
21121 9月3日 晴 良 （28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

58 ゴールドスカル 牡2栗 54
53 ☆石川裕紀人�KTレーシング 武井 亮 新ひだか 平野牧場 476± 01：55．4 8．5�

23 スペルマロン 牡2栗 54 武士沢友治西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 502＋ 4 〃 クビ 32．3�
610 パレスハングリー 牝2黒鹿54 村田 一誠西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 462－ 21：55．71� 41．8�
815 シュティーア 牝2青鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 富田 恭司 436± 01：57．08 28．6�
35 ラッキーアドバンス 牡2芦 54 石橋 脩柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 456＋ 41：57．42� 6．5�
47 クラウントゥレス 牡2鹿 54 内田 博幸�クラウン 牧 光二 日高 クラウン日高牧場 462＋ 61：57．72 11．3	
22 マイネルバローネ 牡2青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 浦河 宮内牧場 482＋101：57．8クビ 7．0

59 エーブインブレム 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 446－ 61：58．11� 82．4�
814 ロードミュートス 牡2栗 54 戸崎 圭太 �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 474＋ 61：58．2� 3．0�
34 ラブアンドブレーブ 牡2栗 54 宮崎 北斗 スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B438＋ 81：58．4� 246．7�
46 エゾグレイン 牡2黒鹿54 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 浦河 富田牧場 474＋ 41：59．14 51．9�
713 シュウチョウ 牡2鹿 54 大野 拓弥ケンレーシング組合 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 472＋122：01．6大差 4．5�
611 パンプキンカート 牡2黒鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 谷原 義明 浦河 猿橋 義昭 488－122：05．1大差 212．5�
712 ガイディングスター 牡2栗 54

51 ▲菊沢 一樹内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 450－ 62：09．5大差 194．0�
11 ソウルドラキュラ 牡2栗 54

52 △木幡 初也 スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム B416－ 42：13．3大差 117．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，878，200円 複勝： 31，827，000円 枠連： 12，266，900円
馬連： 48，284，600円 馬単： 25，902，000円 ワイド： 28，039，700円
3連複： 64，274，200円 3連単： 83，424，900円 計： 316，897，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 300円 � 760円 � 1，210円 枠 連（2－5） 2，270円

馬 連 �� 15，130円 馬 単 �� 24，650円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 4，500円 �� 13，950円

3 連 複 ��� 82，400円 3 連 単 ��� 357，880円

票 数

単勝票数 計 228782 的中 � 22757（5番人気）
複勝票数 計 318270 的中 � 31536（5番人気）� 10476（7番人気）� 6316（10番人気）
枠連票数 計 122669 的中 （2－5） 4179（11番人気）
馬連票数 計 482846 的中 �� 2472（32番人気）
馬単票数 計 259020 的中 �� 788（57番人気）
ワイド票数 計 280397 的中 �� 2673（24番人気）�� 1608（38番人気）�� 513（62番人気）
3連複票数 計 642742 的中 ��� 585（122番人気）
3連単票数 計 834249 的中 ��� 169（603番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．6―13．5―12．9―13．0―13．0―12．6―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．4―49．9―1：02．8―1：15．8―1：28．8―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―3F39．6
1
3
8，15，10，12（3，14）2－（1，13）－6－4（5，9）－7－11
8（15，3）（10，5）（14，13）2，7－6－4－9－12＝（1，11）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールドスカル �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Woodman デビュー 2016．7．31 札幌5着

2014．4．20生 牡2栗 母 イリジスタブル 母母 Alabama Nana 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 シュティーア号の騎手津村明秀は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番・5番）
〔その他〕 シュティーア号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュウチョウ号・パンプキンカート号・ガイディングスター号・ソウルドラキュラ号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月3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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヨーコアスカ号
（非抽選馬） 5頭 サンタンパ号・シバクサ号・ショウナンライデン号・ペルビスワンダー号・ボウソウノカゼ号

21122 9月3日 晴 良 （28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
2：03．0
1：59．8

良
良

35 ヴァンクールシルク 牡2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 544＋ 62：03．1 5．5�
59 アルーフクライ 牡2鹿 54 M．デムーロ �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 446＋ 22：03．41� 2．1�
612 ムーンザムーン 牝2鹿 54 蛯名 正義林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 452± 0 〃 クビ 5．4�
36 サ ッ チ ン 牝2鹿 54 内田 博幸由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 426－ 42：03．71� 24．4�
816 ウ ォ ー ブ ル 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 458± 02：03．8� 240．3�
24 シ ン デ ン 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 B464－ 4 〃 クビ 11．1	
47 マイネルエフォート 牡2鹿 54 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 22：04．11� 71．9�
11 セイユウルビー 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子松岡 正二氏 中野 栄治 新ひだか 畠山牧場 432－ 4 〃 ハナ 162．8�
12 メイスンブルーム 牝2黒鹿54 田辺 裕信梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 本巣 一敏 452＋12 〃 クビ 13．0
815 スターストラック 牡2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492＋ 62：04．2� 21．2�

611 トーホウカンタール 牡2鹿 54
53 ☆石川裕紀人東豊物産
 田中 清隆 新ひだか 山際牧場 504＋ 22：04．3� 23．5�

713 マツリダロマンス 牡2鹿 54 吉田 豊髙橋 文枝氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 22：04．72� 154．1�
23 ゴールドサンダー 牡2鹿 54 大野 拓弥上田 忠男氏 的場 均 新ひだか 沖田 博志 442± 0 〃 ハナ 401．8�
510 モ ガ ド ー ル 牝2栗 54 柴山 雄一
Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470－ 22：04．91� 81．0�
714 ゴールドコーナー 牡2栗 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 高昭牧場 484－ 62：06．07 280．7�
48 バナナボート 牡2栗 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 406－ 2 〃 クビ 206．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，934，900円 複勝： 43，720，700円 枠連： 12，689，600円
馬連： 50，117，200円 馬単： 28，415，500円 ワイド： 31，365，100円
3連複： 66，582，400円 3連単： 88，397，300円 計： 350，222，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 150円 � 110円 � 140円 枠 連（3－5） 450円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 330円 �� 560円 �� 230円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，600円

票 数

単勝票数 計 289349 的中 � 44120（3番人気）
複勝票数 計 437207 的中 � 56739（3番人気）� 164959（1番人気）� 61360（2番人気）
枠連票数 計 126896 的中 （3－5） 21817（2番人気）
馬連票数 計 501172 的中 �� 60453（2番人気）
馬単票数 計 284155 的中 �� 14359（4番人気）
ワイド票数 計 313651 的中 �� 24083（2番人気）�� 12616（5番人気）�� 39717（1番人気）
3連複票数 計 665824 的中 ��� 62896（1番人気）
3連単票数 計 883973 的中 ��� 13931（4番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．7―13．1―13．3―12．6―12．6―12．8―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―23．5―35．2―48．3―1：01．6―1：14．2―1：26．8―1：39．6―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．3
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヴァンクールシルク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Dynaformer デビュー 2016．7．17 福島5着

2014．4．24生 牡2栗 母 ル シ ル ク 母母 Queue 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 アルーフクライ号の騎手M．デムーロは，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：10番・4

番・13番・7番）
※バナナボート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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3日 晴 良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814� リアリゾンルレーヴ 牝3鹿 54 戸崎 圭太吉田 和子氏 池上 昌和 米
Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B468－ 41：12．2 1．5�
22 � ボスキャットグレイ 牡3芦 56 M．デムーロ林 正道氏 上原 博之 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten 470＋ 21：12．41� 10．1�
11 アサクササンダー 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470－101：13．67 6．0�
23 カスミポップコーン 牡3芦 56 大野 拓弥吉田 勝利氏 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 478－121：13．92 36．2�
712 ラ ブ ロ イ 	3青鹿56 田辺 裕信 M・

Kenichiホールディング� 小島 茂之 浦河 宮内牧場 466± 01：14．0
 21．5�
47 マイハーベスト 牝3鹿 54 吉田 豊西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 466＋ 6 〃 ハナ 7．4	
713 デルマジロキチ 牡3鹿 56 的場 勇人浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 448－ 21：14．1クビ 23．0

34 ア キ ツ シ マ 牡3鹿 56 田中 勝春�須野牧場 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 426＋ 81：14．31� 56．6�
59 � ナイトオブスターズ 牝3鹿 54 柴山 雄一窪田 康志氏 加藤 征弘 愛 Mr Yasushi

Kubota 468＋281：14．72� 116．8
610 シグマグレード 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也�G1レーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：14．91� 38．4�
815 ニットウマリー 牝3栗 54

53 ☆石川裕紀人藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 436－261：16．28 249．2�
35 シゲルハマチ 牡3栗 56 西田雄一郎森中 蕃氏 松永 康利 浦河 宮内牧場 462－141：16．3クビ 470．7�
611 バリアスカラーズ 牝3青 54 武士沢友治一村 哲也氏 高木 登 浦河 ガーベラパー

クスタツド 480＋ 41：16．62 225．8�
58 セ グ レ ー ト 牝3鹿 54 内田 博幸 �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 422－ 21：16．7
 145．0�
（14頭）

46 プログレスウェイ 牡3鹿 56 蛯名 正義吉野 弘司氏 金成 貴史 新冠 斉藤 安行 508＋12 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，950，800円 複勝： 100，609，700円 枠連： 13，507，800円
馬連： 42，327，600円 馬単： 31，702，800円 ワイド： 28，050，800円
3連複： 51，897，800円 3連単： 89，354，800円 計： 385，402，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（2－8） 560円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 240円 �� 190円 �� 620円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，390円

票 数

単勝票数 差引計 279508（返還計 9407） 的中 � 148260（1番人気）
複勝票数 差引計1006097（返還計 17441） 的中 � 780996（1番人気）� 40514（4番人気）� 46939（2番人気）
枠連票数 差引計 135078（返還計 1383） 的中 （2－8） 18619（3番人気）
馬連票数 差引計 423276（返還計 52368） 的中 �� 58157（3番人気）
馬単票数 差引計 317028（返還計 38677） 的中 �� 32185（3番人気）
ワイド票数 差引計 280508（返還計 35077） 的中 �� 30733（3番人気）�� 43850（1番人気）�� 9320（7番人気）
3連複票数 差引計 518978（返還計124226） 的中 ��� 47673（2番人気）
3連単票数 差引計 893548（返還計214235） 的中 ��� 27017（4番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．7―12．3―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．7―35．4―47．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リアリゾンルレーヴ �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Dehere デビュー 2015．9．19 中山12着

2013．3．25生 牝3鹿 母 Arrested Dreams 母母 Moment to Buy 9戦1勝 賞金 13，100，000円
〔競走除外〕 プログレスウェイ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シゲルハマチ号・バリアスカラーズ号・セグレート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成28年10月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シルバーゲイル号・ドミネイトアゲン号・ブラウンキャビア号

21124 9月3日 晴 良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

58 キングドラゴン 牡3鹿 56 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B514－ 61：54．8 3．3�
11 フッカツノノロシ 牡3黒鹿 56

54 △木幡 初也福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 486－ 21：54．9� 4．4�
610 スリーミュージアム 牡3鹿 56

53 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 B412－ 41：55．53� 12．8�
22 ア オ テ ン 牡3鹿 56 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 尾関 知人 新冠 村上 欽哉 B468－ 61：55．6� 2．7�
814 サ フ ァ リ 牡3鹿 56 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 546＋ 41：56．02� 16．7�
47 サムライフォンテン 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B468－ 21：57．27 158．7	
35 バ ン タ ム 牡3鹿 56 田辺 裕信竹森 幹雄氏 竹内 正洋 浦河 辻 牧場 464－ 4 〃 ハナ 100．6

59 サインズストーム 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 516＋ 2 〃 ハナ 28．2�
712 サンデリアーナ 牝3鹿 54 内田 博幸海谷 幸司氏 高橋 義博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 01：58．15 13．4
34 シゲルムツゴロウ 牡3黒鹿56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 坂本 智広 438＋ 21：58．52� 46．3�
23 テ ア ニ ン 牝3鹿 54 大野 拓弥スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 494＋ 41：58．82 187．4�
611 ショウザイシンホー 牡3黒鹿56 柴山 雄一小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 504－ 81：59．0� 67．5�
46 ヒロインボーイ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎�東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 472＋ 2 〃 ハナ 21．5�
713 ネイチャーハート 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 沼田 照秋 490－ 21：59．42� 118．8�
815 ダイワオッズ 牡3栗 56 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 456－ 62：00．67 133．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，038，800円 複勝： 33，706，500円 枠連： 13，219，500円
馬連： 51，444，500円 馬単： 29，318，800円 ワイド： 33，442，200円
3連複： 72，621，300円 3連単： 99，941，700円 計： 360，733，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 170円 � 310円 枠 連（1－5） 610円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，150円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 11，600円

票 数

単勝票数 計 270388 的中 � 64283（2番人気）
複勝票数 計 337065 的中 � 55816（3番人気）� 55881（2番人気）� 23004（5番人気）
枠連票数 計 132195 的中 （1－5） 16600（3番人気）
馬連票数 計 514445 的中 �� 54361（3番人気）
馬単票数 計 293188 的中 �� 19008（3番人気）
ワイド票数 計 334422 的中 �� 24576（3番人気）�� 7035（13番人気）�� 9246（9番人気）
3連複票数 計 726213 的中 ��� 15446（11番人気）
3連単票数 計 999417 的中 ��� 6241（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．9―50．7―1：03．9―1：16．4―1：29．6―1：42．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．4
1
3
9，4（2，3，6，13）10，15，8－14，7，1，12，5－11・（9，4）（2，6，14）（10，1，12）8－（3，13）11（5，7）－15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キングドラゴン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．6．27 東京5着

2013．4．18生 牡3鹿 母 グランパドドゥ 母母 スターバレリーナ 12戦1勝 賞金 14，380，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワオッズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月3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 クリノリーズ号・ショウナンマハロ号・ブラックスナイパー号・マイネルリーブラ号・レスプランドール号



21125 9月3日 晴 良 （28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

817 コーラルプリンセス 牝2芦 54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 500 ―1：22．5 6．2�
714 フィールザサンダー 牡2鹿 54 大野 拓弥櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 428 ―1：22．6� 9．9�
713 タックボーイ 牡2鹿 54 丹内 祐次 �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 428 ―1：22．81� 38．4�
48 バブルウィズジョイ 牝2芦 54 M．デムーロ �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 482 ―1：22．9� 2．2�
818 デルマオフクロサン 牝2黒鹿54 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 442 ―1：23．11 72．9�
24 スマイルプリティ 牝2鹿 54 柴田 善臣臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 464 ―1：23．31� 65．6	
59 ヒデサンレガシー 牡2黒鹿54 畑端 省吾井之口二三雄氏 服部 利之 浦河 富田牧場 B460 ― 〃 ハナ 162．0

35 プ リ ク ル 牝2栗 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 468 ― 〃 クビ 91．8�
612 タイセイエピローグ 牡2栗 54 石橋 脩田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 下屋敷 登

喜夫 468 ―1：23．4� 5．6�
23 アンジェーヌ 牡2黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 イワミ牧場 436 ―1：23．72 23．4
36 サクセスイースター 牡2鹿 54 木幡 初広 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 468 ―1：23．91� 35．1�
12 チ ェ ス 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也諸岡 慶氏 久保田貴士 日高 北田 剛 448 ―1：24．21� 48．3�
510 ネコプリンセス 牝2黒鹿54 武士沢友治桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 高瀬牧場 426 ―1：24．52 73．1�
11 エスタシオン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 博憲 浦河 ガーベラパー

クスタツド 456 ―1：24．71 11．7�
715 サ ノ リ ュ ウ 牡2鹿 54 田辺 裕信佐野 信幸氏 堀井 雅広 浦河 鎌田 正嗣 474 ―1：24．91� 91．4�
47 ホウロクダマ 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 536 ―1：25．11� 53．1�

611 オーシャンケリー 牝2鹿 54 蛯名 正義高橋 佑吉氏 中川 公成 浦河 地興牧場 442 ―1：26．48 73．1�
816 ウインクリーヴ 牡2栗 54 津村 明秀�ウイン 田中 剛 浦河 市川牧場 484 ―1：26．72 275．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，407，200円 複勝： 33，088，900円 枠連： 16，545，500円
馬連： 51，367，200円 馬単： 28，589，600円 ワイド： 30，180，800円
3連複： 62，894，600円 3連単： 84，304，200円 計： 339，378，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 270円 � 770円 枠 連（7－8） 1，330円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，840円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 25，600円 3 連 単 ��� 101，360円

票 数

単勝票数 計 324072 的中 � 43212（3番人気）
複勝票数 計 330889 的中 � 48821（3番人気）� 32989（4番人気）� 9247（8番人気）
枠連票数 計 165455 的中 （7－8） 9601（5番人気）
馬連票数 計 513672 的中 �� 15394（8番人気）
馬単票数 計 285896 的中 �� 4265（16番人気）
ワイド票数 計 301808 的中 �� 8561（8番人気）�� 2691（25番人気）�� 2559（26番人気）
3連複票数 計 628946 的中 ��� 1842（66番人気）
3連単票数 計 843042 的中 ��� 603（247番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．6―11．8―12．4―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―34．5―46．3―58．7―1：10．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．2
3 7，18，6，13（8，14）（17，12）4（1，5，2）3－（9，10）15－16－11 4 7，18（6，13）14（8，17，12）4（1，5，2）3－（9，10）－15－16－11

勝馬の
紹 介

コーラルプリンセス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2014．4．25生 牝2芦 母 ホーリーブラウン 母母 アニーブラウン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21126 9月3日 晴 良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

35 ゴールドエフォート 牝3栗 54 M．デムーロ �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 444－ 41：36．4 4．6�

713 テンオールゲッター 牡3栗 56 西田雄一郎天白 泰司氏 中野 栄治 新冠 カミイスタット 452＋10 〃 ハナ 289．1�
59 ドラゴンテリー 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 446－ 41：36．5� 1．8�
11 クィーンビー 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子�和田牧場 和田 正道 新冠 対馬 正 472－ 21：36．6� 70．7�
47 パステルモーブ 牝3鹿 54 津村 明秀榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 456＋ 61：36．7� 29．1�
715 ハリウッドクイーン 牝3鹿 54 蛯名 正義飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 490± 0 〃 クビ 4．6	
816 ストーリーライター 牝3鹿 54

52 △木幡 初也スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 坂本 智広 446－ 2 〃 クビ 41．9

24 ギャラクシーセレブ 牝3鹿 54 内田 博幸松村 真司氏 加藤 征弘 新冠 スカイビーチステーブル 462＋ 61：36．8クビ 14．2�
23 グースベリー 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 大竹 正博 新ひだか 木村 秀則 504＋16 〃 クビ 19．8�
818 シカイリョーコー 牡3青鹿56 宮崎 北斗田上 雅春氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 21：36．9� 147．0
714 ウインフィロソフィ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 408± 01：37．0クビ 37．5�
817 ア カ デ ミ ア 牡3黒鹿56 吉田 豊池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 504－121：37．1� 37．5�
612 スカイステージ 牡3黒鹿56 石橋 脩佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 464＋ 4 〃 アタマ 282．6�
48 ヤシマスマイル 牝3栗 54 柴山 雄一毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 428＋141：37．41� 362．9�
611 レインボーユーカリ 牡3黒鹿56 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 日高 白井牧場 470－ 4 〃 クビ 78．1�
36 ゴールドミライ 牝3鹿 54

52 △伴 啓太 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 460＋ 61：37．5� 234．4�
12 エンパイアソウル 牝3鹿 54 村田 一誠�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 三石川上牧場 470＋ 61：37．71 124．2�
510 ミドリノイブキ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也諸岡 慶氏 中野 栄治 日高 北田 剛 504＋141：38．87 255．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，712，900円 複勝： 49，980，500円 枠連： 16，296，200円
馬連： 60，958，900円 馬単： 37，271，000円 ワイド： 33，878，500円
3連複： 79，371，500円 3連単： 126，487，800円 計： 433，957，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 150円 � 4，160円 � 110円 枠 連（3－7） 1，250円

馬 連 �� 104，280円 馬 単 �� 122，060円

ワ イ ド �� 18，610円 �� 190円 �� 9，280円

3 連 複 ��� 35，160円 3 連 単 ��� 290，200円

票 数

単勝票数 計 297129 的中 � 50984（3番人気）
複勝票数 計 499805 的中 � 57402（2番人気）� 1024（17番人気）� 284406（1番人気）
枠連票数 計 162962 的中 （3－7） 10030（4番人気）
馬連票数 計 609589 的中 �� 453（71番人気）
馬単票数 計 372710 的中 �� 229（118番人気）
ワイド票数 計 338785 的中 �� 385（74番人気）�� 61350（1番人気）�� 775（54番人気）
3連複票数 計 793715 的中 ��� 1693（72番人気）
3連単票数 計1264878 的中 ��� 316（495番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―13．2―12．4―11．7―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．3―49．5―1：01．9―1：13．6―1：24．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドエフォート �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．9．5 新潟4着

2013．3．1生 牝3栗 母 トゥルーゴールド 母母 キャッチザゴールド 10戦1勝 賞金 11，570，000円
〔制裁〕 テンオールゲッター号の騎手西田雄一郎は，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：15番）
※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 ウインクロノス号・ティーハウス号・ドクタースマート号・ワイドチキチータ号



21127 9月3日 晴 良 （28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 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

510 メープルパール 牝3栗 54
51 ▲木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 424＋ 4 55．5 3．4�

47 ハクシンヴィーナス 牝3鹿 54
51 ▲藤田菜七子新井原 博氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 432＋ 4 55．6� 18．5�

23 トーホウエース 牡3栗 56 戸崎 圭太東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 488＋ 2 〃 ハナ 4．8�
612 クインズジュエリー 牝3鹿 54 西田雄一郎飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 438＋ 8 55．7� 8．4�
817 キョウエイアムール 牝3栗 54

52 △伴 啓太田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 藤沢牧場 406－ 2 〃 クビ 5．0	
611 スエツムハナ 牝3栗 54 大野 拓弥内田 玄祥氏 松山 将樹 日高 田端牧場 464＋10 55．8クビ 20．8

714 サンマルメーカー 牡3鹿 56 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 B496± 0 56．01� 132．0�
818 カシノクロエ 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人柏木 務氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ
アーム 462＋ 6 〃 ハナ 8．5�

816 フォルテミニョン 牝3鹿 54 田中 勝春�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 458＋10 〃 クビ 49．2
12 ルナマティーノ 牝3鹿 54 柴山 雄一赤沼 秀典氏 二ノ宮敬宇 浦河 大北牧場 458－ 8 56．21� 20．2�
36 シャンテヴィーヴァ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹 �社台レースホース勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472－ 4 56．41� 25．8�

11 フェイクプロミス 牡3黒鹿 56
54 △木幡 初也山上 和良氏 菊川 正達 清水 小野瀬 竜馬 490＋ 2 56．72 144．6�

713 ス ー リ ー ズ 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 日高 天羽 禮治 454＋ 2 56．8� 16．4�
59 ルクレツィア 牝3鹿 54 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 日高 中前牧場 416－ 4 〃 ハナ 93．4�
48 ローズポップ 牝3黒鹿54 的場 勇人�髙昭牧場 的場 均 浦河 磯野牧場 402－12 56．9� 301．0�
24 アルファミルキー 牝3鹿 54 武士沢友治�貴悦 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 436± 0 57．0� 365．5�
715 ドウザンブルー 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎伊藤 健志氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 428 ― 57．1� 51．7�
35 エーレンガート 牝3鹿 54 丹内 祐次 H.H．シェイク・モハメド 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416－ 8 〃 ハナ 226．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 29，837，500円 複勝： 39，697，400円 枠連： 23，330，800円
馬連： 73，385，400円 馬単： 32，637，900円 ワイド： 39，813，400円
3連複： 101，733，900円 3連単： 118，151，200円 計： 458，587，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 520円 � 190円 枠 連（4－5） 4，320円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 6，340円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 490円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 40，750円

票 数

単勝票数 計 298375 的中 � 68296（1番人気）
複勝票数 計 396974 的中 � 82270（1番人気）� 14434（9番人気）� 57318（3番人気）
枠連票数 計 233308 的中 （4－5） 4176（17番人気）
馬連票数 計 733854 的中 �� 15855（13番人気）
馬単票数 計 326379 的中 �� 3855（23番人気）
ワイド票数 計 398134 的中 �� 7930（14番人気）�� 22692（2番人気）�� 4577（25番人気）
3連複票数 計1017339 的中 ��� 11346（20番人気）
3連単票数 計1181512 的中 ��� 2102（122番人気）

ハロンタイム 12．2―10．2―10．7―10．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．4―33．1―43．3

上り4F43．3－3F33．1
勝馬の
紹 介

メープルパール �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 スピードワールド デビュー 2015．7．4 福島13着

2013．4．4生 牝3栗 母 ハニーカラー 母母 スピードエアロ 8戦1勝 賞金 10，050，000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。
（非抽選馬） 2頭 クリスタルガーデン号・ロッツオブラブ号

21128 9月3日 晴 良 （28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

611 プリンシアコメータ 牝3黒鹿52 津村 明秀芳川 貴行氏 矢野 英一 新冠 ベルモント
ファーム B462± 01：52．7 4．9�

35 コウセイマユヒメ 牝5鹿 55
52 ▲菊沢 一樹杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 460± 01：52．8� 56．9�

814� レーヌドオリエント 牝4鹿 55 戸崎 圭太�G1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 492± 01：53．22� 2．3�

11 ス ク ラ ッ タ 牝3黒鹿 52
50 △伴 啓太吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 392＋ 41：53．3� 37．5�

712 コパノビジン 牝3鹿 52
49 ▲木幡 巧也小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B452＋ 21：53．51	 5．8�

713 エグランティエ 牝4栗 55 内田 博幸	ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 430± 01：53．6� 6．3

22 ニシノプレシャス 牝4栗 55 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 448＋ 21：53．7� 21．0�
58 ピントゥリッキオ 牝3鹿 52 大野 拓弥大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 458＋ 61：53．91� 37．8�
815 シゲルシチフクジン 牝4黒鹿55 柴田 善臣森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430＋ 21：54．32� 303．1
59 � バードオンアスク 牝5鹿 55 蛯名 正義戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 490＋101：55．15 66．9�
34 アイルーロス 牝3黒鹿52 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 450＋ 41：55．41� 66．6�
610� クリノチョモラーリ 牝6栗 55

52 ▲藤田菜七子栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 488－ 41：55．61	 132．6�
46 ブライトガーランド 牝3栗 52

50 △木幡 初也下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 480－ 21：56．23� 8．6�
47 ディオーサシチー 牝6鹿 55

54 ☆石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 476± 01：56．83� 133．5�
23 カナラズカナラズ 牝4鹿 55 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 日の出牧場 458－ 21：57．54 108．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，670，500円 複勝： 42，708，600円 枠連： 21，080，800円
馬連： 71，467，100円 馬単： 37，573，100円 ワイド： 39，680，700円
3連複： 91，395，600円 3連単： 136，303，700円 計： 469，880，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 630円 � 120円 枠 連（3－6） 6，450円

馬 連 �� 12，890円 馬 単 �� 20，470円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 290円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 7，380円 3 連 単 ��� 72，930円

票 数

単勝票数 計 296705 的中 � 47883（2番人気）
複勝票数 計 427086 的中 � 66950（2番人気）� 10751（9番人気）� 124916（1番人気）
枠連票数 計 210808 的中 （3－6） 2531（18番人気）
馬連票数 計 714671 的中 �� 4296（27番人気）
馬単票数 計 375731 的中 �� 1376（45番人気）
ワイド票数 計 396807 的中 �� 3194（27番人気）�� 40675（2番人気）�� 5184（17番人気）
3連複票数 計 913956 的中 ��� 9288（20番人気）
3連単票数 計1363037 的中 ��� 1355（192番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―36．3―49．6―1：01．9―1：14．3―1：27．5―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3
7，11（6，14）4，5，12，3－（9，13）15－8（2，10）－1
7（6，11）（5，12，14）15（8，13）（3，9）（4，2）（1，10）

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

勝馬の
紹 介

プリンシアコメータ �
�
父 スパイキュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2015．10．25 東京7着

2013．3．7生 牝3黒鹿 母 ベルモントフェリス 母母 マ チ ス 9戦2勝 賞金 19，200，000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 レッドフレンジー号



21129 9月3日 晴 良 （28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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

36 コスモジャーベ 牡3黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 466－ 22：14．5 4．7�
715 マコトギンスバーグ 牡4鹿 57 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 8 〃 クビ 7．2�
35 ヒメタチバナ 牝3黒鹿52 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 464＋ 22：14．71 9．1�
612 ストーリーセラー 牡5鹿 57 石川裕紀人 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 526－ 22：14．91� 118．8�
24 キュリオスティー 牝5鹿 55 石橋 脩 �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 446－ 2 〃 クビ 28．2	
611 ジュンファイトクン 牡4栗 57 蛯名 正義河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 456＋10 〃 ハナ 10．4

510 バンダムザブラッド 牡3黒鹿54 武士沢友治山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 470＋ 22：15．0	 33．1�
713 エバーシャルマン 牝4黒鹿55 M．デムーロ宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 474－ 22：15．1	 3．1�
47 コスモツケマ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新冠 タニグチ牧場 474－ 2 〃 アタマ 150．7
818 トモジャハリーフ 牡3黒鹿54 大野 拓弥吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 456－ 2 〃 アタマ 34．0�
59 シャイニーリーヴァ 牡6鹿 57 木幡 巧也小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 472－ 8 〃 クビ 30．6�
48 ド ン チ ャ ブ 牡3鹿 54 内田 博幸古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 上村 清志 476± 02：15．2	 23．5�
714 キャプテンロブロイ 牡3青鹿54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 アタマ 7．8�
817 カ ド バ ン 牝3栗 52 嘉藤 貴行芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B436± 02：15．3クビ 435．2�
23 エヴァンジル 牝4黒鹿55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 奥山 博 468－ 42：15．83 38．3�
11 グランシャリオ 牡4栗 57 柴山 雄一村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 46．2�
12 テ ン カ イ チ 牡6鹿 57 大庭 和弥大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム B456－ 42：16．22	 226．0�
816 カ ー ニ バ ル 牡3栗 54 田中 勝春石川 達絵氏 戸田 博文 新ひだか 畠山牧場 454＋ 8 （競走中止） 59．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，910，200円 複勝： 55，679，600円 枠連： 35，804，100円
馬連： 99，895，900円 馬単： 42，331，900円 ワイド： 52，491，700円
3連複： 125，439，800円 3連単： 157，614，700円 計： 605，167，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 190円 � 230円 枠 連（3－7） 280円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 550円 �� 580円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 14，160円

票 数

単勝票数 計 359102 的中 � 60725（2番人気）
複勝票数 計 556796 的中 � 94905（2番人気）� 75143（3番人気）� 57449（4番人気）
枠連票数 計 358041 的中 （3－7） 96146（1番人気）
馬連票数 計 998959 的中 �� 49211（4番人気）
馬単票数 計 423319 的中 �� 11206（7番人気）
ワイド票数 計 524917 的中 �� 25046（4番人気）�� 23681（5番人気）�� 14644（9番人気）
3連複票数 計1254398 的中 ��� 30792（7番人気）
3連単票数 計1576147 的中 ��� 8068（22番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．1―36．0―48．8―1：02．2―1：14．9―1：27．4―1：39．2―1：51．1―2：02．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモジャーベ �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 モルフェデスペクタ デビュー 2015．9．6 新潟6着

2013．2．6生 牡3黒鹿 母 モルフェキイ 母母 ハセノグッドダンス 13戦2勝 賞金 30，100，000円
〔競走中止〕 カーニバル号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シンキングダンサー号
（非抽選馬） 2頭 キンノツル号・ゴルディオン号

21130 9月3日 晴 良 （28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 336，000円 96，000円 48，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

813 トーセンデューク 牡5鹿 57 内田 博幸島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 450－ 21：45．4 4．1�
712 ダイワスキャンプ �4鹿 57 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 430＋ 21：45．72 12．3�
33 リ ノ リ オ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 510＋ 2 〃 ハナ 18．4�
58 ロッカフェスタ 牡4青鹿57 M．デムーロ �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 アタマ 3．3	
22 ラインハーディー 牝5栗 55 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 494－ 61：45．8クビ 8．5

11 アースプレイ 牝5青鹿55 伊藤 工真松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 460－ 41：45．9	 20．9�
57 シルクブルックリン 牡7黒鹿57 柴田 善臣 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 558＋ 41：46．0
 81．3�
610 プランスシャルマン 牡3栗 54 田辺 裕信村野 康司氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 3．1
69 ロンギングゴールド 牡6黒鹿57 吉田 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 468－ 41：46．32 35．9�
711 エリーフェアリー 牝5鹿 55 木幡 巧也谷川 正純氏 谷原 義明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B498＋ 41：46．4クビ 285．9�
46 スワンボート 牡6鹿 57 岩部 純二田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 462－ 21：46．82	 407．8�
34 ロングシャドウ 牡6青鹿57 田中 勝春飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 514＋10 〃 ハナ 92．9�
45 ヤマトダイアンサス 牝6栃栗55 柴山 雄一みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 504＋ 41：47．75 53．1�
814 スマートルピナス 牝6鹿 55 石川裕紀人大久保典義氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 474－ 81：49．5大差 58．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，853，400円 複勝： 63，866，600円 枠連： 23，860，500円
馬連： 128，855，400円 馬単： 57，627，600円 ワイド： 59，477，900円
3連複： 155，490，700円 3連単： 234，221，100円 計： 770，253，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 300円 � 490円 枠 連（7－8） 1，980円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，270円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 13，020円 3 連 単 ��� 52，730円

票 数

単勝票数 計 468534 的中 � 90805（3番人気）
複勝票数 計 638666 的中 � 126855（2番人気）� 52299（5番人気）� 27699（7番人気）
枠連票数 計 238605 的中 （7－8） 9328（9番人気）
馬連票数 計1288554 的中 �� 42803（9番人気）
馬単票数 計 576276 的中 �� 11712（15番人気）
ワイド票数 計 594779 的中 �� 19202（9番人気）�� 12056（16番人気）�� 6039（24番人気）
3連複票数 計1554907 的中 ��� 8956（39番人気）
3連単票数 計2342211 的中 ��� 3220（159番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―11．7―11．9―12．1―12．1―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―34．8―46．5―58．4―1：10．5―1：22．6―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．9
3 5（4，11）－2，10（8，3，13）－6，12，1－7－9－14 4 ・（5，11）4，2（10，13）8，3－（6，12）1－7－9－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンデューク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fairy King デビュー 2014．1．12 京都3着

2011．3．5生 牡5鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet 15戦4勝 賞金 57，371，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートルピナス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月3日まで平地

競走に出走できない。



21131 9月3日 晴 良 （28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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

33 クラウンロゼ 牝6鹿 55 田辺 裕信矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 504＋ 41：33．7 49．6�
89 ネオスターダム 牡4黒鹿57 内田 博幸一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 ハナ 3．9�
88 ペルソナリテ 牝3鹿 53 津村 明秀 �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 412＋ 81：33．91� 17．8�
22 ロ ス カ ボ ス 牡3黒鹿55 M．デムーロ吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 494＋ 41：34．0	 5．6�
77 ボンジュールココロ 牝6鹿 55 蛯名 正義田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 480＋ 41：34．1
 21．2�
55 アーバンキッド 牡3鹿 55 戸崎 圭太 	サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：34．31� 1．8

44 ライブリシュネル 牡6鹿 57 吉田 豊加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 岡田スタツド 480－ 6 〃 ハナ 210．7�
11 マラムデール 牝5栗 55 石川裕紀人 	サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：34．51
 9．1�
66 ベ ル ラ ッ プ 牡4鹿 57 横山 典弘 	サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 508－ 41：35．13
 28．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 78，279，700円 複勝： 114，930，400円 枠連： 30，911，100円
馬連： 172，642，700円 馬単： 113，879，300円 ワイド： 76，140，800円
3連複： 210，679，100円 3連単： 562，124，000円 計： 1，359，587，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，960円 複 勝 � 1，570円 � 260円 � 610円 枠 連（3－8） 6，660円

馬 連 �� 9，800円 馬 単 �� 31，050円

ワ イ ド �� 2，480円 �� 4，590円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 27，930円 3 連 単 ��� 295，960円

票 数

単勝票数 計 782797 的中 � 12608（8番人気）
複勝票数 計1149304 的中 � 16922（8番人気）� 134766（2番人気）� 47437（6番人気）
枠連票数 計 309111 的中 （3－8） 3594（16番人気）
馬連票数 計1726427 的中 �� 13641（20番人気）
馬単票数 計1138793 的中 �� 2750（44番人気）
ワイド票数 計 761408 的中 �� 7815（21番人気）�� 4172（27番人気）�� 19985（10番人気）
3連複票数 計2106791 的中 ��� 5657（46番人気）
3連単票数 計5621240 的中 ��� 1377（304番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．2―36．5―48．6―1：00．2―1：11．6―1：22．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．5
3 3－（1，6）（5，9）8，7，4－2 4 3－（1，6）（5，9）（7，8）4－2

勝馬の
紹 介

クラウンロゼ �
�
父 ロ サ ー ド �

�
母父 ヒシアケボノ デビュー 2012．11．24 東京1着

2010．3．18生 牝6鹿 母 ヒ シ ア ス カ 母母 ヒシカデイーナ 22戦4勝 賞金 82，118，000円

21132 9月3日 晴 良 （28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

815 ウサギノカケアシ 牡4芦 57 武士沢友治桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 大滝 康晴 494＋ 21：12．4 10．5�
610 タイガーヴォーグ 牡3鹿 55

52 ▲野中悠太郎千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 478＋ 2 〃 クビ 16．7�
58 チェイスダウン 牡3鹿 55 蛯名 正義畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 474＋ 61：12．5クビ 3．8�
23 アルマククナ 牝3鹿 53 津村 明秀コウトミックレーシング 中舘 英二 浦河 大西ファーム 430± 01：12．71 135．5�
35 クワドループル 牡4黒鹿57 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 41：12．8� 2．5�
46 � レッドアフレイム 牡4鹿 57 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 448＋ 2 〃 ハナ 4．9	
713 ペイシャオトメ 牝3鹿 53 吉田 豊北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 B468± 01：13．01� 56．6

712 ラピッドライズ 牝3青鹿53 石橋 脩下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484－ 81：13．1	 18．6�
11 ギ ン ゴ ー 牡3鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 474＋ 4 〃 ハナ 14．2
611 ロックフォール 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B438＋ 61：13．95 84．7�
59 ビッグプレゼンター 牡7鹿 57 小野寺祐太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 486－ 21：14．32� 217．3�
34 � クラウンプルートゥ 
6黒鹿 57

55 △木幡 初也矢野 恭裕氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 458－ 21：14．4クビ 155．1�

814 サ マ ニ ー 牡3青鹿 55
53 △伴 啓太井上 一郎氏 伊藤 大士 様似 中脇 一幸 B500＋121：14．5� 37．2�

47 コスモアリエス 牡3鹿 55 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 450＋10 〃 アタマ 246．6�

22 ロマンティックサン 牡3栗 55
54 ☆石川裕紀人岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 金石牧場 482＋101：14．71� 20．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，755，400円 複勝： 73，549，900円 枠連： 38，609，000円
馬連： 159，123，400円 馬単： 73，712，400円 ワイド： 84，579，000円
3連複： 212，750，500円 3連単： 333，483，100円 計： 1，039，562，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 240円 � 320円 � 150円 枠 連（6－8） 3，740円

馬 連 �� 7，610円 馬 単 �� 14，550円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 500円 �� 890円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 65，380円

票 数

単勝票数 計 637554 的中 � 48384（4番人気）
複勝票数 計 735499 的中 � 74904（4番人気）� 48924（5番人気）� 161269（1番人気）
枠連票数 計 386090 的中 （6－8） 7995（16番人気）
馬連票数 計1591234 的中 �� 16205（24番人気）
馬単票数 計 737124 的中 �� 3799（44番人気）
ワイド票数 計 845790 的中 �� 10106（24番人気）�� 46108（4番人気）�� 24081（9番人気）
3連複票数 計2127505 的中 ��� 21068（26番人気）
3連単票数 計3334831 的中 ��� 3698（200番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―12．6―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．1―47．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウサギノカケアシ �
�
父 アサクサデンエン �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．12．21 中山5着

2012．2．5生 牡4芦 母 ベガフライト 母母 エスフライト 23戦3勝 賞金 33，590，000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 トウショウデュエル号
（非抽選馬） 1頭 ヒメスズラン号



（28新潟2）第11日 9月3日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 185頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

180，570，000円
3，800，000円
10，900，000円
1，370，000円
18，440，000円
69，948，000円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
453，229，500円
683，365，800円
258，121，800円
1，009，869，900円
538，961，900円
537，140，600円
1，295，131，400円
2，113，808，500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 6，889，629，400円

総入場人員 11，035名 （有料入場人員 9，373名）
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