
21097 8月27日 曇 良 （28新潟2）第9日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時05分 （芝・左・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

713 ジュンヴァリアス 牡2鹿 54 福永 祐一河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 438＋ 61：49．1 1．8�
715 マイネルベレーロ 牡2栗 54 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 41：49．52� 12．8�
816 ウインガナドル 牡2黒鹿54 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 452－ 41：49．71� 5．8�
23 プーカローズ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 日高 中前牧場 424± 01：49．8クビ 8．2�
818 メガミノキセキ 牝2黒鹿54 武士沢友治落合 幸弘氏 矢野 英一 様似 中村 俊紀 B466－ 21：50．01� 133．4	
714 ル ド ベ キ ア 牝2栗 54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 武市 康男 浦河 中村 雅明 440＋ 4 〃 アタマ 17．6

12 ニーマルサンデー 牡2青鹿54 吉田 豊板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 468－ 2 〃 ハナ 40．4�
612 シゲルタイガー 牡2鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 81：50．1	 11．6�
47 コスモワンエイティ 牡2鹿 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 2 〃 クビ 151．4
24 ファンシーアモン 牝2鹿 54

52 △木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 470－ 61：50．2� 59．7�
59 ヒマラヤパルプンテ 牡2黒鹿 54

52 △伴 啓太辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 井高牧場 492± 01：50．51	 37．1�
36 ルリカラクサ 牝2黒鹿54 江田 照男藤沼 利夫氏 小野 次郎 浦河 カナイシスタッド 466＋ 21：50．71� 250．6�
510 バ ガ ー チ 牡2鹿 54 田中 勝春金山 敏也氏 土田 稔 新ひだか 久米 和夫 446－ 6 〃 アタマ 315．5�
817 セ イ ソ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 392－ 21：50．8� 82．5�
611 スグスキシッパイ 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 430± 0 〃 クビ 62．1�
11 ゴールドサンダー 牡2鹿 54 柴山 雄一上田 忠男氏 的場 均 新ひだか 沖田 博志 B442－ 41：51．22 312．2�
35 マスカレードシチー 牡2青鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 470＋ 21：51．3	 64．8�
48 ブラックモトヒメ 牝2黒鹿54 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 442－ 61：52．57 267．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 24，361，000円 複勝： 42，966，700円 枠連： 13，614，100円
馬連： 48，476，800円 馬単： 29，742，500円 ワイド： 30，326，600円
3連複： 69，798，800円 3連単： 94，312，300円 計： 353，598，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 130円 枠 連（7－7） 470円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 460円 �� 300円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 6，690円

票 数

単勝票数 計 243610 的中 � 108996（1番人気）
複勝票数 計 429667 的中 � 165686（1番人気）� 24731（6番人気）� 79425（2番人気）
枠連票数 計 136141 的中 （7－7） 22201（2番人気）
馬連票数 計 484768 的中 �� 35470（4番人気）
馬単票数 計 297425 的中 �� 15637（4番人気）
ワイド票数 計 303266 的中 �� 16744（5番人気）�� 28401（2番人気）�� 6337（12番人気）
3連複票数 計 697988 的中 ��� 26584（6番人気）
3連単票数 計 943123 的中 ��� 10207（11番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．2―13．1―13．1―12．5―11．7―10．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．5―49．6―1：02．7―1：15．2―1：26．9―1：37．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュンヴァリアス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．6．5 東京3着

2014．4．7生 牡2鹿 母 ゴッドビラブドミー 母母 ゴッドインチーフ 3戦1勝 賞金 9，200，000円

21098 8月27日 曇 良 （28新潟2）第9日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時35分 （芝・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
1：07．5
1：06．5

良
良

59 プレイヤード 牡3鹿 56 福永 祐一前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B512＋ 21：09．7 3．9�
23 トーホウエース 牡3栗 56 柴田 大知東豊物産� 牧 光二 日高 竹島 幸治 486＋ 41：09．91� 6．5�
611 チェルカービレ 牝3芦 54 田辺 裕信原 �子氏 古賀 慎明 新ひだか 岡田スタツド 418－ 21：10．11� 1．6�
713 リトルスマイル 牝3鹿 54 田中 勝春藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 418－ 21：10．31� 147．3�
24 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 448＋141：10．51	 28．6�
714 レッドミュール 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋121：10．6	 21．2	
817 キューノキセキ 牡3栗 56 武士沢友治�ジェイアール 戸田 博文 日高 オリオンファーム 456＋101：10．81� 147．3�
47 クラウンネロ 牡3鹿 56 柴山 雄一�クラウン 蛯名 利弘 新冠 赤石 久夫 450－10 〃 クビ 49．8

12 キープサニーハート 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人堀口 晴男氏 蛯名 利弘 浦河 丸村村下
ファーム 464－ 21：11．01� 20．5�

11 コクリュウカフェ 牡3黒鹿 56
53 ▲木幡 巧也西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 450＋10 〃 アタマ 47．5�

36 エクセルレジェンド 牡3黒鹿 56
54 △伴 啓太谷川 正純氏 松山 将樹 新ひだか 筒井 征文 426＋ 41：11．21� 110．6

510 ヴ ィ リ ー プ 牡3黒鹿56 的場 勇人西森 鶴氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 548＋24 〃 クビ 183．9�
818 サ ン ボ ウ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 尾形 和幸 新ひだか キヨタケ牧場 B458＋ 4 〃 クビ 67．4�

35 ゴールデンアトム 牝3青鹿 54
51 ▲菊沢 一樹永井 廣司氏 勢司 和浩 新冠 隆栄牧場 406＋ 4 〃 ハナ 256．1�

715 アルコバッサ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 468－ 81：11．41� 289．9�
612 ホープトウショウ 牝3鹿 54 丸山 元気トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B442± 01：11．5クビ 110．2�
816 パラレルユニバース 牝3鹿 54 石橋 脩小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 442－ 6 〃 クビ 67．6�
48 ミ シ ェ ル 牝3栗 54 二本柳 壮スリースターズレーシング 松永 康利 新冠 長浜 秀昭 432＋181：11．6
 345．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 24，714，500円 複勝： 61，120，500円 枠連： 12，808，500円
馬連： 47，614，100円 馬単： 32，207，400円 ワイド： 27，855，500円
3連複： 69，356，200円 3連単： 109，849，900円 計： 385，526，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 110円 � 150円 � 110円 枠 連（2－5） 1，480円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 400円 �� 150円 �� 300円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 5，890円

票 数

単勝票数 計 247145 的中 � 50294（2番人気）
複勝票数 計 611205 的中 � 69089（2番人気）� 33974（3番人気）� 411786（1番人気）
枠連票数 計 128085 的中 （2－5） 6694（6番人気）
馬連票数 計 476141 的中 �� 23232（5番人気）
馬単票数 計 322074 的中 �� 8142（7番人気）
ワイド票数 計 278555 的中 �� 14219（4番人気）�� 61665（1番人気）�� 21016（2番人気）
3連複票数 計 693562 的中 ��� 80920（1番人気）
3連単票数 計1098499 的中 ��� 13517（13番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．5―46．2―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．2
3 3，9（11，18）－（7，13）（4，14）（10，16）（2，12）5（8，15）（6，17）1 4 3（9，11）18－（7，13）（4，14）16（2，10，12）（5，15，17）8，6，1

勝馬の
紹 介

プレイヤード �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Empire Maker デビュー 2016．1．17 中山6着

2013．4．6生 牡3鹿 母 コンポステラ 母母 Dreamscape 6戦1勝 賞金 6，720，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 新潟競馬 第９日



21099 8月27日 曇 稍重 （28新潟2）第9日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

814 エレクトロポップ 牡3青鹿56 柴山 雄一 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 498＋101：55．2 6．2�
611 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 488± 01：55．3� 5．2�
46 スピアザゴールド 牡3鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：55．61� 2．0�
58 ベルクオーレ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行�菅井牧場 竹内 正洋 新冠 大栄牧場 B442＋ 61：55．7� 31．7�
34 ドラゴンイモン 牡3黒鹿56 二本柳 壮井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 B468＋ 4 〃 クビ 21．7�
815 ノンシュガー 牡3芦 56 福永 祐一	G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508± 01：55．8� 13．1

23 ウインバーニング 牡3鹿 56 柴田 大知	ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 454± 0 〃 クビ 16．6�
47 ディゼトワール 牡3鹿 56 田辺 裕信丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B498± 01：56．75 8．7�
712 カルメンティス 牝3芦 54 吉田 豊	ラ・メール 田村 康仁 新冠 タニグチ牧場 466± 0 〃 クビ 61．2
59 ムーンシャイナー 牡3黒鹿 56

55 ☆石川裕紀人岡田 壮史氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 450± 01：56．8� 55．3�
22 ヤマニンスワンキー 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 518－ 41：57．01� 245．1�
35 キャバリアキング 牡3栗 56

54 △伴 啓太村木 隆氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 490＋ 61：57．74 349．2�
11 レッドスペラーレ 牡3鹿 56 宮崎 北斗 	東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 502＋ 61：58．44 43．9�
713 ディヴェルテンテ 牡3鹿 56 石橋 脩�宮内牧場 池上 昌弘 日高 神島 芳仁 472＋ 61：59．35 197．8�
610 サトノバレット �3鹿 56 武士沢友治里見 治氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 420＋ 21：59．83 211．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，938，600円 複勝： 43，069，200円 枠連： 14，585，200円
馬連： 48，669，400円 馬単： 28，851，800円 ワイド： 31，258，100円
3連複： 68，482，400円 3連単： 95，527，400円 計： 357，382，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 150円 � 110円 枠 連（6－8） 1，290円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 600円 �� 290円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 9，430円

票 数

単勝票数 計 269386 的中 � 34490（3番人気）
複勝票数 計 430692 的中 � 41766（4番人気）� 53959（2番人気）� 187093（1番人気）
枠連票数 計 145852 的中 （6－8） 8756（5番人気）
馬連票数 計 486694 的中 �� 20384（7番人気）
馬単票数 計 288518 的中 �� 6394（10番人気）
ワイド票数 計 312581 的中 �� 11391（7番人気）�� 27977（3番人気）�� 38989（1番人気）
3連複票数 計 684824 的中 ��� 48169（2番人気）
3連単票数 計 955274 的中 ��� 7340（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―37．6―51．1―1：04．1―1：16．8―1：29．7―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エレクトロポップ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Trempolino デビュー 2015．10．4 中山4着

2013．3．7生 牡3青鹿 母 ロリポップガール 母母 Icy Pop 7戦1勝 賞金 9，920，000円
〔制裁〕 ウインバーニング号の騎手柴田大知は，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30，000円。（被害馬：12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 クラウンロマン号・ショウザイシンホー号・ネイチャーハート号・ビダンシ号・プラトロッソ号

21100 8月27日 曇 良 （28新潟2）第9日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：01．4良

45 � グリーティングワン 牡6黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444＋ 43：06．5 2．5�

813� レッドサヴァージ 牡4青鹿60 金子 光希 �東京ホースレーシング 二ノ宮敬宇 浦河 大道牧場 466－ 63：07．03 4．0�
33 サンディアタッチ 牝4黒鹿58 江田 勇亮飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 464＋ 23：07．32 13．2�
610� エクセレントミノル 牡5鹿 60 山本 康志吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 480－ 43：08．57 51．3�
712 トーアヒミコ 牝3黒鹿56 大庭 和弥高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 454＋ 2 〃 ハナ 20．0�
57 � インディーズゲーム 牡8鹿 60 石神 深一薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 470－ 83：08．92� 20．0�
814� ワイルドジーク 牡5栗 60 平沢 健治ディアレストクラブ� 松永 康利 新冠 ハクツ牧場 470＋ 43：09．0� 24．1	
46 サトノバセロン 	5青鹿60 蓑島 靖典里見 治氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 512＋183：09．31
 49．4

11 タイキフロンティア 牡4黒鹿60 草野 太郎�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 470＋ 23：09．51� 28．8�
69 � トーセンアゲイン 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐島川 哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 490－ 23：09．81
 3．7�
34 ジョージジョージ 牡6栗 60 大江原 圭北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 466＋123：11．39 79．0�
58 ウエスタンニンジャ 牡5栗 60 高野 和馬西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 476＋ 83：14．6大差 56．6�
711� レースノワエ 牡4鹿 60 小野寺祐太 �ローレルレーシング 大和田 成 新冠 長浜牧場 488＋ 63：18．5大差 48．1�
22 � リネンプルーフ 	5栗 60 鈴木 慶太戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 502＋ 23：19．13� 201．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，184，800円 複勝： 18，383，900円 枠連： 11，849，100円
馬連： 34，301，500円 馬単： 21，575，400円 ワイド： 20，259，200円
3連複： 51，858，000円 3連単： 73，350，300円 計： 249，762，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 160円 � 200円 枠 連（4－8） 550円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 270円 �� 400円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 6，740円

票 数

単勝票数 計 181848 的中 � 56703（1番人気）
複勝票数 計 183839 的中 � 45227（1番人気）� 28596（3番人気）� 19188（4番人気）
枠連票数 計 118491 的中 （4－8） 16433（2番人気）
馬連票数 計 343015 的中 �� 37729（2番人気）
馬単票数 計 215754 的中 �� 13168（3番人気）
ワイド票数 計 202592 的中 �� 21531（2番人気）�� 12706（4番人気）�� 6117（6番人気）
3連複票数 計 518580 的中 ��� 20917（3番人気）
3連単票数 計 733503 的中 ��� 7879（9番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 50．8－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�グリーティングワン �
�
父 Dubai Destination �

�
母父 Sadler’s Wells

2010．4．26生 牡6黒鹿 母 サマーセレナーデ 母母 Summer Sonnet 障害：22戦1勝 賞金 22，950，000円
初出走 JRA

※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 ユアーザワン号



21101 8月27日 曇 良 （28新潟2）第9日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時25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

818 ルートディレクトリ 牡2鹿 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 500 ―1：37．0 16．2�
713 リスグラシュー 牝2黒鹿54 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 432 ― 〃 クビ 3．4�
612 ブ リ ラ ー レ 牡2栗 54 北村 宏司早野 誠氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 454 ―1：37．1クビ 9．1�
611 サンデームーティエ 牡2栗 54 岩部 純二戸部 政彦氏 谷原 義明 新ひだか 真歌伊藤牧場 434 ―1：37．52� 61．9�
714 ライトオブピース 牡2鹿 54 石橋 脩前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472 ―1：37．6� 10．5�
510 マイネルクロニクル 牡2青鹿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 ビッグレッドファーム 460 ―1：37．7� 26．3

48 ゼニステレスコープ 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 ハナ 4．9�
59 アパラチアン 牝2栗 54 大野 拓弥�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 418 ―1：37．91� 28．1
24 プティトシャンティ 牝2青鹿 54

52 △木幡 初也三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 444 ―1：38．11	 38．6�
23 マイネルハレオ 牡2栗 54 嘉藤 貴行 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 424 ―1：38．2� 78．3�
816 ローリングタワー 牡2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 416 ―1：38．41	 139．1�
12 コスモプラシデス 牡2鹿 54

52 △伴 啓太 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム 426 ― 〃 ハナ 75．2�
47 キングファースト 牡2鹿 54

53 ☆石川裕紀人平口 信行氏 相沢 郁 浦河 大柳ファーム 472 ― 〃 ハナ 10．2�
715 マ ー フ ィ ー 牡2鹿 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496 ―1：38．5� 8．8�
35 ハイランドピーク 牡2青鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 428 ― 〃 ハナ 76．2�
36 ブラウンヘルシャー 牡2鹿 54 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 新ひだか 佐竹 学 472 ―1：38．81
 149．0�
11 ヤマノブロンコ 牡2栗 54 津村 明秀澤村 敏雄氏 田中 清隆 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 452 ―1：38．9� 33．5�
817 レインボーアモーレ 牝2鹿 54 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 新ひだか 橋本牧場 448 ― 〃 クビ 52．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，324，700円 複勝： 37，890，800円 枠連： 20，278，100円
馬連： 51，628，800円 馬単： 27，630，600円 ワイド： 30，817，700円
3連複： 66，579，100円 3連単： 78，057，200円 計： 343，207，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 350円 � 140円 � 250円 枠 連（7－8） 1，170円

馬 連 �� 3，070円 馬 単 �� 7，740円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 2，420円 �� 660円

3 連 複 ��� 7，960円 3 連 単 ��� 63，800円

票 数

単勝票数 計 303247 的中 � 15790（7番人気）
複勝票数 計 378908 的中 � 21781（7番人気）� 95670（1番人気）� 33885（3番人気）
枠連票数 計 202781 的中 （7－8） 13372（4番人気）
馬連票数 計 516288 的中 �� 12996（12番人気）
馬単票数 計 276306 的中 �� 2677（32番人気）
ワイド票数 計 308177 的中 �� 6176（13番人気）�� 3155（24番人気）�� 12632（4番人気）
3連複票数 計 665791 的中 ��� 6273（21番人気）
3連単票数 計 780572 的中 ��� 887（174番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．6―13．3―12．8―11．7―10．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．5―37．1―50．4―1：03．2―1：14．9―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルートディレクトリ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2014．3．7生 牡2鹿 母 クリッピングエリア 母母 エアウイングス 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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アルジャントゥイユ号・オーシャンケリー号・サノリュウ号・サバイバルチャンス号・ジュンシュマリナイ号・

スマートエレメンツ号・ユキノレーヌ号

21102 8月27日 曇 良 （28新潟2）第9日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

715 アフェクテューズ 牡3青鹿56 田辺 裕信落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B482＋ 21：47．6 7．9�
510 ゴールドエフォート 牝3栗 54 丸山 元気 �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 448－ 21：47．91� 9．7�
59 ジェネスローズ 牝3黒鹿54 福永 祐一山口 淳子氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム B410＋ 2 〃 ハナ 4．5�
36 コスモダヴァンティ 牡3鹿 56 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 462± 01：48．11� 12．2�
817 マルターズフェスタ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B468－ 21：48．31� 16．0�
12 ファントムグレイ 牡3芦 56 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 426＋ 2 〃 アタマ 37．4	
816 フィールザオーロラ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 446± 0 〃 ハナ 2．8

48 エンジェルサイン 牡3黒鹿56 柴田 善臣窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 14．2�
713 ミュートエアー 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：48．4� 17．6�
818 スズオーフェン 牝3鹿 54 吉田 豊森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 456＋ 41：48．5� 42．6
611 ダーウィンノオシエ 牡3黒鹿 56

54 △木幡 初也福田 光博氏 加藤 和宏 日高 株式会社カ
ネツ牧場 454＋ 21：48．6� 149．8�

35 フェザースピリット 牝3青鹿54 杉原 誠人ホースアディクト加藤 和宏 新冠 ビッグレッドファーム 470± 01：48．7� 35．5�
11 レーヴドブラン 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子ライオンレースホース� 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 438＋181：48．8� 88．7�
23 ヘラルドスクエア 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人�G1レーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 400± 0 〃 同着 15．3�
714 キングスナップ 牡3栗 56

54 △伴 啓太村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 築紫 洋 462＋ 61：49．11� 322．1�
24 フレンドリーノヴァ 牡3青鹿56 江田 照男増山 武志氏 大和田 成 様似 猿倉牧場 552＋201：49．95 230．2�
47 セレナオーキッド 牝3黒鹿54 武士沢友治島川 利子氏 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 436－121：51．7大差 230．0�
612 スリーパール 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 442± 01：51．91� 329．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 26，337，200円 複勝： 38，797，400円 枠連： 18，123，600円
馬連： 60，078，600円 馬単： 29，528，900円 ワイド： 35，517，600円
3連複： 80，043，400円 3連単： 92，738，000円 計： 381，164，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 220円 � 180円 枠 連（5－7） 680円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 700円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 25，160円

票 数

単勝票数 計 263372 的中 � 26473（3番人気）
複勝票数 計 387974 的中 � 36111（4番人気）� 43912（3番人気）� 61313（2番人気）
枠連票数 計 181236 的中 （5－7） 20648（2番人気）
馬連票数 計 600786 的中 �� 16411（11番人気）
馬単票数 計 295289 的中 �� 4137（18番人気）
ワイド票数 計 355176 的中 �� 7426（13番人気）�� 13225（4番人気）�� 11472（5番人気）
3連複票数 計 800434 的中 ��� 15384（7番人気）
3連単票数 計 927380 的中 ��� 2672（48番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．7―12．2―12．4―12．3―12．0―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―35．7―47．9―1：00．3―1：12．6―1：24．6―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．0
3 6，7（4，18）（13，17）（2，10）15（1，8，12，9）（3，11，16）－（5，14） 4 6（4，7，18）（13，17）（2，10，15）（1，8，9）（12，16）（3，11）（5，14）

勝馬の
紹 介

アフェクテューズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2015．11．15 東京13着

2013．1．20生 牡3青鹿 母 オールウェイズウィリング 母母 Always Loyal 7戦1勝 賞金 6，770，000円
〔発走状況〕 フェザースピリット号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 フェザースピリット号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セレナオーキッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月27日まで平地

競走に出走できない。
スリーパール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月27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） 2頭 クィーンビー号・スコルツェッテ号
（非抽選馬） 2頭 コスモシャンティ号・シフク号



21103 8月27日 晴 良 （28新潟2）第9日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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

11 � ス ケ ロ ク 牡4栗 57 大野 拓弥サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 496－ 21：53．0 29．3�
46 ラインフェルス 牡4栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 484＋ 21：53．63� 4．3�
47 � アンリキャトル �5黒鹿57 田辺 裕信村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460－ 41：53．7� 20．0�
58 コスモボアソルテ 牡4芦 57 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 500－ 21：54．12� 57．3�
610� ブレイクエース 牡4鹿 57 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 492＋ 41：54．2	 6．9�
712 マイネルネッツ 牡4鹿 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 482＋ 61：54．3� 7．3

713 グラスアクト 牡3鹿 54 吉田 豊半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 458± 01：54．51
 2．7�
34 カズノテナンゴ 牡4栗 57 柴山 雄一鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 476± 0 〃 クビ 29．5�
35 ホウオウレックス 牡3鹿 54 西田雄一郎小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 512－101：54．82 95．6
23 クワッドアクセル 牡4栗 57 柴田 善臣	明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 462－181：54．9	 29．0�
22 � ホホエムオンナ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子�大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 448＋ 61：55．43 135．0�
611 タイセイブラスト 牡3鹿 54

51 ▲木幡 巧也田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 500－101：55．82� 8．2�
59 ナンベーサン 牡3芦 54 丸山 元気宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 B502＋ 41：56．01
 27．2�
815� クリノロッキー 牡6栗 57

55 △木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 494－ 41：56．63� 60．6�
814 ジーアイウォーカー 牡4黒鹿 57

54 ▲野中悠太郎岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 478± 01：59．0大差 219．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，757，200円 複勝： 41，182，900円 枠連： 19，648，400円
馬連： 63，679，100円 馬単： 33，030，400円 ワイド： 37，395，600円
3連複： 82，611，400円 3連単： 107，171，300円 計： 412，476，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，930円 複 勝 � 590円 � 190円 � 450円 枠 連（1－4） 4，860円

馬 連 �� 5，890円 馬 単 �� 14，890円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 3，180円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 20，100円 3 連 単 ��� 132，590円

票 数

単勝票数 計 277572 的中 � 7563（9番人気）
複勝票数 計 411829 的中 � 15714（7番人気）� 69291（2番人気）� 21726（6番人気）
枠連票数 計 196484 的中 （1－4） 3127（17番人気）
馬連票数 計 636791 的中 �� 8377（20番人気）
馬単票数 計 330304 的中 �� 1663（47番人気）
ワイド票数 計 373956 的中 �� 5455（19番人気）�� 2966（35番人気）�� 8894（10番人気）
3連複票数 計 826114 的中 ��� 3081（58番人気）
3連単票数 計1071713 的中 ��� 586（374番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．3―49．5―1：02．4―1：15．0―1：27．4―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．0
1
3
1，9（8，12）（13，14）（10，11）6，2，4，5（7，15）－3
1（9，12）8（10，13，6）（4，7）（11，14）（2，5）（15，3）

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

勝馬の
紹 介

�ス ケ ロ ク �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン

2012．5．11生 牡4栗 母 フラウアントゥーム 母母 ブラッセルフラウ 8戦1勝 賞金 8，500，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジーアイウォーカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月27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。
（非抽選馬） 1頭 ワンダーヴァローレ号

21104 8月27日 晴 良 （28新潟2）第9日 第8競走 ��3，250�第18回新潟ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走14時00分 （芝・外内）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�
減，J・GⅠ競走1着馬2�増，J・GⅡ競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 29，000，000円 12，000，000円 7，300，000円 4，400，000円 2，900，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード3：28．7良

69 タイセイドリーム 牡6鹿 60 植野 貴也田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 546± 03：29．9 7．5�
22 ア ロ ヒ ラ ニ 牡7黒鹿60 石神 深一 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 448－ 23：30．11� 6．2�
712 ティリアンパープル 牝6鹿 58 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 476± 03：31．48 49．6�
58 タ ナ ト ス 牡8黒鹿60 白浜 雄造工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 466＋ 4 〃 ハナ 23．4�
711 ゴールデンヒーロー �6鹿 60 平沢 健治 �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 2 〃 クビ 29．0�
813 ウインヤード 牡5鹿 60 大江原 圭柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472＋ 23：31．61 14．9	
46 � ポールシッター �6青鹿60 西谷 誠平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 43：31．81� 20．1

57 アップトゥデイト 牡6芦 62 林 満明今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 522－103：32．43	 1．7�
45 マイネルクレイズ 牡6黒鹿60 高野 和馬 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 486＋ 23：32．72 151．2
34 コスモパルダ 牡7青鹿60 山本 康志 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 43：33．12	 43．0�
33 ウインイルソーレ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 492＋123：33．2
 90．6�
610 ラ ス テ ラ 牝5鹿 58 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 488－ 63：33．62	 114．9�
814 エーシンホワイティ 牡9鹿 60 北沢 伸也�栄進堂 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 510－143：34．23	 9．3�
11 ロンギングケイシー 牡5黒鹿60 浜野谷憲尚坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 486－ 23：34．73 78．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，780，100円 複勝： 72，610，200円 枠連： 22，393，500円
馬連： 72，790，800円 馬単： 48，333，700円 ワイド： 44，228，100円
3連複： 118，329，000円 3連単： 201，176，200円 計： 613，641，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 330円 � 360円 � 2，130円 枠 連（2－6） 3，020円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 780円 �� 5，820円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 52，790円 3 連 単 ��� 290，540円

票 数

単勝票数 計 337801 的中 � 35799（3番人気）
複勝票数 計 726102 的中 � 62494（2番人気）� 56885（3番人気）� 7784（11番人気）
枠連票数 計 223935 的中 （2－6） 5738（11番人気）
馬連票数 計 727908 的中 �� 21771（9番人気）
馬単票数 計 483337 的中 �� 7043（14番人気）
ワイド票数 計 442281 的中 �� 15415（7番人気）�� 1901（45番人気）�� 2349（39番人気）
3連複票数 計1183290 的中 ��� 1681（105番人気）
3連単票数 計2011762 的中 ��� 502（518番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 50．9－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイドリーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2012．6．30 中京2着

2010．2．24生 牡6鹿 母 モアザンベスト 母母 Laguna Seca 障害：4戦3勝 賞金 51，118，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 タナトス号の騎手白浜雄造は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。



21105 8月27日 晴 良 （28新潟2）第9日 第9競走 ��
��1，800�

せ な み お ん せ ん

瀬 波 温 泉 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，27．8．29以降28．8．21まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

47 サトノアッシュ 牡4鹿 56 石川裕紀人里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 488＋ 41：52．7 8．3�
58 クロフネビームス 牝4芦 54 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480＋ 4 〃 クビ 3．0�
610 キ ー タ イ プ 牡4栗 54 田辺 裕信北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 442＋ 41：53．01� 9．6�
815 シュテルングランツ 牡5黒鹿56 福永 祐一 �グリーンファーム須貝 尚介 千歳 社台ファーム B492＋ 41：53．21� 6．7�
34 ダイチトゥルース 牡5黒鹿54 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 462＋ 41：53．3クビ 57．4	
46 サヴァティアーノ 	5黒鹿55 柴山 雄一 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 526－ 41：53．61� 12．5

611
 ヤンキーソヴリン 	6黒鹿53 木幡 初広岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 S. D.

Brilie, L. P. 496＋ 21：54．02� 162．2�
713 ブロンクスシルバー 牝5芦 52 津村 明秀 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 506＋18 〃 ハナ 138．0�
23 ゴールドリーガル 牡5鹿 54 田中 勝春居城 寿与氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 464± 01：54．32 29．9
35 カ ト ラ ス 	6芦 54 柴田 大知村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 478＋ 4 〃 アタマ 102．6�
59 サ マ ー ラ ヴ 牡5黒鹿54 木幡 初也�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B452＋ 21：54．51 31．8�
22 ハッピーベリンダ 牝5鹿 52 菊沢 一樹窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか 城地 清満 488＋161：54．82 53．6�
11 ステージジャンプ 牡6鹿 55 大野 拓弥合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 512＋ 41：55．12 16．8�
814 ロゼッタストーン 牡7鹿 53 中谷 雄太太田珠々子氏 森田 直行 日高 天羽牧場 474＋201：55．2クビ 55．4�
712 モンサンアルナイル 牡3栗 53 木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B508－ 41：56．47 3．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，260，000円 複勝： 58，281，500円 枠連： 21，942，900円
馬連： 97，100，700円 馬単： 44，130，400円 ワイド： 53，202，500円
3連複： 124，829，500円 3連単： 166，527，400円 計： 602，274，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 280円 � 130円 � 240円 枠 連（4－5） 750円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 600円 �� 1，590円 �� 560円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 22，810円

票 数

単勝票数 計 362600 的中 � 34657（4番人気）
複勝票数 計 582815 的中 � 42224（5番人気）� 169236（1番人気）� 50903（4番人気）
枠連票数 計 219429 的中 （4－5） 22427（2番人気）
馬連票数 計 971007 的中 �� 54126（5番人気）
馬単票数 計 441304 的中 �� 10313（12番人気）
ワイド票数 計 532025 的中 �� 23361（5番人気）�� 8090（20番人気）�� 25427（3番人気）
3連複票数 計1248295 的中 ��� 23261（12番人気）
3連単票数 計1665274 的中 ��� 5291（61番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．8―49．5―1：01．6―1：13．9―1：27．0―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノアッシュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2014．7．5 函館2着

2012．4．11生 牡4鹿 母 ディナーブレイク 母母 Romanticat 20戦4勝 賞金 65，128，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）12頭 アドマイヤコリン号・インテグラード号・エターナルヒーロー号・キングカヌヌ号・タイセイクルーズ号・チャオ号・

デグニティクローズ号・ミッテルレギ号・メイショウキトラ号・メイプルレインボー号・レッドサバス号・
ロジテール号

21106 8月27日 晴 良 （28新潟2）第9日 第10競走 ��
��1，000�

いなずま

稲妻ステークス
発走15時10分 （芝・直線）
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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

11 レッドラウダ 牡3鹿 54 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 512＋ 6 54．3 4．2�
68 ハ ッ シ ュ 牝5芦 55 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478＋ 2 〃 クビ 5．6�
710 ダンシングワンダー 牝4栗 55 石橋 脩窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 468＋ 6 54．51� 2．5�
812 ブライトチェリー 牝6芦 55 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 482＋ 6 54．81	 6．5�
811 クリノタカラチャン 牝6黒鹿55 木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 426－ 4 54．9クビ 72．2�
33 アースエンジェル 牝4青鹿55 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 440± 0 〃 アタマ 18．0	
22 ラインミーティア 牡6鹿 57 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 474＋ 8 55．0� 19．0

79 レッドキャンティー 牝5栗 55 江田 照男�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 434－ 4 55．21
 39．6�
44 � ベストルーラー 牡5黒鹿57 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 米 J. Adcock 512＋ 6 〃 ハナ 27．1
67 シャトルアップ �8栗 57 柴田 大知広尾レース� 伊藤 正徳 様似 清水スタッド 490－ 6 55．3クビ 84．5�
56 ミラクルアイドル 牝5黒鹿55 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 468－ 2 〃 アタマ 17．9�
55  ア ピ ア �5鹿 57 北村 宏司宮崎 利男氏 藤沢 和雄 新冠 村上 欽哉 528＋ 2 55．4	 30．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，177，400円 複勝： 65，469，500円 枠連： 27，169，500円
馬連： 129，563，600円 馬単： 62，571，900円 ワイド： 62，700，000円
3連複： 173，951，600円 3連単： 266，157，300円 計： 833，760，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 160円 � 110円 枠 連（1－6） 1，730円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 460円 �� 230円 �� 290円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 461774 的中 � 87358（2番人気）
複勝票数 計 654695 的中 � 112647（2番人気）� 81656（4番人気）� 194629（1番人気）
枠連票数 計 271695 的中 （1－6） 12113（7番人気）
馬連票数 計1295636 的中 �� 65800（4番人気）
馬単票数 計 625719 的中 �� 17696（8番人気）
ワイド票数 計 627000 的中 �� 30937（4番人気）�� 77514（1番人気）�� 54009（3番人気）
3連複票数 計1739516 的中 ��� 146895（1番人気）
3連単票数 計2661573 的中 ��� 28247（12番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．5―10．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―32．7―42．8

上り4F42．4－3F32．1
勝馬の
紹 介

レッドラウダ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Machiavellian デビュー 2015．7．19 中京3着

2013．3．26生 牡3鹿 母 ヘヴンリーソング 母母 Heavenly Music 13戦3勝 賞金 61，762，000円

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 8日第 2競走）
〔その他〕　　ヤマニンモナムール号は，競走中に疾病〔左第１指骨剥離骨折〕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。
〔その他〕　　アイギーナ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。



21107 8月27日 晴 良 （28新潟2）第9日 第11競走 ��
��1，800�B S N 賞

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，27．8．29以降28．8．21まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

新潟放送賞（1着）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 ピ オ ネ ロ 牡5鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 498－ 41：51．1 2．9�
610 モズライジン 牡4芦 55 中谷 雄太 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 484＋ 41：51．41� 3．5�
58 ア ル タ イ ル 牡4栗 52 柴田 大知藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B484＋101：51．71� 4．0�
45 スリータイタン �7黒鹿49 木幡 巧也永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 462＋121：52．12	 43．7�
57 トウショウフリーク 牡9鹿 56 柴山 雄一トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 502＋ 21：52．2クビ 22．2	
712 コアレスキング 牡6鹿 52 大野 拓弥小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 538＋ 6 〃 クビ 15．9

34 トウシンイーグル �8鹿 55 丸山 元気�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント 480＋ 2 〃 ハナ 70．5�
813 ナリタポセイドン 牡7鹿 53 武士沢友治�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム 490－ 41：52．83	 65．7�
33 トミケンユークアイ �7黒鹿53 石川裕紀人冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 バンブー牧場 486＋ 21：52．9クビ 31．7
11 キープインタッチ 牡6鹿 54 吉田 豊村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B506＋ 41：53．0� 15．9�
69 サ ノ イ チ 牡5鹿 55 田辺 裕信佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 476± 01：53．74 13．3�
46 メイショウイチオシ 牡5黒鹿55 石橋 脩松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 540± 01：54．12	 22．5�
711 クリノヒマラヤオー 牡6黒鹿52 江田 照男栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 492＋121：54．42 160．0�
814 ハギノタイクーン 牡7鹿 52 津村 明秀日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 534＋ 41：57．4大差 149．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 75，600，500円 複勝： 98，621，300円 枠連： 52，461，700円
馬連： 261，859，300円 馬単： 112，057，000円 ワイド： 115，296，600円
3連複： 360，370，100円 3連単： 563，324，700円 計： 1，639，591，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 140円 枠 連（2－6） 440円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 200円 �� 290円 �� 270円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 756005 的中 � 204736（1番人気）
複勝票数 計 986213 的中 � 217187（2番人気）� 220552（1番人気）� 157676（3番人気）
枠連票数 計 524617 的中 （2－6） 91766（1番人気）
馬連票数 計2618593 的中 �� 377536（1番人気）
馬単票数 計1120570 的中 �� 85209（1番人気）
ワイド票数 計1152966 的中 �� 156396（1番人気）�� 94824（3番人気）�� 104809（2番人気）
3連複票数 計3603701 的中 ��� 425411（1番人気）
3連単票数 計5633247 的中 ��� 152250（1番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．7―12．8―12．8―12．5―13．1―12．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―35．2―48．0―1：00．8―1：13．3―1：26．4―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピ オ ネ ロ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2013．6．23 阪神1着

2011．4．8生 牡5鹿 母 ク ル ソ ラ 母母 Calorica 24戦6勝 賞金 146，113，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハギノタイクーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月27日まで平地

競走に出走できない。

21108 8月27日 晴 良 （28新潟2）第9日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時30分 （芝・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
1：07．5
1：06．5

良
良

715 タカラジャンヌ 牝5鹿 55
52 ▲菊沢 一樹村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 430± 01：08．8 47．8�

818 ケ ル ベ ロ ス 牡3黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 432＋ 61：08．9� 11．1�

12 	 トルセドール 牡5鹿 57 田辺 裕信窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf
Farms II, Inc. 478－ 21：09．21� 5．0�

24 フクノグローリア 牝4黒鹿 55
52 ▲木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 454± 0 〃 クビ 7．6�

816
 ジュエルプラネット �5鹿 57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 ハナ 13．9�
35 スーパープリンセス 牝4栗 55

53 △木幡 初也田島 政光氏 松永 康利 日高 モリナガファーム 440－101：09．3� 127．7�
713	 ショウナンアイ 牝4栗 55 横山 典弘国本 哲秀氏 奥村 武 米 Padua Sta-

bles, LLC 480＋ 41：09．4� 12．8	
817 クラシックマーク 牝5栗 55 伊藤 工真小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 456－ 21：09．5� 76．9

23 
 ユヅルノオンガエシ 牝4栗 55 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 浦河 木戸口牧場 466－ 8 〃 ハナ 115．6�
48 リミットブレイク �4鹿 57 福永 祐一 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B516＋ 81：09．6� 10．0
714 タケデンタイガー 牡4栗 57 津村 明秀武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 470－ 21：09．7クビ 3．7�
36 コスモラパン 牝5黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 414－ 2 〃 クビ 7．2�
612 カゼノトビラ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 452－ 41：09．8� 81．5�
59 ウンプテンプ 牡5鹿 57 江田 照男青山 洋一氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：09．9クビ 45．5�
611 サンクタリリアス 牝4芦 55 大野 拓弥�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 478－ 2 〃 アタマ 41．1�
510 ハミルトンパーク 牡3栗 54 木幡 初広 �コロンバスサークル 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 496＋ 21：10．11� 71．6�
11 スマイルハッピー 牝4鹿 55 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 B454＋ 81：10．31� 92．6�
47 ナミノリゴリラ 牝4黒鹿 55

53 △伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 476＋ 61：10．61� 21．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 55，171，000円 複勝： 80，756，000円 枠連： 44，852，700円
馬連： 152，824，500円 馬単： 64，375，400円 ワイド： 82，474，700円
3連複： 220，890，000円 3連単： 284，954，500円 計： 986，298，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，780円 複 勝 � 1，140円 � 360円 � 200円 枠 連（7－8） 800円

馬 連 �� 33，800円 馬 単 �� 75，790円

ワ イ ド �� 8，500円 �� 4，990円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 63，890円 3 連 単 ��� 583，590円

票 数

単勝票数 計 551710 的中 � 9216（12番人気）
複勝票数 計 807560 的中 � 15222（12番人気）� 56231（7番人気）� 128509（2番人気）
枠連票数 計 448527 的中 （7－8） 43189（2番人気）
馬連票数 計1528245 的中 �� 3504（75番人気）
馬単票数 計 643754 的中 �� 637（165番人気）
ワイド票数 計 824747 的中 �� 2464（72番人気）�� 4223（48番人気）�� 14252（14番人気）
3連複票数 計2208900 的中 ��� 2593（178番人気）
3連単票数 計2849545 的中 ��� 354（1399番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．0―11．8―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．7―45．5―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．1
3 1（6，7）8（2，11，12）（3，18）（10，14，16）4（5，15）－（9，13）－17 4 ・（1，6）7，8（2，11，12）（3，18）（10，14，16）（4，15）（5，13）9－17

勝馬の
紹 介

タカラジャンヌ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．7 福島8着

2011．2．23生 牝5鹿 母 タカラサイレンス 母母 ミ ア カ ー ラ 24戦2勝 賞金 20，630，000円



（28新潟2）第9日 8月27日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 189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

253，620，000円
7，520，000円
2，050，000円
27，980，000円
72，252，500円
6，963，600円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
425，607，000円
659，149，900円
279，727，300円
1，068，587，200円
534，035，400円
571，332，200円
1，487，099，500円
2，133，146，500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 7，158，685，000円

総入場人員 10，118名 （有料入場人員 8，293名）
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