
21025 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3日 第1競走 ��
��1，800�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
1：46．6
1：45．9

良
良

810 ロジャージーニアス 牡2鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 470＋ 21：48．1 3．4�
33 モカチョウサン 牝2栗 54 戸崎 圭太�チョウサン 中舘 英二 平取 坂東牧場 422± 01：48．42 3．4�
811 サ ノ サ ン 牡2黒鹿54 石橋 脩佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 424－ 61：48．72 5．8�
66 マイネルシクザール 牡2黒鹿54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 浦河 有限会社
松田牧場 538＋ 41：49．33� 40．5�

79 � バレットテソーロ 牝2鹿 54 大野 拓弥了德寺健二氏 金成 貴史 愛 Lynch Bages &
Camas Park Stud 468＋121：49．61	 86．1�

67 ジェネラルシップ 牡2黒鹿54 内田 博幸 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 黒岩 陽一 新冠 松浦牧場 434± 01：49．7� 3．8	

44 トキメキジュピター 牡2黒鹿 54
53 ☆木幡 巧也片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 浦河 室田 千秋 482－12 〃 ハナ 106．7


55 コスモジラソウ 牡2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 市川フアーム 476＋ 21：49．91� 12．7�
22 サロルンカムイ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎�谷口牧場 天間 昭一 新ひだか 坂本 智広 424－121：50．11
 94．2
11 ブルベアミョウガ 牡2鹿 54 丸田 恭介 �ブルアンドベア 森田 直行 平取 船越 伸也 494＋ 41：52．0大差 26．3�
78 ブルベアコマツナ 牡2鹿 54

51 ▲武藤 雅 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか 下屋敷牧場 420－ 61：52．2	 152．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，534，500円 複勝： 30，048，500円 枠連： 10，564，000円
馬連： 42，833，100円 馬単： 24，145，200円 ワイド： 25，691，100円
3連複： 56，245，800円 3連単： 86，013，400円 計： 299，075，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 140円 枠 連（3－8） 330円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 280円 �� 350円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 5，190円

票 数

単勝票数 計 235345 的中 � 57640（1番人気）
複勝票数 計 300485 的中 � 63963（2番人気）� 61417（3番人気）� 48461（4番人気）
枠連票数 計 105640 的中 （3－8） 24452（1番人気）
馬連票数 計 428331 的中 �� 49645（3番人気）
馬単票数 計 241452 的中 �� 13630（6番人気）
ワイド票数 計 256911 的中 �� 24428（3番人気）�� 18330（5番人気）�� 16182（6番人気）
3連複票数 計 562458 的中 ��� 37800（4番人気）
3連単票数 計 860134 的中 ��� 12000（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．7―49．3―1：01．4―1：13．5―1：25．3―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロジャージーニアス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Red Ransom デビュー 2017．6．11 東京5着

2015．4．8生 牡2鹿 母 クリミナルコード 母母 ク ラ イ ム 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔発走状況〕 コスモジラソウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 マイネルシクザール号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアコマツナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月5日まで平地

競走に出走できない。

21026 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （芝・直線）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
55．0
55．0

良
良

23 フローラルシトラス 牝2黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子�KTレーシング 武井 亮 浦河 桑田牧場 406－ 4 55．9 6．8�

24 キミワテンマ 牡2鹿 54 戸崎 圭太浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 464－ 6 56．43 1．9�
714 ド ゥ ル ガ ー 牝2青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 正徳 日高 小西ファーム 416± 0 56．61 39．4�
816 ウインファルコン 牡2黒鹿54 柴田 大知�ウイン 奥平 雅士 青森 スプリングファーム 442－ 4 〃 クビ 10．9�
35 ピ カ ピ カ 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 476－ 4 56．81� 50．5	
612 オマツリサワギ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 436＋16 〃 クビ 7．0

48 スーパーマジック 牡2芦 54 北村 宏司 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 432－ 4 57．01� 34．6�
510 モテモテホマックス 牡2栗 54 岩田 康誠 �スピードファーム和田 正道 浦河 村下農場 446－ 6 57．21 49．6�
59 クリノモリゾ 牝2鹿 54 石橋 脩栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 422＋ 2 57．51� 70．8
611 カーネーション 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗�ミルファーム 奥平 雅士 日高 竹島 幸治 454－ 6 57．6	 26．3�
815 パリモンマルトル 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム 436－ 2 57．81	 7．5�
713 シゲルソラマメ 牡2鹿 54

51 ▲武藤 雅森中 蕃氏 粕谷 昌央 日高 新井 昭二 436± 0 〃 アタマ 119．3�
11 ラテンリズム 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 松山 将樹 浦河 高昭牧場 436－ 4 〃 アタマ 406．4�
36 モ ッ ポ サ ン 牡2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 田中 清隆 浦河 ミルファーム 480－12 〃 ハナ 407．6�
12 ナ タ ー シ ャ 牝2青鹿54 菅原 隆一�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462＋ 4 58．12 227．3�
47 スプンタマンユ 牡2青鹿 54

53 ☆木幡 巧也�ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム 470－ 2 58．2クビ 267．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，946，500円 複勝： 35，861，400円 枠連： 20，230，700円
馬連： 55，012，100円 馬単： 30，644，600円 ワイド： 34，911，600円
3連複： 79，680，600円 3連単： 104，505，500円 計： 392，793，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 110円 � 520円 枠 連（2－2） 610円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，450円

ワ イ ド �� 270円 �� 2，620円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 27，950円

票 数

単勝票数 計 319465 的中 � 39917（2番人気）
複勝票数 計 358614 的中 � 50194（2番人気）� 119242（1番人気）� 10672（8番人気）
枠連票数 計 202307 的中 （2－2） 25417（3番人気）
馬連票数 計 550121 的中 �� 68528（1番人気）
馬単票数 計 306446 的中 �� 15845（4番人気）
ワイド票数 計 349116 的中 �� 39432（1番人気）�� 3052（31番人気）�� 6098（15番人気）
3連複票数 計 796806 的中 ��� 10736（17番人気）
3連単票数 計1045055 的中 ��� 2710（89番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．9―10．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．3―44．1

上り4F43．9－3F33．5
勝馬の
紹 介

フローラルシトラス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2017．7．22 福島4着

2015．1．25生 牝2黒鹿 母 ケイティマイヒメ 母母 ラスキンウォーク 2戦1勝 賞金 6，100，000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３日



21027 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 ヤマニンシレーナ 牝3黒鹿 54
51 ▲森 裕太朗土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 456－ 21：56．4 66．6�

59 コスモメイプル 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 462－10 〃 クビ 7．4�
35 シンボリスーマラン 牡3鹿 56 石橋 脩シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 458－201：56．6� 19．8�
58 フェアウエル 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也加藤 徹氏 柴田 政人 新ひだか 本桐牧場 404＋ 2 〃 アタマ 193．7�
23 グリフレット 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅 �社台レースホース水野 貴広 千歳 社台ファーム B436＋ 6 〃 ハナ 22．7�
713 エスペレラヴニール 牝3鹿 54 西田雄一郎藤井 亮輔氏 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム B450－ 6 〃 ハナ 61．4	
46 オメガジェルベーラ 牡3栗 56 内田 博幸原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 482－ 21：56．81� 1．9

712 デ ス ト ロ イ 牡3栗 56 柴田 善臣諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B500± 01：57．01 3．0�
815 クリノアパッチ 牡3栗 56 武士沢友治栗本 博晴氏 天間 昭一 新冠 佐藤牧場 452± 01：58．49 423．5�
610 キーネットワーク 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎北前孔一郎氏 相沢 郁 日高 豊田田村牧場 484＋101：58．5クビ 9．3
47 ブリリアントレター 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子熊坂 俊一氏 根本 康広 福島 農事組合法人
天栄牧場 436－141：58．71� 69．7�

34 タ ネ ノ オ ー 牡3青鹿56 西村 太一種村 良平氏 久保田貴士 洞�湖 レイクヴィラファーム B482－ 21：59．01� 130．4�
814 ハ ル ナ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464－ 91：59．32 137．0�
11 ヤマニンレナータ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 454－ 6 〃 クビ 347．8�
611 ストレンジャー 牡3黒鹿56 丸田 恭介�KTレーシング 奥村 武 新冠 的場牧場 478± 01：59．62 62．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，959，900円 複勝： 30，518，900円 枠連： 12，156，900円
馬連： 43，624，400円 馬単： 26，054，800円 ワイド： 25，525，700円
3連複： 56，895，200円 3連単： 91，551，600円 計： 306，287，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，660円 複 勝 � 1，150円 � 330円 � 610円 枠 連（2－5） 5，090円

馬 連 �� 22，890円 馬 単 �� 75，440円

ワ イ ド �� 4，490円 �� 7，760円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 63，030円 3 連 単 ��� 562，490円

票 数

単勝票数 計 199599 的中 � 2397（9番人気）
複勝票数 計 305189 的中 � 6425（9番人気）� 27535（3番人気）� 12868（5番人気）
枠連票数 計 121569 的中 （2－5） 1850（12番人気）
馬連票数 計 436244 的中 �� 1477（32番人気）
馬単票数 計 260548 的中 �� 259（80番人気）
ワイド票数 計 255257 的中 �� 1454（31番人気）�� 835（41番人気）�� 4355（13番人気）
3連複票数 計 568952 的中 ��� 677（86番人気）
3連単票数 計 915516 的中 ��� 118（596番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．0―12．6―12．8―13．2―13．3―12．9―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．9―50．5―1：03．3―1：16．5―1：29．8―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F39．9
1
3
8（7，13）－（3，12）（1，14）10（2，6）（5，9，11）－（4，15）
13－8（3，14）（7，12，5）（1，9）6（2，10，11）－4，15

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンシレーナ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．5．20 新潟10着

2014．5．8生 牝3黒鹿 母 ヤマニンミュゼット 母母 ヤマニンリファイン 4戦1勝 賞金 5，000，000円

21028 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3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）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：01．4良

33 アムールスキー 牡6鹿 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 63：03．1 3．6�

58 マジェスティハーツ 牡7鹿 60 森 一馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 520＋163：03．31 4．2�

711 ポセイドンバローズ 牡7栗 60 小坂 忠士猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 新冠 新冠橋本牧場 474－ 43：04．04 28．1�
69 メイショウアラワシ 牡6栗 64 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 474＋ 4 〃 ハナ 16．4�
22 プランスペスカ 牡7鹿 60 熊沢 重文山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 466－ 23：04．53 6．1	
57 ウインセイヴィア 牡5栗 60 草野 太郎�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 464－ 83：04．6クビ 88．0

610 サトノセレリティ 牡6鹿 60 石神 深一里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 498＋ 83：04．81� 7．1�
813 シャイニーサンダー 牡4青鹿60 蓑島 靖典小林 昌志氏 伊藤 伸一 平取 雅 牧場 482－ 43：05．01� 22．1�
46 ツジスーパーサクラ 牝5芦 60 平沢 健治辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 474± 03：05．32 5．0
45 リヴゴーシュ �5栗 62 林 満明�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋ 23：05．4クビ 56．2�
712 マイネルレハイム 牡5栗 60 金子 光希 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 478－123：05．5� 100．1�
34 ハギノセゾン 牝6青鹿58 中村 将之安岡美津子氏 	島 一歩 浦河 村下 明博 488＋103：05．71� 119．2�
814
 グリーティングワン 牡7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 418－ 83：08．1大差 134．8�
11 ピースメーカー 牡6鹿 60 白浜 雄造小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 03：13．1大差 21．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，772，400円 複勝： 25，670，200円 枠連： 12，708，800円
馬連： 41，240，200円 馬単： 21，503，600円 ワイド： 24，869，500円
3連複： 61，331，400円 3連単： 81，396，400円 計： 288，492，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 160円 � 560円 枠 連（3－5） 840円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，020円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 9，310円 3 連 単 ��� 30，810円

票 数

単勝票数 計 197724 的中 � 43199（1番人気）
複勝票数 計 256702 的中 � 60794（1番人気）� 44360（2番人気）� 7831（9番人気）
枠連票数 計 127088 的中 （3－5） 11602（1番人気）
馬連票数 計 412402 的中 �� 40716（1番人気）
馬単票数 計 215036 的中 �� 9838（1番人気）
ワイド票数 計 248695 的中 �� 18325（2番人気）�� 2981（25番人気）�� 2534（28番人気）
3連複票数 計 613314 的中 ��� 4939（34番人気）
3連単票数 計 813964 的中 ��� 1915（104番人気）
上り 1マイル 1：41．8 4F 48．5－3F 36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アムールスキー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．12．8 中山4着

2011．2．6生 牡6鹿 母 ビワパシフィカス 母母 パシフィカス 障害：7戦2勝 賞金 35，100，000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 シベリアンタイガー号・ビットアレグロ号



21029 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

11 ウラヌスチャーム 牝2黒鹿54 石橋 脩�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498 ―1：38．2 9．0�
710 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 462 ― 〃 ハナ 3．8�
55 ノーブルカリナン 牝2黒鹿54 M．デムーロ �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 438 ―1：38．41� 2．4�
68 パイオニアバイオ 牝2鹿 54 柴田 善臣バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 412 ―1：38．61� 15．7�
67 エイカイマドンナ 牝2鹿 54 戸崎 圭太二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 428 ―1：38．81� 5．3	
79 ノーフェイク 牡2鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440 ―1：39．01� 11．6

44 タイドオーバー 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 420 ―1：39．21� 111．0�
812 ロ ジ ピ エ ナ 牝2栗 54 大野 拓弥久米田正明氏 菊沢 隆徳 新ひだか 池田牧場 448 ―1：39．52 93．7�
811 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 444 ―1：39．6� 78．4
56 ジョリルミエール 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 428 ―1：39．7� 61．4�
33 ラングドック 牡2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム 426 ― 〃 クビ 180．3�
22 ミ フ ラ ー ブ 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 486 ―1：40．55 84．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，652，700円 複勝： 32，141，000円 枠連： 12，831，800円
馬連： 50，978，200円 馬単： 29，303，600円 ワイド： 30，295，400円
3連複： 63，360，100円 3連単： 93，977，900円 計： 349，540，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 180円 � 130円 � 120円 枠 連（1－7） 1，350円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 4，220円

ワ イ ド �� 460円 �� 430円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 13，310円

票 数

単勝票数 計 366527 的中 � 34253（4番人気）
複勝票数 計 321410 的中 � 34764（4番人気）� 62419（2番人気）� 87860（1番人気）
枠連票数 計 128318 的中 （1－7） 7329（5番人気）
馬連票数 計 509782 的中 �� 24863（6番人気）
馬単票数 計 293036 的中 �� 5206（17番人気）
ワイド票数 計 302954 的中 �� 15189（5番人気）�� 16884（4番人気）�� 40366（1番人気）
3連複票数 計 633601 的中 ��� 37518（2番人気）
3連単票数 計 939779 的中 ��� 5116（42番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．7―13．6―13．0―11．6―10．1―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．1―38．8―52．4―1：05．4―1：17．0―1：27．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F32．8
3 2（5，8）（4，9）7（11，10）（3，6，1，12） 4 ・（2，5，8）（4，7，9）（11，10）（6，12）1－3

勝馬の
紹 介

ウラヌスチャーム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2015．3．27生 牝2黒鹿 母 アメジストリング 母母 インフェイヴァー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21030 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走13時00分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

713� クロースリーニット 牡3鹿 56 戸崎 圭太飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-
take Iida B534－ 21：13．6 4．1�

610 デザートトリップ 牡3鹿 56 的場 勇人 �グランデオーナーズ 的場 均 新冠 カミイスタット 476＋161：13．7� 22．9�
46 マーブルフラッシュ 牡3栗 56 吉田 豊西村 專次氏 田島 俊明 平取 赤石牧場 446＋ 41：13．8	 12．5�
58 ヴ ィ オ ラ 牝3黒鹿54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 81：14．01
 4．4�
35 キ ャ ル フ 牝3鹿 54 丸田 恭介佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 458－ 61：14．1クビ 211．7�
59 メジャーロール 牡3鹿 56 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446－101：14．52	 12．3	
712 ラッシュバンガード 牡3栗 56 西村 太一柳内 光子氏 久保田貴士 日高 木村牧場 448 ―1：14．71	 93．6

815 ダンスウィズユー 牝3黒鹿54 小野寺祐太 �シルクレーシング 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム B562－ 21：14．8クビ 48．1�
611 アグリツーリスモ 牡3栗 56 石橋 脩 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 462－ 6 〃 ハナ 2．3
23 モダンフォーチュン 牝3青鹿 54

51 ▲武藤 雅田島榮二郎氏 田島 俊明 浦河 高村牧場 454－ 41：15．01
 69．5�
22 ドナペリドット 牝3青鹿54 津村 明秀田� 秀郎氏 池上 昌和 安平 追分ファーム B458＋ 21：15．21
 54．9�
814 イチネンイチクミ 牡3栗 56 嶋田 純次藤本 彰氏 武市 康男 浦河 小島牧場 426－ 51：15．62	 228．3�
34 テンエイハヤブサ 牡3鹿 56 杉原 誠人熊坂 俊一氏 佐藤 吉勝 福島 農事組合法人

天栄牧場 434± 01：15．7	 256．0�
47 スズマッカートニー 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 464－ 41：16．02 12．4�
11 トーアウラシマ �3鹿 56 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 B516＋121：17．06 150．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，628，500円 複勝： 36，145，200円 枠連： 15，174，700円
馬連： 55，474，500円 馬単： 28，056，500円 ワイド： 33，942，000円
3連複： 71，055，200円 3連単： 94，555，200円 計： 361，031，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 460円 � 270円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 6，310円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 850円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 12，150円 3 連 単 ��� 52，850円

票 数

単勝票数 計 266285 的中 � 51283（2番人気）
複勝票数 計 361452 的中 � 61775（2番人気）� 17175（7番人気）� 34430（4番人気）
枠連票数 計 151747 的中 （6－7） 25039（2番人気）
馬連票数 計 554745 的中 �� 9698（16番人気）
馬単票数 計 280565 的中 �� 3331（26番人気）
ワイド票数 計 339420 的中 �� 6276（16番人気）�� 10559（9番人気）�� 5045（17番人気）
3連複票数 計 710552 的中 ��� 4385（33番人気）
3連単票数 計 945552 的中 ��� 1297（156番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．7―12．7―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．7―47．4―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クロースリーニット �
�
父 Bellamy Road �

�
母父 Rahy デビュー 2016．7．2 福島2着

2014．5．2生 牡3鹿 母 Romantic Romance 母母 Regent’s Fancy 8戦1勝 賞金 12，900，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 アサムシホープ号・キップヨシ号・キロロチャン号・タニセンジュピター号・ハニーポット号・

レディーフランソワ号



21031 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3日 第7競走 ��
��2，200�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
2：11．0
2：09．9

良
良

24 ブルースカイハーツ 牡3黒鹿 56
53 ▲武藤 雅 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 438－ 42：13．2 9．2�
510 ルーラーキング 牡3鹿 56 戸崎 圭太宮本 貞雄氏 小笠 倫弘 日高 石原牧場 454－ 62：13．41� 2．3�
47 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 444± 02：13．61 30．3�
817 マイネルハレオ 牡3栗 56 柴田 大知 �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± 02：13．92 12．4�
714 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 454－ 8 〃 クビ 15．8�
36 テイクオングレース 牡3芦 56 西田雄一郎�G1レーシング 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478－ 22：14．53� 87．9	
35 セイカファシノーザ 牝3黒鹿54 菱田 裕二久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 420－ 2 〃 クビ 214．2

48 ベストプライド 牡3黒鹿56 大野 拓弥堀口 晴男氏 松山 将樹 日高 日西牧場 438－ 22：14．6� 22．1�
612 スターライトブルー 牡3黒鹿56 岩田 康誠青芝商事� 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－ 4 〃 クビ 2．8�
715 ポイントオブエイム 牡3青鹿 56

55 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 築紫 洋 464± 02：14．92 267．5
12 シャトウチョウサン 牝3鹿 54 石神 深一�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 438－182：15．0クビ 177．9�
59 パ ッ キ ー ノ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太吉田 和美氏 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 486± 0 〃 クビ 76．6�
818 コスモアルメナーラ 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 42：15．1� 210．5�
23 ピンクスパイダー 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 北田 剛 420－10 〃 ハナ 22．5�
11 アーネストホープ 牡3栗 56 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 490± 0 〃 クビ 30．6�
816 タイセイロブスト 牡3鹿 56 吉田 隼人田中 成奉氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538± 02：15．2� 146．8�
611 アルングリム 牡3青鹿56 吉田 豊村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B524－ 22：15．41 196．5�
713 クインズチラゴー 牡3黒鹿56 武士沢友治亀田 和弘氏 小島 茂之 新ひだか 前田牧場 450－122：15．61� 97．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，895，700円 複勝： 39，529，400円 枠連： 17，292，400円
馬連： 63，071，100円 馬単： 30，747，200円 ワイド： 39，540，400円
3連複： 82，823，800円 3連単： 112，240，800円 計： 414，140，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 330円 � 150円 � 550円 枠 連（2－5） 770円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 630円 �� 2，710円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 7，890円 3 連 単 ��� 52，970円

票 数

単勝票数 計 288957 的中 � 25126（3番人気）
複勝票数 計 395294 的中 � 27417（4番人気）� 96440（2番人気）� 14341（9番人気）
枠連票数 計 172924 的中 （2－5） 17400（2番人気）
馬連票数 計 630711 的中 �� 34300（3番人気）
馬単票数 計 307472 的中 �� 6050（13番人気）
ワイド票数 計 395404 的中 �� 16964（3番人気）�� 3574（26番人気）�� 9408（12番人気）
3連複票数 計 828238 的中 ��� 7866（26番人気）
3連単票数 計1122408 的中 ��� 1536（162番人気）

ハロンタイム 13．3―11．1―11．8―12．5―13．0―12．3―12．4―12．2―11．5―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．3―24．4―36．2―48．7―1：01．7―1：14．0―1：26．4―1：38．6―1：50．1―2：01．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ブルースカイハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kaldounevees デビュー 2016．9．11 中山3着

2014．4．17生 牡3黒鹿 母 エイプリルスカイズ 母母 Aynthia 8戦1勝 賞金 7，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ピースワンデュー号

21032 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

610 フクサンローズ 牝3鹿 52 戸崎 圭太小沼 博氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 460＋ 21：53．9 3．4�
34 コパノビジン 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 B458－ 41：54．0� 7．1�
22 アドマイヤウイング 牝6鹿 55 中谷 雄太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 クビ 35．8�
713 リリカルホワイト 牝4芦 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 532＋ 81：54．31� 2．6�
815 アームズレングス 牝4鹿 55 大野 拓弥 �いとはんホール

ディングス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 494＋ 41：54．4� 6．9�
814 コウセイマユヒメ 牝6鹿 55

52 ▲武藤 雅杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 460－ 61：55．03� 49．2	
23 ボールドアテンプト 牝4黒鹿55 北村 宏司
G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 2 〃 クビ 27．8�
35 ス ク ラ ッ タ 牝4黒鹿55 横山 典弘吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 404－ 21：55．1クビ 41．0�
611 レディーゴー 牝4鹿 55 吉田 豊髙岡 義雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 B488＋ 2 〃 クビ 113．2
59 シフォンカール 牝4芦 55 岩田 康誠 �シルクレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 452－ 61：55．42 64．9�
46 メイショウアテン 牝3鹿 52

51 ☆木幡 巧也松本 好雄氏 小島 太 様似 中脇 一幸 468－ 41：55．93 41．3�
11 シトロプシス 牝4鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470－ 41：56．32� 17．8�
58 ア ウ ア ウ 牝4鹿 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス
 奥村 武 日高 日高大洋牧場 500－101：56．72� 73．4�
47 ヤマイチジャスティ 牝4鹿 55 田中 勝春菊地 祐司氏 高市 圭二 浦河 信岡牧場 486－ 21：58．6大差 15．4�
712� プリマレジェンド 牝4栗 55 宮崎 北斗
G1レーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム 498＋141：59．77 267．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，197，600円 複勝： 55，074，000円 枠連： 19，465，500円
馬連： 84，485，700円 馬単： 37，458，200円 ワイド： 49，967，200円
3連複： 106，049，700円 3連単： 138，626，700円 計： 531，324，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 220円 � 490円 枠 連（3－6） 1，320円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 550円 �� 2，590円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 16，810円 3 連 単 ��� 62，890円

票 数

単勝票数 計 401976 的中 � 94488（2番人気）
複勝票数 計 550740 的中 � 109705（2番人気）� 65812（4番人気）� 22874（7番人気）
枠連票数 計 194655 的中 （3－6） 11421（5番人気）
馬連票数 計 844857 的中 �� 43817（4番人気）
馬単票数 計 374582 的中 �� 11835（6番人気）
ワイド票数 計 499672 的中 �� 24858（4番人気）�� 4757（31番人気）�� 6261（24番人気）
3連複票数 計1060497 的中 ��� 4730（52番人気）
3連単票数 計1386267 的中 ��� 1598（203番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―12．3―12．9―12．8―12．8―13．0―12．8―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―35．8―48．7―1：01．5―1：14．3―1：27．3―1：40．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．6
1
3
13（4，8）12，1，11（3，15）2，7－10，9，14，6－5
13，4－（11，8，15）2（1，3，12）7（9，10）14（6，5）

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

勝馬の
紹 介

フクサンローズ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．3．26 中京2着

2014．3．22生 牝3鹿 母 エレガントフラッグ 母母 ジュビロレディ 3戦2勝 賞金 14，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリマレジェンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月5日まで平地競

走に出走できない。



21033 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3日 第9競走 ��
��1，400�ダ リ ア 賞

発走14時35分 （芝・左）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

89 タイセイプライド 牡2青鹿54 M．デムーロ田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 508＋ 61：22．4 1．5�
88 シャインカメリア 牝2芦 54 吉田 豊皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 472＋ 21：22．71� 13．6�
55 ニシノベースマン 牡2黒鹿54 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 藤原牧場 436＋121：22．8	 4．8�
33 フィルハーモニー 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 21：23．01	 9．6�
77 スプリングマン 牡2黒鹿54 内田 博幸山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 斉藤 政志 490＋ 41：23．1	 6．0�
22 ジ ス モ ン ダ 牝2鹿 54 岩部 純二	ミルファーム 谷原 義明 日高 シンボリ牧場 460－ 41：23．31	 48．5

11 ナムラストロベリー 牝2鹿 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 434＋ 21：23．61� 64．6�
66 ソ ン タ ク 牡2鹿 54 的場 勇人田頭 勇貴氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 436－ 4 〃 クビ 304．0�
44 サ ラ ー ト 牝2鹿 54 嶋田 純次	ミルファーム 萱野 浩二 新ひだか 大典牧場 454＋ 61：24．02	 456．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 56，524，500円 複勝： 120，722，400円 枠連： 14，026，800円
馬連： 79，449，600円 馬単： 59，331，200円 ワイド： 42，764，800円
3連複： 87，769，800円 3連単： 262，712，400円 計： 723，301，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 130円 枠 連（8－8） 930円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 300円 �� 140円 �� 530円

3 連 複 ��� 920円 3 連 単 ��� 3，470円

票 数

単勝票数 計 565245 的中 � 284370（1番人気）
複勝票数 計1207224 的中 � 881223（1番人気）� 41222（5番人気）� 91232（3番人気）
枠連票数 計 140268 的中 （8－8） 11574（4番人気）
馬連票数 計 794496 的中 �� 71943（4番人気）
馬単票数 計 593312 的中 �� 35829（5番人気）
ワイド票数 計 427648 的中 �� 31271（4番人気）�� 106570（1番人気）�� 15543（9番人気）
3連複票数 計 877698 的中 ��� 70842（5番人気）
3連単票数 計2627124 的中 ��� 54820（10番人気）

ハロンタイム 12．9―10．6―11．6―12．0―12．0―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―23．5―35．1―47．1―59．1―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．3
3 8－9（5，7）3，2，1，4－6 4 8（9，5，7）－3（2，1）－4－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイプライド �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2017．7．2 中京1着

2015．3．25生 牡2青鹿 母 キャニオンリリー 母母 ミスフアピー 2戦2勝 賞金 23，210，000円

21034 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

し な の が わ

信 濃 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，1，000万円以下，28．8．6以降29．7．30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 294，000円 84，000円 42，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

45 キ セ キ 牡3黒鹿54 M．デムーロ石川 達絵氏 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 498＋ 81：56．9 2．0�
11 ブラックプラチナム 牡4青鹿56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 490± 01：57．11� 2．6�
814 サーレンブラント 牡3鹿 53 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 450＋ 41：57．42 9．4�
33 リ ノ リ オ 牡6黒鹿54 丸田 恭介�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 514± 01：57．82� 49．6�
46 ヒメタチバナ 牝4黒鹿52 内田 博幸岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 462－ 21：57．9� 26．7�
711 ビービーガウディ 牡3栗 53 大野 拓弥	坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 462－ 61：58．43 26．4

57 ゴールドエッセンス 牝5鹿 52 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B416＋ 21：58．61� 17．4�
813 キズナエンドレス 牝6鹿 51 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 470－ 4 〃 クビ 174．7�
69 	 シンボリタピット 牡5鹿 54 木幡 巧也シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 490± 01：58．81 25．8
610 レ ン ト ラ ー 
5黒鹿54 熊沢 重文 	キャロットファーム 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 444± 01：59．43� 33．0�
58 スワンボート 牡7鹿 50 野中悠太郎田頭 勇貴氏 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 464± 01：59．5� 485．0�
22 ダイナミックアロー 牡4鹿 54 三津谷隼人小川 勲氏 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 490－ 4 〃 クビ 39．0�
712 ラウレアブルーム 牡5鹿 54 森 裕太朗横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 506＋ 22：00．35 86．0�
34 スパーブデイ 牡6鹿 53 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 528± 02：01．04 186．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 57，050，200円 複勝： 70，009，400円 枠連： 27，359，800円
馬連： 145，041，300円 馬単： 70，818，700円 ワイド： 70，975，800円
3連複： 178，864，300円 3連単： 305，824，900円 計： 925，944，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（1－4） 240円

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 140円 �� 320円 �� 360円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 1，940円

票 数

単勝票数 計 570502 的中 � 225501（1番人気）
複勝票数 計 700094 的中 � 208734（1番人気）� 187874（2番人気）� 65310（3番人気）
枠連票数 計 273598 的中 （1－4） 87943（1番人気）
馬連票数 計1450413 的中 �� 472831（1番人気）
馬単票数 計 708187 的中 �� 123089（1番人気）
ワイド票数 計 709758 的中 �� 163523（1番人気）�� 47505（2番人気）�� 41686（3番人気）
3連複票数 計1788643 的中 ��� 195615（1番人気）
3連単票数 計3058249 的中 ��� 113908（1番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―11．4―11．9―12．1―12．2―11．9―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―34．9―46．3―58．2―1：10．3―1：22．5―1：34．4―1：45．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ セ キ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．12．11 阪神1着

2014．5．13生 牡3黒鹿 母 ブリッツフィナーレ 母母 ロンドンブリッジ 6戦3勝 賞金 45，162，000円



21035 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3日 第11競走 ��
��1，200�

え ち ご

越後ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，28．8．6以降29．7．30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

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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

22 � エイシンバランサー 牡5芦 56 岩田 康誠�栄進堂 西園 正都 加 Adena
Springs B474－ 41：11．7 3．7�

814 ウインオスカー 牡4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 新冠 中本牧場 B510－ 4 〃 クビ 5．8�
58 ドリームドルチェ 牡5青鹿56 野中悠太郎ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 504－ 41：11．8� 11．6�
35 ドラゴンゲート 牡5栗 55 内田 博幸平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 474－101：12．0� 7．9�
815 ライドオンウインド 牡5栗 55 津村 明秀名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 504＋ 41：12．1� 31．5�
610 ス ミ レ 牝4鹿 55 吉田 隼人林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム B446± 0 〃 クビ 13．9	
712 ヴ ァ ー ノ ン 牡6栗 54 柴田 善臣
日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 498－ 8 〃 ハナ 89．1�
34 ボンボンキャスト 牝5黒鹿52 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 498＋ 21：12．2� 10．5�
713 ハニードント 牝6栗 51 中谷 雄太薪浦 州平氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 466± 0 〃 ハナ 62．0
46 ヒカリブランデー 牡6鹿 56 北村 宏司�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 486± 01：12．41	 13．0�
23 コ ン テ ナ 牡5鹿 55 横山 典弘住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 600＋ 4 〃 アタマ 7．3�
11 ヒカリマサムネ 牡7栗 55 江田 照男�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 464± 01：13．14 48．4�
59 � アースゼウス 牡7栗 54 西田雄一郎 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

B518± 01：13．2� 76．7�
611 マ ハ ロ マ ナ 牝5鹿 52 吉田 豊友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 530± 01：13．3� 26．7�
47 センターピース 牡5栗 55 戸崎 圭太水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 460－ 41：13．4クビ 11．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 79，315，500円 複勝： 125，780，800円 枠連： 72，513，500円
馬連： 288，187，800円 馬単： 110，897，800円 ワイド： 137，068，300円
3連複： 410，574，500円 3連単： 550，439，800円 計： 1，774，778，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 180円 � 250円 枠 連（2－8） 690円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 460円 �� 810円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 4，310円 3 連 単 ��� 17，930円

票 数

単勝票数 計 793155 的中 � 169509（1番人気）
複勝票数 計1257808 的中 � 248483（1番人気）� 184294（2番人気）� 107040（4番人気）
枠連票数 計 725135 的中 （2－8） 80438（2番人気）
馬連票数 計2881878 的中 �� 180438（1番人気）
馬単票数 計1108978 的中 �� 41375（1番人気）
ワイド票数 計1370683 的中 �� 81145（1番人気）�� 42631（5番人気）�� 25940（15番人気）
3連複票数 計4105745 的中 ��� 71397（6番人気）
3連単票数 計5504398 的中 ��� 22253（17番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．5―12．4―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―34．1―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンバランサー �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2015．5．30 京都7着

2012．2．14生 牡5芦 母 Mayomast 母母 Seeking the Blue 19戦5勝 賞金 93，307，000円
〔発走状況〕 エイシンバランサー号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 エイシンバランサー号の騎手岩田康誠は，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：10番）
〔調教再審査〕 エイシンバランサー号は，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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 インディーズゲーム号・グラスエトワール号・クリノリーソクツモ号・スズカシャーマン号・ディープミタカ号・

プレシャスエース号・フレンドスイート号・ヨウライフク号

21036 8月5日 晴 良 （29新潟2）第3日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時30分 （芝・左・外）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

34 ディリジェンテ 牝5栗 55 津村 明秀吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B484± 01：32．8 20．2�
47 レッドマジュール 牝5青鹿55 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 〃 クビ 15．7�
23 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 486＋ 61：33．0� 7．4�
814 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 476＋ 61：33．31� 25．8�
712	 アンドトゥモロー 牝5鹿 55

52 ▲武藤 雅吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 8 〃 ハナ 42．5�

58 フ ィ ビ ュ ラ 牝4芦 55 内田 博幸�G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512＋ 8 〃 クビ 4．7	
610 ロジブリランテ 牡3黒鹿54 戸崎 圭太久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 546－ 21：33．4� 4．8

59 
 サバンナロード �4鹿 57 石橋 脩吉田 和美氏 木村 哲也 米 Michael

Sucher B534± 01：33．5� 22．6�
46 アポロオスカー 牝4鹿 55 横山 典弘アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 大北牧場 450＋ 61：33．6クビ 26．6�
611 クラウンスカイ 牡4青鹿57 吉田 豊�クラウン 小野 次郎 新冠 ヒカル牧場 446± 01：33．7� 196．3
713
 トルセドール 牡6鹿 57 吉田 隼人窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 470－101：33．8� 17．3�
11 ホワイトウインド 牝5芦 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 452－ 81：34．54 90．5�
22 サイレントサード 牡3栗 54 北村 宏司三田 昌宏氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 476＋ 61：34．6クビ 3．8�
815 アオイシンゴ 牡3芦 54 岩田 康誠新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478＋ 61：34．81 9．8�
35 	 ランニングマン 牡3芦 54

51 ▲野中悠太郎杉浦 和也氏 石栗 龍彦 新ひだか 小野 秀治 470－101：35．97 203．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 63，049，800円 複勝： 87，729，200円 枠連： 44，247，200円
馬連： 161，906，000円 馬単： 65，808，700円 ワイド： 91，329，300円
3連複： 213，867，500円 3連単： 291，628，600円 計： 1，019，566，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 500円 � 420円 � 300円 枠 連（3－4） 7，590円

馬 連 �� 15，480円 馬 単 �� 34，490円

ワ イ ド �� 3，180円 �� 2，140円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 28，050円 3 連 単 ��� 200，400円

票 数

単勝票数 計 630498 的中 � 24876（8番人気）
複勝票数 計 877292 的中 � 43755（8番人気）� 53133（6番人気）� 83055（4番人気）
枠連票数 計 442472 的中 （3－4） 4513（21番人気）
馬連票数 計1619060 的中 �� 8102（46番人気）
馬単票数 計 658087 的中 �� 1431（97番人気）
ワイド票数 計 913293 的中 �� 7302（41番人気）�� 10985（27番人気）�� 15583（15番人気）
3連複票数 計2138675 的中 ��� 5718（108番人気）
3連単票数 計2916286 的中 ��� 1055（660番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．6―11．7―11．6―11．4―10．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．4―35．0―46．7―58．3―1：09．7―1：20．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディリジェンテ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．9．6 新潟3着

2012．5．7生 牝5栗 母 トップモーション 母母 プロモーション 16戦2勝 賞金 20，870，000円



（29新潟2）第3日 8月5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 169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

208，920，000円
5，060，000円
16，310，000円
1，170，000円
23，050，000円
68，953，000円
5，208，800円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
483，527，800円
689，230，400円
278，572，100円
1，111，304，000円
534，770，100円
606，881，100円
1，468，517，900円
2，213，473，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，386，276，600円

総入場人員 9，547名 （有料入場人員 7，950名）
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