �シルクレーシング 国枝 栄 米

B & B Blood-
stock, Inc &
Marty Hughes

B548＋ 41：11．2� 48．5�
814 エンゲージリング 牝3芦 52 岩部 純二�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 480＋ 41：11．3クビ 20．2
713 メイショウアリソン 牡4黒鹿57 秋山真一郎松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 498＋ 81：11．4
 12．3�
11 シーズララバイ 牝4栗 55 柴田 善臣吉田 千津氏 竹内 正洋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 6 〃 クビ 32．0�
34 � ヒップホップスワン 牝4栗 55 戸崎 圭太吉田 和子氏 石坂 正 米 Dr. H. Steve

Conboy 508＋ 6 〃 ハナ 6．3�
47 グランアラミス 	6栗 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 池田牧場 B486± 01：11．82
 105．8�
35 リードザウインド 牝3青鹿52 三浦 皇成吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 458－ 61：11．9� 41．0�
58 マ ー シ レ ス 牡7栗 57 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 476± 01：13．07 179．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 65，135，600円 複勝： 88，489，900円 枠連： 37，348，000円
馬連： 180，082，500円 馬単： 66，625，800円 ワイド： 98，755，100円
3連複： 241，659，300円 3連単： 310，138，100円 計： 1，088，234，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 290円 � 220円 � 550円 枠 連（7－8） 1，020円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 4，530円

ワ イ ド �� 700円 �� 2，530円 �� 2，370円

3 連 複 ��� 17，890円 3 連 単 ��� 85，980円

票 数

単勝票数 計 651356 的中 � 59866（5番人気）
複勝票数 計 884899 的中 � 81643（5番人気）� 118039（2番人気）� 36732（9番人気）
枠連票数 計 373480 的中 （7－8） 28169（4番人気）
馬連票数 計1800825 的中 �� 64625（7番人気）
馬単票数 計 666258 的中 �� 11030（16番人気）
ワイド票数 計 987551 的中 �� 37998（5番人気）�� 9779（32番人気）�� 10454（29番人気）
3連複票数 計2416593 的中 ��� 10127（64番人気）
3連単票数 計3101381 的中 ��� 2615（304番人気）

ハロンタイム 11．7―10．5―11．1―12．0―12．0―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．2―33．3―45．3―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．2―3F37．1
3 ・（8，12）－14（3，5）（6，13）（4，15，9，11）10，2，1，7 4 ・（8，12）－（3，5，14）－6（4，15，13）9，11，10，2，1，7

勝馬の
紹 介

�アスタースウィング �
�
父 Haynesfield �

�
母父 Wild Again デビュー 2016．11．19 東京1着

2014．5．3生 牡4栗 母 Swinging 母母 Pennant Champion 16戦4勝 賞金 59，076，000円
〔騎手変更〕 アスタースウィング号の騎手武藤雅は，負傷のため石橋脩に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アレット号・スレッジハンマー号・ボクノナオミ号・メイショウカイモン号
（非抽選馬） 7頭 ウサギノカケアシ号・コパノディール号・ソルプレーサ号・ブルームーン号・マイネルラック号・

レディーピンク号・ワンダープラヤアン号

２レース目



21023 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，000�第18回アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・直線）
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）

新潟市長賞（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 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

815 ダイメイプリンセス 牝5黒鹿54 秋山真一郎宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 502＋ 4 53．8 2．7�
48 ラブカンプー 牝3黒鹿51 M．デムーロ増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 424± 0 54．01	 5．4�
612 ナインテイルズ 牡7栗 56 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 468－ 4 54．21	 18．6�
47 レジーナフォルテ 牝4黒鹿54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 496－ 2 54．3
 9．6�
36 ラインスピリット 牡7黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440＋ 2 54．61� 21．7�
23 カラクレナイ 牝4栗 54 福永 祐一吉田 照哉氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 498－ 6 〃 アタマ 13．5�
59 � アペルトゥーラ 牡7栗 56 丸田 恭介 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 498－ 6 〃 クビ 28．5

11 アクティブミノル 牡6黒鹿56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B490＋ 6 54．81	 91．5�
713 ノットフォーマル 牝6黒鹿54 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 B468－ 2 54．9クビ 85．3�
714 レッドラウダ 牡5鹿 56 石川裕紀人 	東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B524± 0 55．0
 10．4
817 ペイシャフェリシタ 牝5黒鹿54 三浦 皇成北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 492± 0 〃 ハナ 6．3�
510 モルフェオルフェ 牝3鹿 51 江田 照男並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 430＋ 4 〃 クビ 65．7�
35 クラウンルシフェル 牡7栗 56 津村 明秀	クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B484± 0 55．1クビ 294．9�
611 クラウンアイリス 牝7栗 54 内田 博幸	クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 402－ 4 〃 クビ 287．9�
12 ダノンアイリス 牝5青鹿54 田中 勝春	ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 482－ 2 55．2
 170．1�
816 ブ ロ ワ 牝5黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 472－12 55．3
 65．5�
24  ベストマッチョ �5黒鹿56 大野 拓弥馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米

Fredericka V.
Caldwell &
Mitchel Skolnick

B482－ 2 55．83 14．4�
（17頭）

売 得 金
単勝： 271，137，400円 複勝： 298，796，700円 枠連： 177，380，300円 馬連： 780，674，300円 馬単： 313，251，000円
ワイド： 386，219，200円 3連複： 1，292，945，100円 3連単： 1，879，549，800円 5重勝： 538，110，200円 計： 5，938，064，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 200円 � 350円 枠 連（4－8） 400円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 430円 �� 800円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 20，340円

5 重 勝
対象競走：小倉10R／新潟10R／札幌11R／小倉11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 3，363，180円

票 数

単勝票数 計2711374 的中 � 793907（1番人気）
複勝票数 計2987967 的中 � 748651（1番人気）� 373066（2番人気）� 165535（7番人気）
枠連票数 計1773803 的中 （4－8） 343083（1番人気）
馬連票数 計7806743 的中 �� 588520（2番人気）
馬単票数 計3132510 的中 �� 136866（3番人気）
ワイド票数 計3862192 的中 �� 248123（3番人気）�� 122567（5番人気）�� 53363（21番人気）
3連複票数 計12929451 的中 ��� 171814（15番人気）
3連単票数 計18795498 的中 ��� 66987（42番人気）
5重勝票数 計5381102 的中 ����� 112

ハロンタイム 11．8―10．0―10．3―10．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．8―32．1―42．2

上り4F42．0－3F32．0
勝馬の
紹 介

ダイメイプリンセス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．11．7 京都9着

2013．4．9生 牝5黒鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 21戦6勝 賞金 125，926，000円
〔騎手変更〕 クラウンルシフェル号の騎手武藤雅は，負傷のため津村明秀に変更。

21024 7月29日 晴 良 （30新潟2）第2日 第12競走 ��
��1，800�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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

59 バ レ ッ テ ィ �4鹿 57 M．デムーロ �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 502＋ 21：53．3 3．2�
58 ポ ン ト ス 牡6鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか キヨタケ牧場 B470－ 21：53．4	 71．7�
22 パイルーチェ 牝4栗 55 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B466＋ 21：53．61 3．4�
815 エヴィエイション 牡3青鹿54 大野 拓弥ゴドルフィン 土田 稔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 41：53．81
 3．8�
610 ジャコバイティズム 牡6青鹿57 福永 祐一野本 巧氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 476－ 61：53．9	 12．4�
713 リョウランヒーロー 牡4黒鹿57 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 482＋ 2 〃 クビ 12．7	
611 ネ コ ワ シ 牡3鹿 54 柴田 大知桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 502－ 21：54．43 31．1

712� フッカツノノロシ 牡5黒鹿 57

55 △藤田菜七子福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 502－ 21：54．5� 59．5�
34 ロージズバード 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B528＋141：54．81� 69．0�
35 スマイルメロディー 牝4栗 55 大庭 和弥堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 430＋ 21：55．33 316．5
11 グッドヒューマー 牡4栗 57 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 裕 新冠 武田牧場 480＋ 21：55．51
 7．9�
814 アンヴァリッド 牡6栗 57 内田 博幸村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 546－ 81：55．71
 67．4�
47 � オ ケ ア ノ ス 牡6鹿 57 岩部 純二清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム B540＋ 81：56．12	 290．5�
23 ダイワチャーチル 牡5鹿 57 三浦 皇成大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B504＋ 8 〃 ハナ 97．3�
46 � クラウンホイール 牡5鹿 57

54 ▲山田 敬士矢野まり子氏 天間 昭一 新冠 土井牧場 504－121：57．16 328．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 113，053，000円 複勝： 114，759，200円 枠連： 50，311，400円
馬連： 222，491，700円 馬単： 100，572，500円 ワイド： 136，386，200円
3連複： 321，478，200円 3連単： 497，028，400円 計： 1，556，080，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 810円 � 150円 枠 連（5－5） 9，720円

馬 連 �� 12，070円 馬 単 �� 16，110円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 250円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 8，150円 3 連 単 ��� 60，770円

票 数

単勝票数 計1130530 的中 � 277038（1番人気）
複勝票数 計1147592 的中 � 231490（2番人気）� 23525（11番人気）� 241422（1番人気）
枠連票数 計 503114 的中 （5－5） 4009（20番人気）
馬連票数 計2224917 的中 �� 14276（30番人気）
馬単票数 計1005725 的中 �� 4681（43番人気）
ワイド票数 計1363862 的中 �� 11362（31番人気）�� 168662（1番人気）�� 14514（22番人気）
3連複票数 計3214782 的中 ��� 29574（25番人気）
3連単票数 計4970284 的中 ��� 5929（172番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．7―13．6―12．9―12．4―12．5―12．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―36．7―50．3―1：03．2―1：15．6―1：28．1―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ レ ッ テ ィ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．3．19 中山10着

2014．2．4生 �4鹿 母 ザ レ マ 母母 シ ェ ン ク 12戦3勝 賞金 31，950，000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 グラスレグナム号・ケイツーマルク号
（非抽選馬） 1頭 ロータスクイーン号

５レース目



（30新潟2）第2日 7月29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 168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
厩務員出走奨励金

231，530，000円
18，690，000円
1，680，000円
27，440，000円
67，803，500円
5，413，600円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
815，844，400円
1，049，580，600円
409，599，800円
1，795，569，700円
810，608，700円
1，017，299，700円
2，663，414，200円
4，003，270，000円
538，110，200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
5 重 勝
計 13，103，297，300円

総入場人員 19，378名 （有料入場人員 ）
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