
21133 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12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

23 カーボナード 牡2青鹿54 岩田 康誠山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 466＋ 41：35．3 1．4�
817 ランウェイデビュー 牝2鹿 54 田辺 裕信吉田 勝己氏 奥村 武 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 480＋ 21：35．72� 12．0�
510 ダンシングチコ 牝2鹿 54 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 482＋18 〃 アタマ 5．6�
48 コウユーホクト 牡2鹿 54 吉田 豊加治屋貞光氏 竹内 正洋 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 490＋ 41：35．91� 120．1�
611 マイネルテンプス 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 21：36．0クビ 10．4�
59 ハ ン ド リ ー 牝2栗 54 大野 拓弥大倉 佑介氏 青木 孝文 青森 諏訪牧場 432－ 21：36．21� 62．1	
713 タイドオーバー 牝2黒鹿54 宮崎 北斗 
ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 426＋ 61：36．3� 144．1�
715 ア シ ェ ッ ト 牝2鹿 54 大庭 和弥加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 434－ 81：36．4� 148．1�
11 アースフライト 牝2黒鹿54 石橋 脩伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 414＋ 41：36．61� 13．8
47 ニシノベイオウルフ 牡2黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 470＋ 21：37．23� 277．6�
24 ラインマッシモ 牡2栗 54 津村 明秀大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 452＋ 6 〃 アタマ 39．3�
714 イ セ ベ ル 牝2鹿 54 田中 勝春谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 450＋ 61：37．51� 88．6�
816 テイエムナタリー 牝2栗 54 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 428＋ 21：37．71 453．0�
12 サバイバルオオオク 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 444± 0 〃 クビ 42．1�
612 アンクルブレイク 牡2鹿 54 長岡 禎仁青山 英昭氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 470－ 61：37．91� 513．8�
35 	 カポラヴォーロ 牡2栗 54

51 ▲武藤 雅 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 米 Debra Ann

Shehadi 482± 01：38．32� 106．5�
36 スロットマシーン 牡2青鹿54 岩部 純二田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 沼田 照秋 432＋101：38．4� 479．8�
818 ミートボール 牡2鹿 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 千歳 社台ファーム 502± 01：43．5大差 262．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，558，800円 複勝： 100，192，500円 枠連： 16，746，100円
馬連： 58，651，200円 馬単： 35，929，600円 ワイド： 37，748，300円
3連複： 79，582，900円 3連単： 127，019，300円 計： 487，428，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（2－8） 750円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 360円 �� 200円 �� 790円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 4，290円

票 数

単勝票数 計 315588 的中 � 168398（1番人気）
複勝票数 計1001925 的中 � 711270（1番人気）� 49328（4番人気）� 70660（2番人気）
枠連票数 計 167461 的中 （2－8） 17158（4番人気）
馬連票数 計 586512 的中 �� 52121（4番人気）
馬単票数 計 359296 的中 �� 23988（5番人気）
ワイド票数 計 377483 的中 �� 25911（4番人気）�� 58074（1番人気）�� 10143（10番人気）
3連複票数 計 795829 的中 ��� 50443（3番人気）
3連単票数 計1270193 的中 ��� 21418（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．0―12．7―12．5―11．6―10．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．1―36．1―48．8―1：01．3―1：12．9―1：23．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．0
3 14，3（1，2，13）11（4，10，12，16）（5，8，15）17，6（7，9）＝18 4 14，3（1，2，11，13）（4，12，16）（10，15）（5，8）17（6，7，9）＝18

勝馬の
紹 介

カーボナード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2017．8．5 新潟2着

2015．4．27生 牡2青鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 ミートボール号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔その他〕 ミートボール号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。
※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 カミノコ号

21134 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

35 ヒシデルマー 牡3黒鹿56 石橋 脩阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 カミイスタット 524＋ 21：13．0 4．7�
46 アレジャポン 牡3黒鹿56 丸田 恭介吉田 千津氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 454＋ 21：13．31� 10．9�
610 リマインドミー 牝3黒鹿54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 若林牧場 496＋ 41：13．62 41．5�
11 ショウブノセック 牡3栗 56

53 ▲武藤 雅古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 466＋ 41：13．7� 10．6�
815 キロロチャン 牝3鹿 54 吉田 豊�明栄商事 小西 一男 新ひだか 野坂牧場 460± 01：14．01� 2．9�
712 キングアスリート 牡3鹿 56 田中 勝春長谷川清英氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 480＋10 〃 ハナ 117．4	
611 カヴァレリア 牡3鹿 56 中谷 雄太 �グリーンファーム新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 B496－ 41：14．1クビ 11．0�
814 コウギョウスター 牡3栗 56 北村 宏司菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 502－ 31：14．2� 3．5�
23 ハ マ オ リ 牝3鹿 54 津村 明秀 サンデーレーシング 大和田 成 安平 追分ファーム 432± 0 〃 ハナ 52．6�
34 サーストンヒーロー 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也齊藤 宣勝氏 勢司 和浩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 498＋ 61：14．51� 143．6�

47 ブ ラ ー ゼ ン 牝3鹿 54
51 ▲野中悠太郎 社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 414－141：14．81� 30．5�

22 ウバトーバン 牝3青鹿 54
51 ▲菊沢 一樹石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 B452＋ 41：15．01 122．2�

713 サクセスイースター 牡3鹿 56 柴田 大知 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 498＋30 〃 ハナ 26．6�
59 キ ッ ド 牡3鹿 56 西田雄一郎髙橋 長治氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 454＋ 41：15．42� 217．1�
58 ホウザンキングダム 牡3栗 56 内田 博幸加藤 豊三氏 南田美知雄 むかわ 清水ファーム 512 ―1：15．72 96．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，831，200円 複勝： 34，742，500円 枠連： 17，405，900円
馬連： 56，970，200円 馬単： 28，361，400円 ワイド： 34，967，400円
3連複： 78，320，600円 3連単： 104，027，700円 計： 379，626，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 270円 � 640円 枠 連（3－4） 1，890円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，010円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 32，610円 3 連 単 ��� 116，200円

票 数

単勝票数 計 248312 的中 � 41424（3番人気）
複勝票数 計 347425 的中 � 57506（3番人気）� 34239（4番人気）� 11429（8番人気）
枠連票数 計 174059 的中 （3－4） 7136（7番人気）
馬連票数 計 569702 的中 �� 20218（8番人気）
馬単票数 計 283614 的中 �� 5438（14番人気）
ワイド票数 計 349674 的中 �� 11169（9番人気）�� 4420（22番人気）�� 2053（35番人気）
3連複票数 計 783206 的中 ��� 1801（75番人気）
3連単票数 計1040277 的中 ��� 649（293番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．0―12．6―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．9―35．9―48．5―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシデルマー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2017．2．11 東京8着

2014．5．23生 牡3黒鹿 母 ヒシディーバ 母母 Hishi Natalie 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ヒシデルマー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヒシデルマー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年10月3日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） 1頭 トラストエンジェル号
（非抽選馬） 1頭 コーリンスライム号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 新潟競馬 第１２日



21135 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12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）

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

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

34 ピンキージョーンズ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 41：54．6 3．0�
814 ミッキークルソラ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：54．7� 14．2�
47 ラインディオーネ 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 444＋ 6 〃 クビ 5．4�
610 スギノエンプレス 牝3黒鹿54 内田 博幸杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 476－ 61：55．23 4．5�
611 サンピッツバーグ 牝3鹿 54 丸田 恭介 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社

ケイズ 434－ 21：56．05 12．4	
22 ジ ャ ン ヌ 牝3栗 54 嶋田 純次荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 392＋101：56．31� 92．2

11 クリノアンヌ 牝3栃栗54 三浦 皇成栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 41：56．51� 57．3�
23 カフェガーネット 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 456＋121：57．56 188．4�
46 カ ホ テ ィ 牝3栗 54

52 △伴 啓太瀬谷 雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：57．71� 163．9�
58 ウインアルディー 牝3栗 54 岩田 康誠�ウイン 池上 昌弘 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 21：57．91 14．7�
35 シルヴァーナ 牝3青鹿54 伊藤 工真 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 452－ 21：58．11 58．3�
59 ト ゥ ー シ ェ 牝3栗 54 石橋 脩�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋ 61：58．95 41．4�
712 ス ト レ ヌ ア 牝3黒鹿54 津村 明秀鈴木 慈雄氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 432± 01：59．0クビ 7．8�
713 ファントムレディ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎ライオンレースホース� 池上 昌弘 日高 Shall Farm 442－ 22：00．610 236．2�
815 メイキャロル 牝3鹿 54 大野 拓弥千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 470± 02：02．7大差 10．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，511，700円 複勝： 44，870，600円 枠連： 15，852，300円
馬連： 61，828，200円 馬単： 28，552，800円 ワイド： 37，589，500円
3連複： 82，516，800円 3連単： 104，255，800円 計： 400，977，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 230円 � 180円 枠 連（3－8） 710円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，510円

ワ イ ド �� 650円 �� 320円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 10，270円

票 数

単勝票数 計 255117 的中 � 65931（1番人気）
複勝票数 計 448706 的中 � 104381（1番人気）� 42068（5番人気）� 62533（3番人気）
枠連票数 計 158523 的中 （3－8） 17232（2番人気）
馬連票数 計 618282 的中 �� 27742（6番人気）
馬単票数 計 285528 的中 �� 8508（7番人気）
ワイド票数 計 375895 的中 �� 13947（8番人気）�� 32994（1番人気）�� 14704（6番人気）
3連複票数 計 825168 的中 ��� 30517（3番人気）
3連単票数 計1042558 的中 ��� 7354（18番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―13．4―12．8―12．6―13．2―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―50．0―1：02．8―1：15．4―1：28．6―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．2
1
3
12，14－8（4，10）（7，9）（2，13）（15，6）（1，3）－11－5
12，14（4，8，10）（7，2）9，1－11，6，13，5（15，3）

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

勝馬の
紹 介

ピンキージョーンズ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2016．6．19 東京8着

2014．5．13生 牝3栗 母 スーパーウーマン 母母 アロングフローラ 15戦1勝 賞金 16，850，000円
〔その他〕 メイキャロル号は，競走中に疾病〔心房細動〕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〕 ファントムレディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エディフィス号

21136 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12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

45 メドウヒルズ 牡6栗 60 大庭 和弥�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 470± 03：06．5 3．1�
33 シゲルシマダイ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 534＋ 23：06．71� 5．4�
711� ソルティコメント �5栗 60 上野 翔窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 米 Craig B.

Singer 452－123：07．12� 5．6�
69 クワッドアクセル 牡5栗 60 鈴木 慶太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 468－ 43：07．41	 28．7�
814� ストリートオベロン 牡5黒鹿60 草野 太郎門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 474＋ 83：08．57 14．3�
22 
 ドリームパワー 牝8鹿 58 金子 光希	大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 474＋103：09．24 119．7

57 レジェンドパワー �5黒鹿60 石神 深一西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 438＋ 63：09．62� 9．7�
11 � オ ホ ー ツ ク 牡5芦 60 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Inside Move 560－ 23：10．34 14．9�
813 エオヒップス 牡3青鹿58 平沢 健治前田 晋二氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 63：10．4� 45．9
712 ロマンティックサン 牡4栗 60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 古賀 史生 浦河 金石牧場 496＋163：13．2大差 182．6�
58 
 ディゼトワール 牡4鹿 60 小野寺祐太岡田 壮史氏 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋163：18．8大差 191．2�
34 � サリレモンド 牡6栗 60 山本 康志�ノースヒルズ 和田 正道 米

Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

526－ 63：26．4大差 237．0�
46 ニシノリュウセイ 牡4黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 416＋ 4 （競走中止） 24．2�
610 クリミアタイガー �4鹿 60 西谷 誠吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 526＋ 2 （競走中止） 4．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，165，100円 複勝： 28，432，400円 枠連： 12，723，200円
馬連： 47，432，700円 馬単： 25，189，000円 ワイド： 28，376，100円
3連複： 68，126，300円 3連単： 92，862，800円 計： 325，307，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 170円 � 160円 枠 連（3－4） 770円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 390円 �� 450円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 7，010円

票 数

単勝票数 計 221651 的中 � 56738（1番人気）
複勝票数 計 284324 的中 � 63656（1番人気）� 40807（4番人気）� 41152（3番人気）
枠連票数 計 127232 的中 （3－4） 12671（2番人気）
馬連票数 計 474327 的中 �� 39636（2番人気）
馬単票数 計 251890 的中 �� 13709（2番人気）
ワイド票数 計 283761 的中 �� 19457（2番人気）�� 16440（4番人気）�� 9955（9番人気）
3連複票数 計 681263 的中 ��� 27602（3番人気）
3連単票数 計 928628 的中 ��� 9597（6番人気）
上り 1マイル 1：43．2 4F 50．4－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メドウヒルズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．8．11 新潟5着

2011．2．5生 牡6栗 母 テイクミーハイヤー 母母 ワ デ ィ ア 障害：2戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 クリミアタイガー号は，7号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

ニシノリュウセイ号は，7号障害〔ハードル〕着地時に，転倒した「クリミアタイガー」号に触れ，騎手が落馬したため競走中
止。

〔制裁〕 シゲルシマダイ号の騎手植野貴也は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて
戒告。（被害馬：5番）

〔その他〕 クリミアタイガー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 クリミアタイガー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年10月3日まで出走できない。



21137 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12日 第5競走 ��
��1，800�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
1：46．6
1：45．9

良
良

35 サンリヴァル 牡2鹿 54 M．デムーロ幅田 京子氏 藤岡 健一 新冠 斉藤 安行 482 ―1：50．1 3．4�
814 キングスヴァリュー 牡2栗 54 内田 博幸 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 アタマ 5．5�
46 ナラトゥリス 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446 ― 〃 クビ 14．0�
11 アメリカンツイスト 牡2鹿 54 田辺 裕信 �グリーンファーム中舘 英二 千歳 社台ファーム 484 ―1：50．63 4．8�
610 プロトスター 牡2栗 54 岩田 康誠 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 480 ―1：50．81 6．3	
59 コスモグラトナス 牡2青 54 柴田 大知 �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 440 ―1：50．9� 55．0

47 ペイシャレイナ 牝2鹿 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 446 ― 〃 クビ 234．7�
23 オスカーレーヴ 牝2鹿 54 丸田 恭介森 保彦氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 448 ― 〃 ハナ 176．4�
22 バケットリスト 牝2鹿 54 石橋 脩宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 470 ―1：51．64 50．6
611 コスモロブロイ 牡2青鹿54 津村 明秀岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 富本 茂喜 516 ―1：52．02� 247．3�
34 キタサンヴィクター 牡2鹿 54 横山 典弘�大野商事 本田 優 浦河 辻 牧場 510 ― 〃 ハナ 36．1�
713 タンザニアナイト 牡2鹿 54 戸崎 圭太 Him Rock Racing 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 474 ―1：52．42� 13．6�
58 ルナティック 牡2芦 54 北村 宏司片山 浄見氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 518 ― 〃 クビ 112．9�
815 ラヴィーズロマーン 牡2黒鹿54 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 442 ―1：52．61	 42．9�
712 ササノユキオルフェ 牡2栗 54 三浦 皇成佐々木幸弘氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 480 ―1：52．91� 9．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，262，400円 複勝： 42，336，500円 枠連： 16，694，000円
馬連： 61，868，900円 馬単： 29，670，800円 ワイド： 35，428，900円
3連複： 74，110，400円 3連単： 90，133，700円 計： 387，505，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 180円 � 280円 枠 連（3－8） 840円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 460円 �� 750円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 15，760円

票 数

単勝票数 計 372624 的中 � 90641（1番人気）
複勝票数 計 423365 的中 � 85592（1番人気）� 60764（3番人気）� 31314（6番人気）
枠連票数 計 166940 的中 （3－8） 15351（2番人気）
馬連票数 計 618689 的中 �� 44090（2番人気）
馬単票数 計 296708 的中 �� 11269（3番人気）
ワイド票数 計 354289 的中 �� 21184（3番人気）�� 11917（8番人気）�� 6977（17番人気）
3連複票数 計 741104 的中 ��� 15366（10番人気）
3連単票数 計 901337 的中 ��� 4145（36番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．4―13．1―13．3―12．8―11．8―10．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．1―50．2―1：03．5―1：16．3―1：28．1―1：38．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンリヴァル �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2015．3．31生 牡2鹿 母 アンフィルージュ 母母 ウメノファイバー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 オスカーレーヴ号は，馬場入場時に右後肢落鉄。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 サンリヴァル号の騎手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100，000円。（被害馬：10番）

21138 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （ダート・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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

11 � セイウンスパイ 牡2栗 54 戸崎 圭太西山 茂行氏 池上 昌和 米 James Millar &
Janice Millar 500 ―1：14．3 6．0�

814 ソングオブファイア 牡2黒鹿54 三浦 皇成 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 470 ― 〃 クビ 6．1�

35 ハ ウ ナ ニ 牝2白 54 内田 博幸 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482 ―1：15．25 3．4�
712� ディライトプロミス 牝2鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith
E Nichols Trust Dated
February18，1999 456 ―1：15．73 4．0�

22 カクカクシカジーカ 牝2芦 54 江田 照男芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 420 ―1：15．91� 25．2�
46 ザ イ オ ン 牡2鹿 54 北村 宏司小泉 修氏 相沢 郁 新ひだか 米田牧場 456 ―1：16．21	 30．6	
815 ロトヴィーナス 牝2栗 54 武士沢友治國武 佳博氏 小桧山 悟 新ひだか タガミファーム 516 ― 〃 ハナ 59．3

58 ラプターゲイル 牝2黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 中田 英樹 436 ― 〃 クビ 68．7�
23 パズルリンクス 牡2黒鹿54 大野 拓弥水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 436 ― 〃 ハナ 180．8�
59 アポロエレノア 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 日高 天羽 禮治 470 ― 〃 ハナ 27．8
34 クラウンミリオン 牡2鹿 54 西田雄一郎矢野まり子氏 伊藤 伸一 日高 クラウン日高牧場 472 ―1：16．3クビ 247．1�
713 ノ ヴ ィ ア 牝2鹿 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 加藤 征弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484 ―1：16．4	 7．1�
47 マイネルクランチ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 海馬沢 明 440 ―1：17．35 73．4�
611 ハクサンテンシ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎篠﨑 恒雄氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 406 ―1：17．62 270．5�
610 アブラカダブラ 牡2鹿 54 吉田 豊平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 442 ―1：18．77 128．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 38，450，800円 複勝： 38，059，500円 枠連： 17，573，900円
馬連： 60，696，400円 馬単： 31，847，700円 ワイド： 34，215，900円
3連複： 73，348，600円 3連単： 99，667，400円 計： 393，860，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 160円 � 140円 枠 連（1－8） 1，660円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 660円 �� 410円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 13，550円

票 数

単勝票数 計 384508 的中 � 53821（3番人気）
複勝票数 計 380595 的中 � 49567（5番人気）� 58592（3番人気）� 77943（1番人気）
枠連票数 計 175739 的中 （1－8） 8176（7番人気）
馬連票数 計 606964 的中 �� 25440（8番人気）
馬単票数 計 318477 的中 �� 6615（16番人気）
ワイド票数 計 342159 的中 �� 12705（10番人気）�� 22392（2番人気）�� 17475（7番人気）
3連複票数 計 733486 的中 ��� 29136（4番人気）
3連単票数 計 996674 的中 ��� 5331（41番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―12．6―13．4―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．4―37．0―50．4―1：02．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�セイウンスパイ �
�
父 Midshipman �

�
母父 Elusive Quality 初出走

2015．3．28生 牡2栗 母 Trulips 母母 Lip Sing 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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オビシャ号・ブルベアブロッコリ号



21139 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．2
1：56．1

良
良

715 キューンハイト 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 22：00．7 8．9�

714 エ ナ ホ ー プ 牝3黒鹿 54
51 ▲武藤 雅宮原 廣伸氏 松永 康利 日高 沖田牧場 492＋ 82：00．8� 23．7�

59 リバーサルフィルム 牡3芦 56 岩田 康誠 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 496± 02：01．11� 38．9�
816 エスポワールママン 牝3栗 54 江田 照男吉見 典子氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 442－ 22：01．2� 12．0�
611 ベルウッドミライ 牡3黒鹿56 北村 宏司鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 市川フアーム 464＋102：01．3� 14．9	
35 マイネルハレオ 牡3栗 56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 428＋ 62：01．4クビ 23．6

612 デ ィ ー チ ェ 牝3栗 54 柴田 善臣�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 448± 02：01．5� 28．0�
47 バブルウィズジョイ 牝3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 498＋ 62：01．6� 5．3�
12 フラワーシップ 牝3黒鹿54 丸田 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 416－122：01．7� 126．0
23 メイスンブルーム 牝3黒鹿54 田辺 裕信梅村 浩氏 小島 茂之 浦河 本巣 一敏 470＋20 〃 クビ 26．7�
48 スズカサニーサイド 牝3黒鹿54 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか タイヘイ牧場 422＋ 62：01．8� 204．5�
818 メイグランデ 牝3青 54 石橋 脩千明牧場 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480± 02：02．11� 5．4�
11 フライベルク 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496－ 42：02．2� 2．5�
510 シュメッターリング 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �キャロットファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 488－ 22：02．3� 59．7�
36 バトルオスカー 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 競優牧場 484＋ 42：02．4� 412．7�
713 サントリーニ 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 454－ 62：02．71� 275．1�
24 ドゥエルインハート 牡3鹿 56 田中 勝春飯田 正剛氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 482＋102：03．12� 256．1�
817 バトルエニシ 牝3鹿 54 的場 勇人宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B458± 02：03．95 114．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，803，400円 複勝： 50，831，900円 枠連： 23，404，800円
馬連： 76，127，500円 馬単： 36，608，800円 ワイド： 47，047，700円
3連複： 101，705，900円 3連単： 132，204，700円 計： 503，734，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 260円 � 630円 � 1，190円 枠 連（7－7） 8，240円

馬 連 �� 9，510円 馬 単 �� 19，020円

ワ イ ド �� 2，460円 �� 5，570円 �� 11，490円

3 連 複 ��� 147，540円 3 連 単 ��� 871，340円

票 数

単勝票数 計 358034 的中 � 32115（4番人気）
複勝票数 計 508319 的中 � 59601（4番人気）� 20208（9番人気）� 10044（11番人気）
枠連票数 計 234048 的中 （7－7） 2201（25番人気）
馬連票数 計 761275 的中 �� 6200（29番人気）
馬単票数 計 366088 的中 �� 1443（59番人気）
ワイド票数 計 470477 的中 �� 5005（27番人気）�� 2173（47番人気）�� 1046（62番人気）
3連複票数 計1017059 的中 ��� 517（201番人気）
3連単票数 計1322047 的中 ��� 110（1191番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．7―12．6―11．8―12．0―12．9―12．3―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．2―34．9―47．5―59．3―1：11．3―1：24．2―1：36．5―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

キューンハイト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 タマモクロス デビュー 2016．10．8 東京2着

2014．5．19生 牝3鹿 母 マイネアクティース 母母 ヒカルダンサー 12戦1勝 賞金 13，550，000円
〔発走状況〕 サントリーニ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 サントリーニ号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 オーシャンケリー号・カトリーヌ号・コスモライジン号・ジュンマシュウ号・ショウナンダリア号・スズノフブキ号・

ノーブルシリウス号・プリンシアステラ号・レッドカイラス号

21140 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

11 サバイバルポケット 牝4鹿 55 丸田 恭介福田 光博氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋ 41：21．3 35．8�

48 ド ウ デ ィ 牡3鹿 55 大野 拓弥 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 472－ 2 〃 ハナ 2．9�
612 プラトリーナ 牝4鹿 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 408－ 41：21．51� 8．0�
24 ハッピーランラン 牝3鹿 53 津村 明秀馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 〃 アタマ 39．0�
611 ブラディーリッパー 牝3鹿 53 岩田 康誠ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 496± 0 〃 クビ 18．1	
510 メンデンホール 牝4黒鹿55 田中 勝春 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 488＋ 21：21．6� 4．2

12 エイブルボス 牡5黒鹿57 柴田 善臣中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 474－ 2 〃 ハナ 17．3�
36 ジェルミナーレ 牝4鹿 55 三浦 皇成�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 丸幸小林牧場 448－ 41：21．7クビ 90．5�
59 ヨ イ ミ ヤ 牝4栗 55 江田 照男�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 420± 01：21．91� 31．7
47 � プロタゴニスト 牡6鹿 57

54 ▲武藤 雅佐久間拓士氏 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426± 0 〃 クビ 9．6�

714 ヒ ル ダ 牝4栗 55 内田 博幸吉田 和美氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 466－141：22．0クビ 16．6�
713 パ フ ォ ー ム 牝3鹿 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 454＋121：22．42� 7．7�
23 サンバダンサー 牝3栗 53 宮崎 北斗グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 436－ 4 〃 クビ 177．4�
816 キョウワクロニクル 牝4栗 55

54 ☆木幡 巧也�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 494＋221：22．5� 255．0�
35 シ ト ロ ン 牝4鹿 55 岩部 純二�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 448＋121：22．6	 157．6�
817 ダノンキャップ 牡4栗 57

54 ▲木幡 育也�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 536＋ 41：22．91� 34．9�
818 レッドエトワール 牝4鹿 55

52 ▲野中悠太郎 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム 456＋ 41：23．85 232．8�
715 サウンディングベル 牡3黒鹿 55

53 △伴 啓太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 B444－ 81：25．18 268．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，023，800円 複勝： 53，543，000円 枠連： 26，756，300円
馬連： 92，364，800円 馬単： 39，898，400円 ワイド： 53，528，300円
3連複： 115，340，600円 3連単： 145，373，400円 計： 560，828，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，580円 複 勝 � 710円 � 140円 � 230円 枠 連（1－4） 1，440円

馬 連 �� 6，020円 馬 単 �� 15，030円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 3，200円 �� 440円

3 連 複 ��� 14，380円 3 連 単 ��� 132，740円

票 数

単勝票数 計 340238 的中 � 7603（11番人気）
複勝票数 計 535430 的中 � 13760（10番人気）� 139093（1番人気）� 56378（3番人気）
枠連票数 計 267563 的中 （1－4） 14387（6番人気）
馬連票数 計 923648 的中 �� 11876（22番人気）
馬単票数 計 398984 的中 �� 1990（49番人気）
ワイド票数 計 535283 的中 �� 6324（25番人気）�� 4045（38番人気）�� 34867（2番人気）
3連複票数 計1153406 的中 ��� 6015（48番人気）
3連単票数 計1453734 的中 ��� 794（386番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―10．9―11．7―11．9―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―33．8―45．5―57．4―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サバイバルポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．23 新潟3着

2013．2．27生 牝4鹿 母 メ イ カ 母母 フラワーパーク 10戦2勝 賞金 14，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 ヨイミヤ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ヒルダ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：13番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ヨイミヤ号は，平成29年9月4日から平成29年9月24日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カワキタピリカ号



21141 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12日 第9競走 ��1，800�
り ょ う つ わ ん

両 津 湾 特 別
発走14時35分 （ダート・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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

23 スペリオルシチー 牡3鹿 54 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 464＋ 21：52．9 1．6�

610 タイセイストーム 牡5青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 496＋ 41：53．75 10．2�
712 キングドラゴン �4鹿 57 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 522＋ 61：53．91� 10．4�
22 ナスノカンザン 牡3鹿 54 田辺 裕信�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 514＋ 21：54．21� 15．6�
35 データヴァリュー 牡3鹿 54 大野 拓弥 	社台レースホース久保田貴士 安平 追分ファーム 474＋ 4 〃 ハナ 89．7

34 セガールモチンモク �3栗 54 武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 474－ 4 〃 クビ 52．3�
47 ダウンザライン 牡3芦 54 戸崎 圭太�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 B468＋ 81：54．3クビ 9．8�
58 プ レ ゼ ン ス 牡3黒鹿54 津村 明秀 	社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 61：54．51� 67．7
611 ス フ ェ ー ン 牡4鹿 57 吉田 豊キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 笹地牧場 456＋ 41：54．6	 97．9�
713 コティニャック 牡5青鹿57 柴田 大知伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 B538＋ 21：54．7	 6．4�
11 アンジュリンブレス 牡5青鹿57 木幡 巧也塩川 和則氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 B506＋ 6 〃 クビ 118．2�
815 パルナッソス �3芦 54 丸田 恭介 	キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B482＋121：54．8クビ 48．1�
814 ブラスロック 牡4鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 482－141：55．22	 228．8�
59 クールジョーカー 牡6黒鹿57 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 様似 髙村 伸一 456－ 21：57．5大差 226．1�
46 ナンヨーファミユ 牡4鹿 57 内田 博幸中村 德也氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 49．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 49，023，200円 複勝： 163，363，700円 枠連： 30，201，100円
馬連： 123，498，300円 馬単： 68，101，900円 ワイド： 64，210，600円
3連複： 157，424，800円 3連単： 283，218，500円 計： 939，042，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 200円 枠 連（2－6） 590円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 270円 �� 350円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 4，160円

票 数

単勝票数 計 490232 的中 � 243888（1番人気）
複勝票数 計1633637 的中 � 1191759（1番人気）� 71051（3番人気）� 66558（4番人気）
枠連票数 計 302011 的中 （2－6） 39638（3番人気）
馬連票数 計1234983 的中 �� 151016（2番人気）
馬単票数 計 681019 的中 �� 66590（2番人気）
ワイド票数 計 642106 的中 �� 65461（2番人気）�� 47159（4番人気）�� 16895（9番人気）
3連複票数 計1574248 的中 ��� 69701（5番人気）
3連単票数 計2832185 的中 ��� 49267（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．4―49．5―1：02．4―1：15．1―1：28．3―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スペリオルシチー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Bernardini デビュー 2016．11．12 東京3着

2014．3．8生 牡3鹿 母 ハタノボニート 母母 Shine Again 8戦2勝 賞金 23，285，000円
〔制裁〕 パルナッソス号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・5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 オケアノス号・ファンヴィー号・ラマレ号

21142 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12日 第10競走 ��
��1，200�

い い で

飯 豊 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，28．9．3以降29．8．27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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

48 メイショウスイヅキ 牝4鹿 52 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 466＋ 21：08．6 7．8�
36 タケショウベスト 牝3鹿 52 大野 拓弥�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 464＋ 6 〃 ハナ 7．3�
713 サレンティーナ 牡3栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 4 〃 クビ 6．2�
816 スペチアーレ 牝5鹿 52 田中 勝春青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 494＋ 41：08．7� 12．8�
23 プリティマックス 牝3栗 51 柴田 善臣丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 436＋ 21：08．8クビ 22．7�
817 トーホウハニー 牝5鹿 52 木幡 巧也東豊物産	 田中 清隆 日高 竹島 幸治 438＋ 21：08．9� 39．3

11 ハッピーノリチャン 牝5栗 54 内田 博幸足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 458－ 2 〃 クビ 4．7�
510 アイリーグレイ 牝5芦 52 江田 照男前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B478＋ 2 〃 クビ 14．7�
12 ダイトウキョウ 牡5鹿 56 岩田 康誠市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 464－ 21：09．21� 4．3
47 ス ズ カ ゼ 牝3鹿 52 武士沢友治 	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 476＋ 4 〃 ハナ 16．9�
612 カ レ ン 牝3栗 51 井上 敏樹�ミルファーム 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 476＋ 61：09．41 62．4�
714 レンイングランド 牡5芦 55 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 532＋ 6 〃 クビ 74．4�
35 タカラジャンヌ 牝6鹿 51 木幡 育也村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 422－141：09．5クビ 85．7�
24 ブライトエンジェル 牝3黒鹿50 吉田 豊下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 434－ 6 〃 アタマ 173．3�
611 トロピカルガーデン 牝5鹿 51 武藤 雅田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 486＋ 4 〃 クビ 67．6�
59 	 サウスキング 牡6黒鹿53 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 B476± 01：09．92 123．2�
815
 アースミステリー 牡3栗 53 津村 明秀 	グリーンファーム和田 正道 米 Best A Luck

Farm LLC B462＋ 21：10．43 25．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 48，684，100円 複勝： 70，312，200円 枠連： 42，017，600円
馬連： 145，981，300円 馬単： 58，193，300円 ワイド： 70，881，600円
3連複： 186，680，100円 3連単： 243，034，500円 計： 865，784，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 220円 � 260円 枠 連（3－4） 1，850円

馬 連 �� 2，500円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，130円 �� 810円

3 連 複 ��� 6，060円 3 連 単 ��� 31，980円

票 数

単勝票数 計 486841 的中 � 49441（5番人気）
複勝票数 計 703122 的中 � 64969（5番人気）� 87719（3番人気）� 70509（4番人気）
枠連票数 計 420176 的中 （3－4） 17514（7番人気）
馬連票数 計1459813 的中 �� 45217（9番人気）
馬単票数 計 581933 的中 �� 8572（18番人気）
ワイド票数 計 708816 的中 �� 17027（9番人気）�� 15997（11番人気）�� 22936（8番人気）
3連複票数 計1866801 的中 ��� 23068（14番人気）
3連単票数 計2430345 的中 ��� 5508（67番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．0―11．3―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．6―44．9―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウスイヅキ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．8．9 小倉1着

2013．4．2生 牝4鹿 母 ヴィトンクイーン 母母 クッドビークイーン 18戦3勝 賞金 38，553，000円
※ブライトエンジェル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



21143 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第53回農林水産省賞典 新潟記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，28．9．3以降29．8．27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

農林水産大臣賞・新潟馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

11 タツゴウゲキ 牡5鹿 55 秋山真一郎鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 486＋ 41：57．9 12．0�
611 アストラエンブレム 牡4鹿 56．5 M．デムーロ �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 クビ 3．5�
47 カフジプリンス 牡4栗 55 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 524± 0 〃 ハナ 31．9�
817 ウインガナドル 牡3黒鹿52 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 41：58．0� 19．6�
48 フ ル ー キ ー 牡7青鹿57 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 498＋ 6 〃 ハナ 25．2	
612 マイネルフロスト 牡6芦 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 B488－ 81：58．1クビ 8．6

713 トーセンバジル 牡5黒鹿56 岩田 康誠島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 アタマ 6．0�
35 ロイカバード 牡4黒鹿55 横山 典弘寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 クビ 9．6
36 ハッピーモーメント 牡7鹿 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 498－ 41：58．2� 12．8�
815 マイネルスフェーン 牡3栗 52 丸田 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 41：58．41	 73．1�
510 ソールインパクト 牡5芦 53 大野 拓弥窪田 康志氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 21：58．5� 17．7�
24 ロッカフラベイビー 牝5黒鹿52 内田 博幸山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 ハナ 14．0�
59 スピリッツミノル 牡5栗 55 三浦 皇成吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 21：58．6
 69．3�
12 ルミナスウォリアー 牡6鹿 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 478± 01：58．7クビ 9．5�
23 シャドウウィザード �7黒鹿51 木幡 巧也飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 492＋ 81：58．8
 138．1�
714 ラストインパクト 牡7青鹿57．5 田辺 裕信 �シルクレーシング 角居 勝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 61：59．01 35．2�
816 トルークマクト 牡7鹿 53 江田 照男�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 464± 01：59．53 133．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 228，378，400円 複勝： 340，946，600円 枠連： 197，827，100円
馬連： 819，706，500円 馬単： 313，512，800円 ワイド： 416，225，500円
3連複： 1，442，337，100円 3連単： 2，047，234，100円 計： 5，806，168，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 420円 � 170円 � 710円 枠 連（1－6） 650円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 5，810円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 5，540円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 27，670円 3 連 単 ��� 132，650円

票 数

単勝票数 計2283784 的中 � 151033（6番人気）
複勝票数 計3409466 的中 � 187278（8番人気）� 688219（1番人気）� 102618（12番人気）
枠連票数 計1978271 的中 （1－6） 232512（1番人気）
馬連票数 計8197065 的中 �� 245580（5番人気）
馬単票数 計3135128 的中 �� 40429（16番人気）
ワイド票数 計4162255 的中 �� 93772（8番人気）�� 18953（64番人気）�� 36648（43番人気）
3連複票数 計14423371 的中 ��� 39088（104番人気）
3連単票数 計20472341 的中 ��� 11189（486番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．4―11．7―12．1―12．3―12．0―11．4―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．8―35．2―46．9―59．0―1：11．3―1：23．3―1：34．7―1：45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タツゴウゲキ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Singspiel デビュー 2015．6．6 阪神10着

2012．4．21生 牡5鹿 母 ニシノプルメリア 母母 ニシノムーンライト 18戦5勝 賞金 126，830，000円

21144 9月3日 晴 良 （29新潟2）第12日 第12競走 ��
��1，000�

ら い こ う

雷 光 特 別
発走16時30分 （芝・直線）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�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
53．7
53．7

良
良

816 クラウンルシフェル 牡6栗 57 大野 拓弥�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 B492± 0 55．2 13．4�
817 ミキノドラマー 牡4鹿 57 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 488＋ 8 〃 クビ 4．9�
11 パ ス ト ラ ル 牝3黒鹿53 岩田 康誠岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 456－ 2 55．41� 34．4�
612 フ ァ ド 牝4栗 55 丸田 恭介 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 498－ 4 55．5クビ 6．0�
23 ウ ー マ ッ ハ 牝3鹿 53 吉田 豊鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 464± 0 55．6	 55．9�
36 ヤマニンベルベーヌ 牝3栗 53 菅原 隆一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 472＋ 6 〃 クビ 43．7	
714 トワイライトライフ 牝3鹿 53 内田 博幸 
サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 4 55．7
 9．0�
24 キャラメルフレンチ 牝3栗 53 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 惣田 英幸 458＋ 6 55．91� 9．9�
510 クラウンアゲン 牝4青鹿55 三浦 皇成浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 436＋ 2 〃 アタマ 4．4
611�� オーバーウェルム 牡5黒鹿57 木幡 巧也�Basic 池上 昌和 加 Ballycroy

Training Centre B452± 0 〃 クビ 192．0�
715 スノードーナツ 牝3黒鹿53 岩部 純二
ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 472－ 4 56．0クビ 8．7�
713� ケイビイノキセキ 牡5鹿 57 村田 一誠菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 B524＋ 4 〃 クビ 10．2�
818 サンドベージュ 牝3栗 53 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 458－ 2 〃 クビ 50．5�
47 ラブリイメッセージ 牝3鹿 53 津村 明秀�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B454＋14 56．1
 58．8�
59 マイティジャック 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 454± 0 56．42 103．0�
35 ダイヤインザラフ 牝3黒鹿53 田中 勝春 �ローレルレーシング 尾関 知人 新冠 樋渡 志尚 422＋10 56．61� 44．8�
48 � ヒマラヤキンラン 牝4鹿 55 井上 敏樹辻 大作氏 小桧山 悟 新ひだか 千代田牧場 436＋ 8 56．7
 230．4�
12 バトルグランドリイ 牝4鹿 55 江田 照男飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 446－10 56．91� 79．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 99，579，200円 複勝： 120，819，300円 枠連： 80，760，200円 馬連： 243，921，300円 馬単： 101，505，100円
ワイド： 134，640，700円 3連複： 352，518，000円 3連単： 497，926，400円 5重勝： 545，299，700円 計： 2，176，969，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 450円 � 230円 � 790円 枠 連（8－8） 2，170円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 8，840円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 7，130円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 46，760円 3 連 単 ��� 257，850円

5 重 勝
対象競走：札幌11R／小倉11R／新潟11R／札幌12R／新潟12R

キャリーオーバー なし����� 42，412，190円

票 数

単勝票数 計 995792 的中 � 59196（8番人気）
複勝票数 計1208193 的中 � 66758（8番人気）� 163058（3番人気）� 35142（9番人気）
枠連票数 計 807602 的中 （8－8） 28743（10番人気）
馬連票数 計2439213 的中 �� 52298（17番人気）
馬単票数 計1015051 的中 �� 8606（42番人気）
ワイド票数 計1346407 的中 �� 27166（18番人気）�� 4768（65番人気）�� 11361（29番人気）
3連複票数 計3525180 的中 ��� 5653（126番人気）
3連単票数 計4979264 的中 ��� 1400（675番人気）
5重勝票数 計5452997 的中 ����� 9

ハロンタイム 12．1―10．2―10．8―10．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．3―33．1―43．6

上り4F43．1－3F32．9
勝馬の
紹 介

クラウンルシフェル �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2013．10．26 東京7着

2011．4．8生 牡6栗 母 サ ザ ン ベ ル 母母 タケノスピカ 18戦3勝 賞金 30，858，000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 スミレタンポポ号・タカラユメ号

３レース目 ５レース目



（29新潟2）第12日 9月3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 195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

239，930，000円
15，250，000円
2，520，000円
28，590，000円
79，093，000円
6，173，800円
1，872，000円

勝馬投票券売得金
675，272，100円
1，088，450，700円
497，962，500円
1，849，047，300円
797，371，600円
994，860，500円
2，812，012，100円
3，966，958，300円
545，299，700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 13，227，234，800円

総入場人員 19，776名 （有料入場人員 16，726名）



平成29年度 第2回新潟競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，157頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

2，585，670，000円
34，160，000円
191，170，000円
19，330，000円
295，310，000円
866，931，000円
63，229，800円
20，707，200円

勝馬投票券売得金
6，656，305，500円
9，501，501，700円
4，021，597，700円
16，102，109，800円
7，541，083，000円
8，658，434，800円
22，065，919，300円
33，205，984，700円
2，738，643，700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 110，491，580，200円

総入場延人員 166，754名 （有料入場延人員 120，591名）
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