
21109 8月30日 小雨 不良 （27新潟2）第10日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

46 ワンパーセント 牡2栗 54 松岡 正海島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 456－ 61：11．8 10．8�

22 シ ェ ア ー ド 牡2鹿 54 木幡 初広伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 448＋ 4 〃 クビ 4．9�
23 ルグランシェクル 牡2黒鹿54 内田 博幸藤田 岳彦氏 斎藤 誠 日高 木村牧場 B442＋ 21：12．97 3．2�
47 ニシノグリーディ 牝2鹿 54 左海 誠二西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 426－ 41：13．22 39．8�

（船橋）

610 アーバンスター 牡2鹿 54 柴田 善臣保坂 和孝氏 池上 昌弘 平取 中川 隆 470＋ 21：13．3� 58．6�
815 ミ ス テ リ オ 牡2鹿 54 武士沢友治山本 武司氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 454＋ 4 〃 ハナ 13．8	
59 オーシャンビュー 牡2鹿 54 西田雄一郎冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新冠 八木 明広 428＋ 4 〃 クビ 6．9

611 コスモコレクション 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 452＋ 81：13．51� 9．8�
11 ロトクレドール 牝2栗 54 吉田 隼人國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 456－ 61：13．71� 106．2
814 ス イ シ ン 牝2黒鹿54 北村 宏司重松 國建氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 434＋ 61：13．8	 7．6�
35 コパノリクエスト 牡2鹿 54 吉田 豊小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 540± 01：14．0	 29．6�
712 イエスアイゲット 牝2黒鹿54 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋ 41：14．95 86．5�
58 フジワンエンジェル 牝2鹿 54 勝浦 正樹�富士開発 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 456＋ 6 〃 ハナ 34．5�
713 シゲルナガイワシ 牡2栗 54

52 △石川裕紀人森中 蕃氏 小野 次郎 日高 船越牧場 450＋ 4 〃 クビ 82．5�
34 タ レ イ ア 牝2鹿 54 宮崎 北斗畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 酒井 秀紀 448－ 61：15．53� 139．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，070，300円 複勝： 30，859，100円 枠連： 15，986，500円
馬連： 57，005，800円 馬単： 30，230，100円 ワイド： 29，851，500円
3連複： 73，164，300円 3連単： 94，894，000円 計： 357，061，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 260円 � 190円 � 140円 枠 連（2－4） 880円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 720円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 22，450円

票 数

単勝票数 計 250703 的中 � 19559（6番人気）
複勝票数 計 308591 的中 � 24773（7番人気）� 40148（2番人気）� 67536（1番人気）
枠連票数 計 159865 的中 （2－4） 13948（3番人気）
馬連票数 計 570058 的中 �� 14253（14番人気）
馬単票数 計 302301 的中 �� 3195（30番人気）
ワイド票数 計 298515 的中 �� 7051（14番人気）�� 10284（8番人気）�� 24814（1番人気）
3連複票数 計 731643 的中 ��� 19880（3番人気）
3連単票数 計 948940 的中 ��� 3064（54番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．4―11．9―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンパーセント �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．18 福島7着

2013．5．9生 牡2栗 母 スペシャライズ 母母 スペシャルアラート 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ルグランシェクル号の騎手内田博幸は，発走後の御法（鞭の使用）について過怠金50，000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。
（非当選馬） 4頭 アルセナーレ号・エヴァンジェリン号・コントロールタワー号・トキメキアイナ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21110 8月30日 小雨 稍重 （27新潟2）第10日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走10時40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
55．4
55．4

良
良

713 プリンセスオーラ 牝2鹿 54 田中 勝春大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 426＋ 4 56．6 3．8�
11 フレンドソング 牝2黒鹿54 北村 宏司戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 406－ 8 57．13 2．9�
815 オレデヨケレバ 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎�ミルファーム 伊藤 正徳 むかわ ヤマイチ牧場 440＋ 2 〃 ハナ 6．9�
24 プレシャスエース 牡2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 4 57．2� 40．3�
510 ニ コ ラ シ カ 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 434－ 6 〃 ハナ 46．0�
36 オレンジガール 牝2鹿 54 村田 一誠樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 406－ 4 〃 クビ 50．6	
816 ラルブルドヴィ 牝2芦 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 454－ 4 57．41� 32．7

612 コットンパール 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也�ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 438＋12 〃 ハナ 58．7�
12 ジャマイカムーン 牡2鹿 54 吉田 隼人 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 408－ 4 57．5クビ 53．1�
35 ピンポイントガール 牝2鹿 54 左海 誠二平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 388＋ 2 57．81� 230．9

（船橋）

714 アンデスコンドル 牡2鹿 54 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 浦河 谷川牧場 472± 0 〃 ハナ 11．4�
47 ブラスリング 牝2芦 54

52 △石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 418± 0 58．01� 21．5�

48 トドロキボサツ 牝2鹿 54 吉田 豊原田昭太郎氏 古賀 史生 青森 長谷地 義正 414＋ 2 58．31� 124．4�
611 ミザントロープ 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太古賀 慎一氏 谷原 義明 新ひだか 西村 和夫 B410＋ 8 58．4� 377．5�
23 パームハート 牡2鹿 54 武士沢友治 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 486＋12 58．61� 336．0�
59 モンマルトル 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 438± 0 58．81� 6．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，518，900円 複勝： 33，804，300円 枠連： 16，572，200円
馬連： 55，561，500円 馬単： 31，800，800円 ワイド： 31，208，300円
3連複： 80，206，900円 3連単： 110，080，900円 計： 383，753，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 130円 � 190円 枠 連（1－7） 590円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 410円 �� 510円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 9，750円

票 数

単勝票数 計 245189 的中 � 54214（2番人気）
複勝票数 計 338043 的中 � 43058（3番人気）� 83254（1番人気）� 39151（4番人気）
枠連票数 計 165722 的中 （1－7） 21434（1番人気）
馬連票数 計 555615 的中 �� 45343（2番人気）
馬単票数 計 318008 的中 �� 15438（2番人気）
ワイド票数 計 312083 的中 �� 20151（2番人気）�� 15462（5番人気）�� 14895（6番人気）
3連複票数 計 802069 的中 ��� 28557（3番人気）
3連単票数 計1100809 的中 ��� 8184（10番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．2―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―33．8―44．6

上り4F44．4－3F34．0
勝馬の
紹 介

プリンセスオーラ �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 イーグルカフェ デビュー 2015．8．2 新潟7着

2013．2．27生 牝2鹿 母 アランフェスロマン 母母 オオシマフヨウ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

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10日



21111 8月30日 小雨 不良 （27新潟2）第10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 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

713 エッケザックス 牡3鹿 56 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－ 21：51．2 3．5�
59 レイニングバイオ 牡3鹿 56 田辺 裕信バイオ� 牧 光二 新冠 川島牧場 B458± 01：53．0大差 9．5�
814 ク ピ ド 牡3鹿 56 江田 照男�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 454－ 21：53．42� 18．5�
712 コスモカンプ 牡3鹿 56 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 B488＋10 〃 ハナ 2．6�
34 クリールランペイジ 牡3鹿 56 津村 明秀横山 修二氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 466＋ 21：54．25 6．6	
22 キョウワデューク 牡3栗 56 石橋 脩�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 480± 0 〃 ハナ 304．2

23 トウショウチャート 牡3栗 56 吉田 豊トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか 鳥谷 勝彦 416－ 41：54．3� 41．7�
11 クリノダイシャリン 牡3栗 56 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 佐藤 信広 486－ 2 〃 アタマ 110．9�
47 エアアタック 牡3鹿 56 内田 博幸 �ラッキーフィールド堀 宣行 安平 ノーザンファーム 544 ―1：54．62 14．9
46 フランクジョイ 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎坂本 万夫氏 尾形 充弘 新冠 村上 欽哉 482± 0 〃 ハナ 137．4�
35 カ ヴ ァ ッ ロ 牡3鹿 56 左海 誠二小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム B478± 01：55．77 65．3�

（船橋）

815 フェスタジュニーナ 牡3鹿 56 田中 勝春 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 488＋ 21：56．65 108．6�
610 モ ン セ ラ ー 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 512－ 21：57．02� 14．5�
58 トゥーハーツシチー 牡3鹿 56

54 △石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 下河辺牧場 B500＋14 〃 ハナ 95．1�
611 モノクロームシチー 牡3芦 56 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 446－121：57．1� 15．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，302，500円 複勝： 34，871，700円 枠連： 15，945，800円
馬連： 52，588，000円 馬単： 28，574，300円 ワイド： 27，848，800円
3連複： 68，569，200円 3連単： 95，754，900円 計： 348，455，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 200円 � 290円 � 350円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 710円 �� 930円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 24，470円

票 数

単勝票数 計 243025 的中 � 54028（2番人気）
複勝票数 計 348717 的中 � 52841（2番人気）� 29478（4番人気）� 23298（6番人気）
枠連票数 計 159458 的中 （5－7） 18131（4番人気）
馬連票数 計 525880 的中 �� 21412（7番人気）
馬単票数 計 285743 的中 �� 7307（10番人気）
ワイド票数 計 278488 的中 �� 10365（7番人気）�� 7702（9番人気）�� 5081（16番人気）
3連複票数 計 685692 的中 ��� 7231（22番人気）
3連単票数 計 957549 的中 ��� 2836（76番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．3―12．8―12．5―12．6―12．7―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．3―49．1―1：01．6―1：14．2―1：26．9―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
9，2（10，12）（1，15）13，6，8（3，4，11）－5，14－7
9，2（13，12）10（1，6）（4，3）14（7，15）5－8－11

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

勝馬の
紹 介

エッケザックス �
�
父 デュランダル �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2014．8．3 新潟5着

2012．5．9生 牡3鹿 母 リーチマイハーバー 母母 Rezagante 11戦1勝 賞金 12，150，000円
〔その他〕 トゥーハーツシチー号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェスタジュニーナ号・モンセラー号・モノクロームシチー号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成27年9月30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。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンフライハイ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21112 8月30日 小雨 不良 （27新潟2）第10日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

712 モンサンナシーラ 牡3栗 56 田辺 裕信山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 伊藤 敏明 B506＋ 41：11．6 9．3�
815 ゴールドエッグ 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 478＋ 21：11．7� 2．7�
34 タケショウビクター 牡3黒鹿56 石橋 脩�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 486－ 21：12．12� 3．3�
59 ハードアスリート 牡3鹿 56 西田雄一郎齋藤 宏明氏 萱野 浩二 新冠 平山牧場 488± 01：12．42 73．7�
46 ブレイブトーラス 牡3芦 56

53 ▲木幡 初也石山 嘉七氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム B476＋ 61：12．5� 22．2�
814 ニシノフクオトコ 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 468－ 41：12．6クビ 30．9	
713 アンジュデトワール 牝3鹿 54 大野 拓弥 �シルクレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 458± 0 〃 クビ 30．0

35 アメリカンマッスル 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太市川 義美氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 516－141：12．7� 26．3�
610 アポロフリューゲル 牡3栗 56 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新ひだか へいはた牧場 470＋ 61：12．8� 13．2�
58 メ ビ ウ ス 牝3栗 54 的場 勇人�髙昭牧場 的場 均 浦河 高昭牧場 B474＋ 21：13．01� 178．7
23 スプリングアース 牡3鹿 56

54 △石川裕紀人加藤 春夫氏 堀 宣行 浦河 辻 牧場 454± 0 〃 クビ 12．1�
11 マ ン グ ジ 牡3黒鹿56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 41：13．21 6．6�
611 カワキタカスタマー 牡3栗 56 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 新ひだか 藤原牧場 502＋101：13．73 414．4�
47 サンアソシエ 牝3鹿 54 左海 誠二安原 浩司氏 高橋 文雅 新冠 カミイスタット 440± 01：14．01� 256．4�

（船橋）

22 スイートホーム 牝3黒鹿54 吉田 豊 �三石川上牧場 粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 494－ 21：14．31� 117．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，237，800円 複勝： 39，058，300円 枠連： 15，998，900円
馬連： 59，027，400円 馬単： 30，365，900円 ワイド： 31，840，600円
3連複： 77，138，300円 3連単： 103，191，800円 計： 384，859，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 200円 � 140円 � 140円 枠 連（7－8） 750円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 430円 �� 450円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 9，710円

票 数

単勝票数 計 282378 的中 � 24041（4番人気）
複勝票数 計 390583 的中 � 42147（4番人気）� 76463（1番人気）� 75893（2番人気）
枠連票数 計 159989 的中 （7－8） 16401（2番人気）
馬連票数 計 590274 的中 �� 36539（3番人気）
馬単票数 計 303659 的中 �� 8272（9番人気）
ワイド票数 計 318406 的中 �� 18058（2番人気）�� 16933（3番人気）�� 34968（1番人気）
3連複票数 計 771383 的中 ��� 41646（2番人気）
3連単票数 計1031918 的中 ��� 7698（13番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―12．3―11．7―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンサンナシーラ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．1．17 中山3着

2012．4．2生 牡3栗 母 バックアタック 母母 ビッグハート 9戦1勝 賞金 11，280，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シゲルユカタマツリ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



21113 8月30日 小雨 稍重 （27新潟2）第10日 第5競走 ��1，200�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
1：08．7
1：07．8

良
良

36 アンナトルテ 牝2鹿 54 北村 宏司 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 奥村 武 浦河 富菜牧場 468 ―1：11．0 1．5�

611 スピードムテキ 牝2鹿 54 津村 明秀遠藤 良一氏 和田 雄二 新ひだか カタオカフアーム 432 ― 〃 クビ 28．5�
12 ストーミングスカイ 牝2黒鹿54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444 ―1：11．1クビ 34．0�
59 ペイルブルードット 牝2栗 54 嘉藤 貴行飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：11．2� 19．2�
510 シングンガガ 牝2黒鹿54 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 458 ―1：11．3� 16．7�
47 フェアリーランド 牝2栗 54 西田雄一郎	ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 434 ―1：11．4� 99．4

817 ジ ュ リ ア ス 牡2黒鹿54 田中 勝春池田 草龍氏 高橋 祥泰 新冠 上井農場 450 ― 〃 同着 11．3�
35 ジ イ サ マ 牡2栗 54

51 ▲伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 470 ―1：11．72 31．7�
714 スガノランバダ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人菅原 光博氏 田村 康仁 日高 若林 武雄 438 ―1：11．9� 24．5
715 エバーチェンジング 牡2鹿 54 左海 誠二今 秀幸氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 450 ―1：12．0� 184．0�

（船橋）

713 ウ ィ ン デ ィ 牡2鹿 54 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 442 ―1：12．1� 18．3�

11 セレナオーキッド 牝2黒鹿54 江田 照男島川 利子氏 田中 剛 新冠 パカパカ
ファーム 442 ―1：12．31� 10．0�

24 サクラブチャン 牝2黒鹿54 二本柳 壮田頭 勇貴氏 柄崎 孝 むかわ 真壁 信一 406 ―1：12．4� 191．4�
23 ゴールドフィルド 牡2鹿 54 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 浦河 チェスナット

ファーム 428 ―1：12．82� 144．5�
48 シゲルヒラマサ 牡2芦 54 松岡 正海森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 458 ―1：13．01� 61．4�
612 ムツミツドイテ 牝2鹿 54 村田 一誠江川 伸夫氏 石栗 龍彦 様似 清水スタッド 418 ―1：14．27 183．3�
816 サノノカガヤキ 牡2鹿 54 丸山 元気ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 476 ―1：14．51� 155．0�
818 コウユーエニシ 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 364 ―1：15．77 136．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，395，400円 複勝： 41，358，800円 枠連： 20，801，000円
馬連： 53，229，500円 馬単： 38，461，100円 ワイド： 30，174，700円
3連複： 72，250，300円 3連単： 112，075，200円 計： 406，746，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 440円 � 430円 枠 連（3－6） 1，440円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 870円 �� 850円 �� 5，080円

3 連 複 ��� 10，040円 3 連 単 ��� 25，950円

票 数

単勝票数 計 383954 的中 � 204134（1番人気）
複勝票数 計 413588 的中 � 224225（1番人気）� 12108（9番人気）� 12404（8番人気）
枠連票数 計 208010 的中 （3－6） 11142（5番人気）
馬連票数 計 532295 的中 �� 24209（7番人気）
馬単票数 計 384611 的中 �� 15127（7番人気）
ワイド票数 計 301747 的中 �� 9082（8番人気）�� 9355（7番人気）�� 1455（52番人気）
3連複票数 計 722503 的中 ��� 5392（33番人気）
3連単票数 計1120752 的中 ��� 3131（76番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―11．9―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．8―46．7―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．2
3 1，11－（4，9）－（2，5）14（7，17）（6，10）－3（13，15，8）12＝（18，16） 4 1，11－（4，9）（2，5）14－（7，17）6，10－（3，15，8）－13－12＝（18，16）

勝馬の
紹 介

アンナトルテ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ブラックホーク 初出走

2013．3．21生 牝2鹿 母 クーヴェルチュール 母母 ヒカリクリスタル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウユーエニシ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月30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 ウィリアムボーイ号・ダイチラディウス号・トーレクン号・マリノジュエリー号・ラズールリッキー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21114 8月30日 小雨 稍重 （27新潟2）第10日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13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

35 レインオーバー �4青鹿57 石橋 脩 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム B444± 02：01．4 21．7�
12 コアプライド 牡3鹿 54 藤岡 康太前田 幸治氏 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500－ 2 〃 ハナ 6．8�
23 マイネルイルミナル 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 464＋ 62：01．5� 12．6�
47 ナイアガラモンロー 牝3鹿 52 内田 博幸塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 496－ 22：01．81� 2．8�
24 キネオダンサー 牝4鹿 55 吉田 隼人吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 476± 02：02．01	 3．8�
48 リボントリコロール 牝5芦 55

53 △石川裕紀人 �グリーンファーム菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 440＋ 22：02．21	 11．6	
36 ネルトスグアサ 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 458＋ 22：02．3
 37．1

612 ランドントウォーク 牡4青鹿57 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B486＋ 22：02．62 316．0�
816 シンキングロージス 牡3黒鹿54 北村 宏司佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 472＋142：02．7
 5．2�
818 ウインステージ 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也�ウイン 池上 昌和 新冠 コスモヴューファーム 386－ 22：03．02 190．3
59 マリーズラン 牝3鹿 52 二本柳 壮冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 464＋ 22：03．1
 192．7�
817 エスターブレ 牝5栗 55 江田 照男草野 仁氏 池上 昌和 新ひだか 千代田牧場 B472＋ 82：03．2
 91．8�
11 ル サ ル カ 牝3黒鹿 52

49 ▲野中悠太郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 上村 清志 426－122：03．3� 223．2�

510 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57 西田雄一郎大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社
大原ファーム 450－ 4 〃 クビ 106．0�

611 レッドムーヴ 牝5鹿 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 458＋ 22：03．83 159．5�
713 カノンブルー 牝3鹿 52 勝浦 正樹 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 442＋ 82：03．9� 56．2�
715 サニーゴールド 牡3青鹿54 大野 拓弥堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 500－ 22：04．11
 188．1�
714� スペシャルリッチ 牡5青鹿57 左海 誠二宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 502＋ 42：04．3� 221．5�

（船橋）

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，312，700円 複勝： 41，023，700円 枠連： 19，720，900円
馬連： 64，083，100円 馬単： 33，534，500円 ワイド： 35，125，000円
3連複： 80，426，100円 3連単： 116，332，400円 計： 416，558，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 620円 � 330円 � 320円 枠 連（1－3） 4，400円

馬 連 �� 6，720円 馬 単 �� 17，050円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 2，910円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 18，460円 3 連 単 ��� 132，400円

票 数

単勝票数 計 263127 的中 � 9687（7番人気）
複勝票数 計 410237 的中 � 15959（7番人気）� 34104（5番人気）� 35152（4番人気）
枠連票数 計 197209 的中 （1－3） 3466（14番人気）
馬連票数 計 640831 的中 �� 7390（19番人気）
馬単票数 計 335345 的中 �� 1475（47番人気）
ワイド票数 計 351250 的中 �� 4336（20番人気）�� 3070（26番人気）�� 6678（15番人気）
3連複票数 計 804261 的中 ��� 3267（47番人気）
3連単票数 計1163324 的中 ��� 637（320番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．2―12．5―13．4―13．1―12．1―11．3―10．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―36．7―49．2―1：02．6―1：15．7―1：27．8―1：39．1―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．6
3 7，3（2，17）（5，16）（1，4，13，18）9（8，12，15）（11，14）（6，10） 4 7，3（2，17）（5，16）（1，4，13，18）15（8，9，12）10（6，11，14）

勝馬の
紹 介

レインオーバー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．23 東京11着

2011．3．7生 �4青鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ 11戦2勝 賞金 12，100，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



21115 8月30日 小雨 稍重 （27新潟2）第10日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時30分 （芝・左・外）
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

44 ポーラメソッド 牡4芦 57 西田雄一郎 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 504± 01：47．0 28．8�
56 デルフィーノ 牝4青鹿55 内田 博幸 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 456－ 61：47．53 1．4�
813 ダークファンタジー 牡4栗 57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 566－ 4 〃 クビ 8．0�
710� マリーナベイ 牡4青鹿57 柴田 善臣保坂 和孝氏 池上 昌和 豪

Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

B488－ 41：47．6クビ 47．5�
68 セレナビアンカ 牝4鹿 55 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 442＋ 21：47．7	 67．5	
812 ウインスラッガー 牡6栗 57 大野 拓弥�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 526＋ 6 〃 クビ 22．0

57 レッドグルック 牡4鹿 57

55 △石川裕紀人 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム B486＋ 21：48．12	 11．9�
33 ニシノオタケビ 牡3鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466－101：48．41
 7．2�
45 ココスタイル 牡3芦 54 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B516－ 61：48．61	 48．3
69 プレミアステイタス 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 484－ 41：49．13 17．7�
11 イ デ ィ ル 牝3鹿 52 嘉藤 貴行�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 21：49．41
 218．5�
22 キャンディーハウス 牝3黒鹿52 村田 一誠前田 葉子氏 中舘 英二 新冠 株式会社

ノースヒルズ B472＋ 2 〃 クビ 139．3�
711� テイエムテンリュウ 牡4芦 57

54 ▲伴 啓太竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 496＋ 21：49．71
 327．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，208，400円 複勝： 103，728，900円 枠連： 18，872，000円
馬連： 69，006，600円 馬単： 50，881，600円 ワイド： 36，762，700円
3連複： 83，429，900円 3連単： 191，450，400円 計： 584，340，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 370円 � 110円 � 180円 枠 連（4－5） 1，300円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 8，710円

ワ イ ド �� 670円 �� 2，560円 �� 280円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 50，860円

票 数

単勝票数 計 302084 的中 � 8368（7番人気）
複勝票数 計1037289 的中 � 15533（7番人気）� 804570（1番人気）� 43013（2番人気）
枠連票数 計 188720 的中 （4－5） 11196（5番人気）
馬連票数 計 690066 的中 �� 26315（6番人気）
馬単票数 計 508816 的中 �� 4380（21番人気）
ワイド票数 計 367627 的中 �� 13532（6番人気）�� 3235（24番人気）�� 39264（2番人気）
3連複票数 計 834299 的中 ��� 16375（12番人気）
3連単票数 計1914504 的中 ��� 2729（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―34．8―46．7―58．7―1：10．7―1：23．0―1：34．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポーラメソッド �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2013．7．14 福島7着

2011．2．11生 牡4芦 母 タイキポーラ 母母 スターオブザノース 11戦2勝 賞金 13，900，000円
※イディル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21116 8月30日 小雨 不良 （27新潟2）第10日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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
1：09．2
1：08．7

重
重

35 ピュアノアール 牝3鹿 52
50 △石川裕紀人髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 436＋ 21：11．2 5．3�

712 レディーピンク 牝5鹿 55 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 460＋ 61：11．41 28．8�
610 スノーレパード 牝4黒鹿55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 01：11．61� 5．0�
815 オーゴンマリア 牝3栗 52 大野 拓弥永田さなえ氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 452＋ 61：11．7� 7．6�
47 プリンセスロック 牝3鹿 52 藤岡 康太吉田 和美氏 大和田 成 浦河 浦河育成牧場 474＋20 〃 クビ 24．2�
11 エンジェルビーツ 牝4栗 55 北村 宏司前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 452－ 21：11．8クビ 5．4�
611 ヨイチナデシコ 牝3鹿 52 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 490＋ 41：11．9� 25．3	
713 ツウローゼズ 牝3黒鹿52 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 452＋ 4 〃 クビ 17．2

34 ハッピーサークル 牝3黒鹿52 柴田 大知西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 490± 0 〃 ハナ 4．4�
23 � トキノセレブ 牝4鹿 55 左海 誠二田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 474－ 4 〃 ハナ 80．8�

（船橋）

59 パーティブロッサム 牝6黒鹿 55
52 ▲木幡 初也飯田 良枝氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 B486＋221：12．32� 98．3

22 コートリーラッシュ 牝4黒鹿 55
52 ▲伴 啓太広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 下屋敷牧場 454＋ 41：13．15 123．9�

814� ガ ス タ ー 牝4鹿 55 二本柳 壮渡邉 啓髙氏 武市 康男 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 430－ 41：13．31� 177．7�

46 フルーツガーデン 牝5青鹿55 丸山 元気田頭 勇貴氏 根本 康広 浦河 谷口牧場 494＋361：13．4クビ 193．8�
58 レッツサッチャー 牝4栗 55 松岡 正海大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 486＋ 81：15．010 9．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，349，500円 複勝： 48，798，500円 枠連： 23，749，500円
馬連： 85，005，300円 馬単： 40，739，000円 ワイド： 43，515，200円
3連複： 103，250，100円 3連単： 144，014，800円 計： 520，421，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 510円 � 200円 枠 連（3－7） 1，600円

馬 連 �� 9，910円 馬 単 �� 16，280円

ワ イ ド �� 2，790円 �� 670円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 14，900円 3 連 単 ��� 110，020円

票 数

単勝票数 計 313495 的中 � 47159（3番人気）
複勝票数 計 487985 的中 � 74676（1番人気）� 19721（8番人気）� 69594（4番人気）
枠連票数 計 237495 的中 （3－7） 11470（8番人気）
馬連票数 計 850053 的中 �� 6645（34番人気）
馬単票数 計 407390 的中 �� 1876（57番人気）
ワイド票数 計 435152 的中 �� 3884（36番人気）�� 17649（7番人気）�� 5272（24番人気）
3連複票数 計1032501 的中 ��� 5196（56番人気）
3連単票数 計1440148 的中 ��� 949（370番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．6―12．2―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．7―46．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピュアノアール �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2014．7．27 福島2着

2012．4．11生 牝3鹿 母 ピュアシンフォニー 母母 ピュアブラウン 6戦2勝 賞金 18，140，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 レディーピンク号の騎手武士沢友治は，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：11番・10番・

9番）
※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。
（非抽選馬） 3頭 キョウワメロディー号・ヒメスズラン号・メイスンヴィーナス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



21117 8月30日 小雨 稍重 （27新潟2）第10日 第9競走 ��
��1，600�

ご ず れ ん ぽ う

五 頭 連 峰 特 別
発走14時35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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

47 クラウンレガーロ 牡5栗 57 吉田 隼人�クラウン 天間 昭一 新冠 大栄牧場 466＋ 41：33．5 26．5�
713� ストーンウェア 牡3鹿 54 田辺 裕信吉田 照哉氏 吉田 直弘 米 Shadai Farm 454＋ 21：33．71	 5．4�
612 アドマイヤコリン 牡7青鹿57 北村 宏司近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 450＋12 〃 アタマ 47．7�
24 マンゴジェリー 牡3鹿 54 松岡 正海窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 クビ 14．6�
11 ビヨンジオール 牡3鹿 54 石橋 脩林 正道氏 的場 均 新ひだか 城地 清満 498＋ 61：33．91	 36．2�
23 クロイゼリンチャン 牝5鹿 55 江田 照男 Him Rock Racing 高橋 康之 日高 北田 剛 458＋ 21：34．22 45．1	
59 
 サンソヴール 牝4黒鹿55 丸山 元気�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 〃 アタマ 17．8

510 ラスヴェンチュラス 牝6鹿 55 内田 博幸西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 430＋ 21：34．3� 15．9�
48 マイアベーア 牡3青鹿54 武士沢友治 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 464－ 41：34．4� 7．6
36 サトノフェアリー 牝5鹿 55 左海 誠二里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452－12 〃 ハナ 62．2�

（船橋）

611 キングズオブザサン 4芦 57 大野 拓弥 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 468－ 41：34．5� 5．0�
818 ダイワエキスパート 牡3芦 54 田中 勝春大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 440＋101：34．6クビ 44．5�
714 セトノフラッパー 牝5栗 55 津村 明秀難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 466＋ 21：34．7� 52．0�
816 アサクサティアラ 牝5青鹿55 藤岡 康太田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 448－ 6 〃 クビ 4．0�
12 ヴィルジニア 牝5鹿 55 杉原 誠人�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 452＋ 61：34．91� 33．3�
715 ベストドリーム 牡4鹿 57 柴田 善臣堀口 晴男氏 谷原 義明 日高 日西牧場 478＋181：35．0クビ 12．4�
35 ミラクルラヴィ 牝5栗 55 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 472－ 21：35．21� 237．8�
817 レッドマニッシュ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 502± 01：35．41 36．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，512，300円 複勝： 67，184，000円 枠連： 35，507，000円
馬連： 127，024，100円 馬単： 53，297，100円 ワイド： 63，103，200円
3連複： 164，559，200円 3連単： 218，145，500円 計： 771，332，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 740円 � 240円 � 1，170円 枠 連（4－7） 1，310円

馬 連 �� 8，200円 馬 単 �� 19，020円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 10，780円 �� 4，700円

3 連 複 ��� 94，710円 3 連 単 ��� 547，250円

票 数

単勝票数 計 425123 的中 � 12794（9番人気）
複勝票数 計 671840 的中 � 22109（9番人気）� 87272（3番人気）� 13368（14番人気）
枠連票数 計 355070 的中 （4－7） 20957（6番人気）
馬連票数 計1270241 的中 �� 12003（27番人気）
馬単票数 計 532971 的中 �� 2101（66番人気）
ワイド票数 計 631032 的中 �� 5310（33番人気）�� 1498（106番人気）�� 3462（54番人気）
3連複票数 計1645592 的中 ��� 1303（286番人気）
3連単票数 計2181455 的中 ��� 289（1580番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．9―12．0―11．9―11．2―10．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―35．8―47．8―59．7―1：10．9―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．8
3 ・（3，7）（4，16）（8，14）（1，2，9）（6，13）（17，18）（12，15）（5，10，11） 4 ・（3，7）4（8，16）（1，14）2（6，9）13（12，17）（18，15）5，11，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クラウンレガーロ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2012．8．26 小倉1着

2010．5．6生 牡5栗 母 エクストラニュース 母母 スケアヘッドライン 15戦2勝 賞金 65，426，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エクスクライム号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21118 8月30日 小雨 稍重 （27新潟2）第10日 第10競走 ��
��1，400�

と き

朱鷺ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

714 ベステゲシェンク 牡5鹿 56 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：20．4 11．2�
11 ニシノラッシュ 牡3鹿 53 田辺 裕信西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 482＋ 61：20．61� 3．9�
816 ロサギガンティア 牡4青 56 柴田 善臣 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 532＋ 81：20．7	 6．1�
12 タガノブルグ 牡4鹿 56 吉田 隼人八木 秀之氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 6 〃 ハナ 27．8�
510 ダノンプログラマー �9青鹿57 藤岡 康太�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 472＋ 4 〃 クビ 47．3	
23 シンボリディスコ 牡5栗 56 田中 勝春シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 482－ 21：20．8	 14．0

35 アミカブルナンバー 牝6鹿 54 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 468－ 21：21．01	 73．6�
36 プリムラブルガリス 牡5鹿 56 吉田 豊吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 490＋161：21．1クビ 16．8�
24 ミ ナ レ ッ ト 牝5鹿 54 江田 照男�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 482± 0 〃 クビ 9．1
817 オ リ ー ビ ン 牡6栗 57 石橋 脩吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468－ 21：21．2	 21．0�
59 ゼ ウ ス 牡5鹿 56 柴田 大知杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 490± 0 〃 クビ 9．5�
611 クリノタカラチャン 牝5黒鹿54 村田 一誠栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 424± 0 〃 アタマ 26．4�
48 � エスメラルディーナ 牝4鹿 54 丸山 元気吉田 和美氏 斎藤 誠 米 Classic Thor-

oughbred XXIII 502 1：21．3	 44．9�
47  カハラビスティー 牝6黒鹿54 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 B514＋ 41：21．51� 72．7�
815 カ オ ス モ ス 牡5鹿 56 内田 博幸小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 502＋ 81：22．03 5．7�
713� ジャジャウマナラシ 牡3鹿 53 左海 誠二上田江吏子氏 小久保 智 新冠 堤 牧場 474± 01：22．1	 273．4�

（浦和） （船橋）

612 コウヨウアレス 牡6青鹿56 松岡 正海�谷川牧場 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 B482＋ 41：22．41� 31．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 53，426，100円 複勝： 84，804，400円 枠連： 49，905，300円
馬連： 181，944，400円 馬単： 71，318，400円 ワイド： 85，709，200円
3連複： 253，548，900円 3連単： 321，326，500円 計： 1，101，983，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 310円 � 170円 � 240円 枠 連（1－7） 2，320円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 1，060円 �� 810円

3 連 複 ��� 5，580円 3 連 単 ��� 38，370円

票 数

単勝票数 計 534261 的中 � 37854（6番人気）
複勝票数 計 848044 的中 � 60684（6番人気）� 154505（1番人気）� 89276（3番人気）
枠連票数 計 499053 的中 （1－7） 16616（11番人気）
馬連票数 計1819444 的中 �� 57594（5番人気）
馬単票数 計 713184 的中 �� 9757（15番人気）
ワイド票数 計 857092 的中 �� 21496（9番人気）�� 20587（11番人気）�� 27606（3番人気）
3連複票数 計2535489 的中 ��� 34057（7番人気）
3連単票数 計3213265 的中 ��� 6071（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―33．8―45．4―57．0―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．0
3 ・（4，8）（9，12）（1，7，15）13（5，16，17）3（11，14）2，6，10 4 ・（4，8，9）12（1，7，13，15）（5，16，17）3（2，11，14，6）－10

勝馬の
紹 介

ベステゲシェンク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Souvenir Copy デビュー 2012．11．11 東京1着

2010．4．23生 牡5鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 18戦6勝 賞金 116，276，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２レース目



21119 8月30日 曇 稍重 （27新潟2）第10日 第11競走 ��
��1，600�第35回新潟2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 30，000，000円 12，000，000円 7，500，000円 4，500，000円 3，000，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

12 ロードクエスト 牡2鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 448＋ 41：33．8 3．6�
713 ウインファビラス 牝2芦 54 松岡 正海�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 81：34．54 61．2�
47 マコトルーメン 牡2鹿 54 勝浦 正樹�ディアマント 水野 貴広 様似 出口 繁夫 472－101：34．82 23．0�
714 ペルソナリテ 牝2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 410＋10 〃 ハナ 9．7�
48 キャプテンペリー 牡2栗 54 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 462＋ 61：35．01� 39．3�
818 ヒプノティスト 牡2栗 54 柴田 善臣金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 474＋ 6 〃 クビ 5．7	
817 カミノライデン 牡2鹿 54 西田雄一郎村上 正喜氏 高市 圭二 青森 ワールドファーム 444＋ 41：35．21� 180．5

715	 ルグランフリソン 牡2鹿 54 北村 宏司前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 470－ 2 〃 クビ 6．1�
11 タニセンビクトリー 牡2鹿 54 江田 照男染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 杵臼牧場 470＋ 41：35．3クビ 14．2�
611 シ ト ロ ン 牝2鹿 54 嘉藤 貴行ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 436－ 2 〃 クビ 170．3�
510 トウショウドラフタ 牡2栗 54 吉田 豊トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 460＋ 81：35．4クビ 28．3�
35 フ ァ ド 牝2栗 54 津村 明秀森岡 幸人氏 矢野 英一 日高 浜本牧場 474－ 21：35．5
 45．5�
24 プリンシパルスター 牡2青鹿54 藤岡 康太 シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444＋101：35．71� 17．8�
23 カ ネ ノ イ ロ 牡2鹿 54 吉田 隼人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 438＋ 61：36．01
 72．9�
612 トモジャクール 牝2黒鹿54 田中 勝春吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 434± 01：36．1� 152．3�
36 ノーフォロワー 牡2鹿 54 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 460＋ 21：36．95 216．2�
816 ウインミレーユ 牝2黒鹿54 内田 博幸�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 4 〃 アタマ 6．6�
59 エ ポ ッ ク 牡2黒鹿54 石橋 脩吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 500＋ 21：37．22 105．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 194，293，900円 複勝： 206，486，400円 枠連： 147，399，300円 馬連： 574，048，900円 馬単： 255，723，800円
ワイド： 215，496，400円 3連複： 799，780，300円 3連単： 1，285，536，100円 5重勝： 590，424，700円 計： 4，269，189，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 930円 � 490円 枠 連（1－7） 550円

馬 連 �� 13，130円 馬 単 �� 17，300円

ワ イ ド �� 3，480円 �� 1，300円 �� 9，760円

3 連 複 ��� 56，400円 3 連 単 ��� 261，060円

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

キャリーオーバー なし����� 6，666，080円

票 数

単勝票数 計1942939 的中 � 456710（1番人気）
複勝票数 計2064864 的中 � 366540（1番人気）� 48303（12番人気）� 100043（8番人気）
枠連票数 計1473993 的中 （1－7） 204202（2番人気）
馬連票数 計5740489 的中 �� 33867（40番人気）
馬単票数 計2557238 的中 �� 11085（61番人気）
ワイド票数 計2154964 的中 �� 15827（41番人気）�� 44082（13番人気）�� 5572（78番人気）
3連複票数 計7997803 的中 ��� 10635（156番人気）
3連単票数 計12855361 的中 ��� 3570（745番人気）
5重勝票数 計5904247 的中 ����� 62

ハロンタイム 12．5―11．0―11．9―12．2―12．3―11．9―10．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．4―47．6―59．9―1：11．8―1：22．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．9
3 15（9，16）5（6，13）（4，8，14）（10，11，12，18）1（3，17）7，2 4 15（5，9，16）（4，6，13）（10，8，14）（11，12，18）1（3，17）（2，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードクエスト �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2015．6．7 東京1着

2013．3．6生 牡2鹿 母 マツリダワルツ 母母 ユキノワルツ 2戦2勝 賞金 37，630，000円

21120 8月30日 曇 不良 （27新潟2）第10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

46 マンドレイク 牡5黒鹿 57
54 ▲伴 啓太�ターフ・スポート小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 490± 01：11．5 7．7�

815� サウスキング 牡4黒鹿57 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 484＋ 6 〃 クビ 6．6�
58 アルノルフィーニ 牡3鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 440－ 61：11．6クビ 29．8�
34 ハリケーンリリー 	4鹿 57 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 浦河 木村牧場 504＋141：11．81
 28．5�
814 カシノスティーヴ 牡4栗 57 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 508＋ 8 〃 ハナ 7．3�
610 ドラゴンビューティ 牡5鹿 57 丸山 元気 	アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 504－ 8 〃 クビ 14．0

22 ペリーホワイト 牡4芦 57 吉田 隼人西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 468＋ 21：12．01 27．3�
11 コンドルヒデオ 牡3鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 492－ 21：12．1
 4．3�
713 バ ー ニ ー ズ 牡5栗 57 津村 明秀村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 488－ 41：12．2
 28．1
47 ニシノイナズマ 牡4芦 57 北村 宏司西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 484＋ 21：12．3
 14．3�
23 � クアトロマエストロ 牡4栗 57

54 ▲木幡 初也木村 直樹氏 和田 雄二 新ひだか 土田農場 524－141：12．4
 50．6�
712� ウインオーラム 牡6栗 57

55 △石川裕紀人	ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 B510± 0 〃 ハナ 4．9�
611 ダイメイリシャール 牡4栗 57 江田 照男宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 490＋ 21：12．72 28．2�
35 ヒカリピオニー 牡3栗 54 藤岡 康太	ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 前川 義則 494－ 21：13．01� 17．0�
59 レガリアシチー 牡5鹿 57

54 ▲野中悠太郎 	友駿ホースクラブ 根本 康広 日高 下河辺牧場 532＋261：13．74 287．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 71，696，300円 複勝： 95，323，800円 枠連： 59，696，400円
馬連： 199，873，900円 馬単： 85，268，700円 ワイド： 102，567，500円
3連複： 268，734，900円 3連単： 393，372，300円 計： 1，276，533，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 240円 � 580円 枠 連（4－8） 1，170円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 8，020円

ワ イ ド �� 1，430円 �� 2，480円 �� 3，760円

3 連 複 ��� 30，700円 3 連 単 ��� 153，820円

票 数

単勝票数 計 716963 的中 � 74266（5番人気）
複勝票数 計 953238 的中 � 100321（4番人気）� 115830（3番人気）� 36914（9番人気）
枠連票数 計 596964 的中 （4－8） 39240（5番人気）
馬連票数 計1998739 的中 �� 38662（14番人気）
馬単票数 計 852687 的中 �� 7971（29番人気）
ワイド票数 計1025675 的中 �� 18829（14番人気）�� 10622（30番人気）�� 6936（54番人気）
3連複票数 計2687349 的中 ��� 6564（126番人気）
3連単票数 計3933723 的中 ��� 1854（593番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．5―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．6―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マンドレイク �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2012．6．17 阪神4着

2010．3．30生 牡5黒鹿 母 ドリームライフ 母母 フオーワンスンマイライフ 25戦3勝 賞金 35，350，000円
〔制裁〕 カシノスティーヴ号の騎手西田雄一郎は，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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジュエルアラモード号
（非抽選馬） 4頭 アンジェリー号・ジャイアントアイ号・ドリームメモリー号・プロファウンド号

５レース目



（27新潟2）第10日 8月30日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 193頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

234，400，000円
10，760，000円
1，980，000円
21，430，000円
73，361，000円
5，324，000円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
590，324，100円
827，301，900円
440，154，800円
1，578，398，500円
750，195，300円
733，203，100円
2，125，058，400円
3，186，174，800円
590，424，700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 10，821，235，600円

総入場人員 13，803名 （有料入場人員 11，533名）
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