
21037 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4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

66 ダンツセイケイ 牡2鹿 54 C．ルメール 山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 藤原牧場 458＋ 41：35．5 2．0�
88 ピースユニヴァース 牡2鹿 54 内田 博幸久米田正平氏 尾形 和幸 新冠 秋田牧場 462＋ 21：35．82 3．1�
22 ネイチャータイム 牡2鹿 54

51 ▲野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 日高 中川 欽一 416± 01：36．12 118．0�
55 マイネルカルム 牡2青 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 81：36．2クビ 3．9�
89 フレンドアリス 牝2栗 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 452± 01：36．62� 25．6�
77 レッドチェイサー 牡2栗 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 472＋ 61：37．13 24．1	
44 マイネルフィリップ 牡2黒鹿54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 浦河 一珍棒牧場 448＋ 61：37．2� 71．2

11 ムーンライズ 牝2鹿 54 吉田 隼人平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 432－ 41：37．41 61．3�
33 モリトディライト 牡2栗 54 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 日高 木村牧場 504－ 21：38．03� 85．3�

（9頭）

売 得 金
単勝： 24，792，900円 複勝： 30，170，900円 枠連： 7，194，100円
馬連： 40，403，700円 馬単： 28，158，500円 ワイド： 22，293，400円
3連複： 55，400，300円 3連単： 119，572，900円 計： 327，986，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 760円 枠 連（6－8） 230円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 440円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，550円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 11，300円

票 数

単勝票数 計 247929 的中 � 102129（1番人気）
複勝票数 計 301709 的中 � 130072（1番人気）� 71621（2番人気）� 3728（9番人気）
枠連票数 計 71941 的中 （6－8） 23547（1番人気）
馬連票数 計 404037 的中 �� 119016（1番人気）
馬単票数 計 281585 的中 �� 47364（1番人気）
ワイド票数 計 222934 的中 �� 52397（1番人気）�� 2897（16番人気）�� 2425（19番人気）
3連複票数 計 554003 的中 ��� 8195（14番人気）
3連単票数 計1195729 的中 ��� 7670（32番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．6―12．5―11．7―11．5―10．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―37．0―49．5―1：01．2―1：12．7―1：23．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 6（7，8）1（4，9）2，5，3 4 ・（6，7，8）（1，9）4，2，5－3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツセイケイ 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2017．7．22 中京3着

2015．3．12生 牡2鹿 母 オスカルフランソワ 母母 オ ス カ ル 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 マイネルカルム号の騎手柴田大知は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔その他〕 モリトディライト号は，最後の直線コースで外側に逃避したことについて平地調教注意。
※出走取消馬 アイビリーブ号（疾病〔左前踏創〕のため）

21038 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4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）

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
1：09．2
1：08．7

重
重

46 ハミングパッション 牝3青鹿54 石橋 脩髙嶋 祐子氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム 474－ 21：12．8 15．3�

58 ビ ー レ デ ィ 牝3鹿 54 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 �川フアーム 486＋ 41：13．12 3．0�
35 ジャルダンヴェール 牝3栗 54 伊藤 工真平井 裕氏 金成 貴史 浦河 岡部牧場 436＋ 21：13．41� 9．4�
47 ヒロイックアゲン 牝3黒鹿54 柴田 善臣浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 470＋12 〃 アタマ 7．2�
34 シゲルパンダ 牝3栗 54 大野 拓弥森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 394＋ 61：13．5クビ 15．1�
610 ガレットショコラ 牝3黒鹿54 内田 博幸吉田 勝己氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム B400－101：14．24 6．7�
712 ヴ ァ ベ ー ネ 牝3栗 54 北村 宏司 	グリーンファーム小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 41：14．41� 37．4

814 キャンディハート 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 大滝 康晴 B428－ 21：14．72 31．2�
713 サンシャインキッス 牝3鹿 54 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430＋ 4 〃 クビ 195．2�
11 サウンドマジック 牝3栗 54 吉田 隼人増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 440＋ 81：14．8クビ 80．3
22 ツ エ ー ゲ ン 牝3鹿 54 C．ルメール �いとはんホール

ディングス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 448＋ 21：15．12 3．8�
611 ブランドチャーム 牝3栗 54 吉田 豊	明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 426＋ 21：15．41� 117．5�
23 ミーヤリープリー 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也臺 佳彦氏 武市 康男 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 426＋10 〃 クビ 242．1�

815 ボナッソーラ 牝3栗 54 柴田 大知水上 行雄氏 池上 昌和 浦河 笠松牧場 444＋10 〃 ハナ 43．0�
59 ミューチュアリティ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 470＋ 61：15．61 35．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，308，800円 複勝： 39，888，100円 枠連： 14，995，100円
馬連： 58，852，600円 馬単： 30，493，200円 ワイド： 39，629，800円
3連複： 81，965，600円 3連単： 103，007，900円 計： 395，141，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 290円 � 160円 � 230円 枠 連（4－5） 700円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 6，510円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，050円 �� 550円

3 連 複 ��� 6，480円 3 連 単 ��� 44，880円

票 数

単勝票数 計 263088 的中 � 13702（7番人気）
複勝票数 計 398881 的中 � 30687（6番人気）� 81029（1番人気）� 43318（4番人気）
枠連票数 計 149951 的中 （4－5） 16465（2番人気）
馬連票数 計 588526 的中 �� 17914（9番人気）
馬単票数 計 304932 的中 �� 3508（26番人気）
ワイド票数 計 396298 的中 �� 12094（9番人気）�� 4695（24番人気）�� 19331（4番人気）
3連複票数 計 819656 的中 ��� 9483（19番人気）
3連単票数 計1030079 的中 ��� 1664（148番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．3―12．4―12．3―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．4―46．8―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．4
3 6，8，15，7－4（5，14）（12，9）（11，3，10）－（2，13）1 4 6，8（7，15）4（5，14）－12，10，9，3，2（11，13）1

勝馬の
紹 介

ハミングパッション �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2016．10．22 東京6着

2014．3．16生 牝3青鹿 母 ダンシングクイーン 母母 パーフェクトワールド 6戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 キャンディハート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ミーヤリープリー号の騎手木幡巧也は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
※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 トウカイリオナ号

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４日



21039 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4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

712 ダウンザライン 牡3芦 56 武 豊�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 B460± 01：54．6 4．0�
23 リフトトゥヘヴン 牡3鹿 56 C．ルメール 丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482± 01：56．210 3．5�
11 ラ ン ボ シ 牡3鹿 56 吉田 隼人古川 智洋氏 中川 公成 新ひだか 松田牧場 B492＋141：56．3� 6．6�
814 バ レ ッ テ ィ �3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 504＋ 41：56．4� 7．0�
46 ペイシャリサ 牝3栗 54 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 468± 01：57．14 22．2	
611 トーホウウノ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎東豊物産� 田中 清隆 浦河 辻 牧場 470－ 41：57．2� 123．4

58 ウォースパイト 牡3芦 56 杉原 誠人 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B508± 01：57．3クビ 6．8�
610 ショウナンアリオン 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也国本 哲秀氏 勢司 和浩 新ひだか 武 牧場 464－ 21：57．72� 295．8�
713 エ ケ ッ コ 牡3鹿 56 丸田 恭介佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 482＋ 21：57．8� 173．4
22 ノーブルシリウス 牡3栗 56

53 ▲木幡 育也吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 464＋ 41：57．9クビ 223．2�
815 アイアイハッピー 牡3鹿 56 西田雄一郎齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新ひだか 見上牧場 464± 01：58．22 231．1�
59 スウィートグロリア 牝3鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム矢野 英一 安平 ノーザンファーム B462＋ 2 〃 ハナ 11．8�
35 イケジュンペガサス 牝3芦 54 �島 良太鈴木 等氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 464－ 21：58．73 111．8�
34 ヤマニンアルバス 牝3芦 54

51 ▲武藤 雅土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 436－101：59．44 217．8�
47 ラベルヴィー 牡3青鹿56 内田 博幸 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502 ―2：00．67 8．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，441，500円 複勝： 34，921，700円 枠連： 14，613，200円
馬連： 57，002，300円 馬単： 27，821，700円 ワイド： 33，153，300円
3連複： 73，261，000円 3連単： 95，679，500円 計： 365，894，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 160円 � 180円 枠 連（2－7） 720円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 310円 �� 430円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 5，440円

票 数

単勝票数 計 294415 的中 � 57946（2番人気）
複勝票数 計 349217 的中 � 63649（1番人気）� 56648（2番人気）� 45600（3番人気）
枠連票数 計 146132 的中 （2－7） 15580（1番人気）
馬連票数 計 570023 的中 �� 59766（1番人気）
馬単票数 計 278217 的中 �� 13051（1番人気）
ワイド票数 計 331533 的中 �� 29111（1番人気）�� 19045（3番人気）�� 19549（2番人気）
3連複票数 計 732610 的中 ��� 41661（1番人気）
3連単票数 計 956795 的中 ��� 12738（1番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．3―13．7―13．2―13．2―13．3―12．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．5―35．8―49．5―1：02．7―1：15．9―1：29．2―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダウンザライン �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2016．7．16 福島6着

2014．5．9生 牡3芦 母 シルキージュエル 母母 ルビータイガー 12戦1勝 賞金 8，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラベルヴィー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月6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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スズカマイゲスト号・ノーチェデパス号

21040 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：31．5
1：30．7

良
良

816 グラドゥアーレ 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 464－ 21：34．3 3．6�
714 エンジェルドンキ 牝3黒鹿54 北村 宏司廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 466＋ 21：34．51 6．0�
611 ハードアタック 牡3黒鹿56 内田 博幸島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 480± 0 〃 ハナ 2．2�
818 タックボーイ 牡3鹿 56 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 B434－10 〃 クビ 16．7	
11 ヘヴントゥナイト 牡3芦 56 岩田 康誠 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 478＋ 21：34．71� 15．4

47 スズノフブキ 牡3鹿 56 柴田 善臣小紫 嘉之氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 478－10 〃 ハナ 21．0�
715 サクラメジャー 牝3鹿 54 石橋 脩�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 438＋ 61：35．12� 22．5�
59 ウインドフォール 牝3黒鹿54 津村 明秀下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 486± 01：35．2	 31．5
23 ア ロ ン ジ ェ 牡3鹿 56 田中 勝春吉田 晴哉氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 464－ 81：35．3クビ 27．1�
612 ブライトエンジェル 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 440＋ 61：35．4	 48．7�
713 ルミナスコースト 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 442＋ 41：35．61� 164．1�
817 ニシノスマッシュ 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 村上 欽哉 B422－ 61：35．7クビ 52．3�
48 ク ラ プ ト ン 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎佐野 雅昭氏 竹内 正洋 浦河 ダイヤモンドファーム B490＋ 61：36．12� 161．6�
36 アビラウンケン 牡3鹿 56 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 480－ 21：36．63 90．9�
35 キスミーダーリン 牝3鹿 54 吉田 豊 �キャロットファーム 尾関 知人 洞
湖 レイクヴィラファーム 406 ―1：36．91	 56．1�
510 メリルフォンテン 牝3鹿 54 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 462＋ 81：37．85 494．7�
12 アキブレイブ �3黒鹿56 武士沢友治石山 嘉七氏 小野 次郎 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 464 ―1：38．11	 269．0�
24 スマイルフォーミー 牝3栗 54 菱田 裕二藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 560 ―1：38．73� 161．9�
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売 得 金
単勝： 32，592，700円 複勝： 54，090，400円 枠連： 20，035，200円
馬連： 76，769，600円 馬単： 37，914，800円 ワイド： 47，664，400円
3連複： 100，866，200円 3連単： 135，899，000円 計： 505，832，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 170円 � 110円 枠 連（7－8） 780円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 500円 �� 190円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 7，030円

票 数

単勝票数 計 325927 的中 � 70942（2番人気）
複勝票数 計 540904 的中 � 88899（2番人気）� 56545（3番人気）� 195921（1番人気）
枠連票数 計 200352 的中 （7－8） 19901（3番人気）
馬連票数 計 767696 的中 �� 39793（4番人気）
馬単票数 計 379148 的中 �� 10243（9番人気）
ワイド票数 計 476644 的中 �� 21071（4番人気）�� 75831（1番人気）�� 32644（2番人気）
3連複票数 計1008662 的中 ��� 75161（1番人気）
3連単票数 計1358990 的中 ��� 13998（9番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．5―12．0―11．3―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．0―48．5―1：00．5―1：11．8―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラドゥアーレ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2016．9．10 中山2着

2014．3．6生 牡3栗 母 アンティフォナ 母母 Snatched 7戦1勝 賞金 12，800，000円
〔発走状況〕 スマイルフォーミー号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマイルフォーミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月6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） 1頭 ペイシャブルー号
（非抽選馬） 3頭 アキサージュ号・ティアップジャンコ号・レッドヴィクター号



21041 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4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

55 ロックディスタウン 牝2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490 ―1：50．4 1．9�

44 タイムフライヤー 牡2鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456 ―1：50．5� 13．6�

66 シャルドネゴールド 牡2栗 54 岩田 康誠青芝商事� 池江 泰寿 新冠 パカパカ
ファーム 436 ―1：50．6クビ 2．9�

89 ブリリアントデイズ 牡2黒鹿54 津村 明秀飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：50．92 25．8�
33 ウォルビスベイ 牡2黒鹿54 武 豊 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446 ―1：51．0� 7．1	
77 ミッキーチャイルド 牡2鹿 54 大野 拓弥野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 454 ―1：51．21� 42．1

78 マヤノフロスティ 牡2芦 54 柴田 善臣田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 496 ―1：51．3� 31．1�
11 ウェルズレジェンド 牡2鹿 54 田中 勝春菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 478 ―1：53．1大差 164．2�
22 マイネルメモーリア 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 456 ―1：54．69 74．4
810 デルマテキーラ 牡2黒鹿54 西田雄一郎浅沼 廣幸氏 田中 剛 日高 ファニーヒルファーム 438 ―1：57．9大差 349．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 42，623，400円 複勝： 43，377，400円 枠連： 9，583，700円
馬連： 49，995，200円 馬単： 35，924，700円 ワイド： 28，875，000円
3連複： 60，491，000円 3連単： 135，001，400円 計： 405，871，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 160円 � 110円 枠 連（4－5） 1，000円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 310円 �� 150円 �� 340円

3 連 複 ��� 560円 3 連 単 ��� 2，980円

票 数

単勝票数 計 426234 的中 � 188607（1番人気）
複勝票数 計 433774 的中 � 190802（1番人気）� 34343（4番人気）� 93723（2番人気）
枠連票数 計 95837 的中 （4－5） 7407（3番人気）
馬連票数 計 499952 的中 �� 38236（4番人気）
馬単票数 計 359247 的中 �� 20700（4番人気）
ワイド票数 計 288750 的中 �� 20575（4番人気）�� 64394（1番人気）�� 18157（5番人気）
3連複票数 計 604910 的中 ��� 80709（2番人気）
3連単票数 計1350014 的中 ��� 32750（7番人気）

ハロンタイム 12．8―12．2―12．8―13．4―13．6―12．8―11．2―10．5―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．8―51．2―1：04．8―1：17．6―1：28．8―1：39．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロックディスタウン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Storm Cat 初出走

2015．2．15生 牝2栗 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマテキーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月6日まで平地競

走に出走できない。

21042 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4日 第6競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走13時00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 350，000
350，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

714 ニシノウララ 牝2青鹿 54
51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 460 ―1：23．7 14．0�

612 アーモンドアイ 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472 ―1：24．02 1．3�
24 ゴールドシャッツ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 414 ―1：24．74 10．3�
815 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 410 ―1：24．8クビ 56．8�
11 カ タ ナ 牡2鹿 54 吉田 隼人�KTレーシング 上原 博之 新冠 松浦牧場 480 ― 〃 ハナ 12．1	
59 オールドナシュワン 牡2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也�リーヴァ 松永 康利 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490 ― 〃 同着 181．0


12 アンポルタン 牝2鹿 54 内田 博幸平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 428 ―1：25．11� 64．4�
816 モ シ モ 牝2栗 54 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 442 ―1：25．31� 60．6�
47 ハッピーリフレイン 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 むかわ 新井牧場 420 ―1：25．4� 214．2
510 レ ッ プ ウ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 小野 次郎 浦河 鎌田 正嗣 456 ― 〃 クビ 80．8�
48 ジョインフォース 牝2鹿 54 岩田 康誠小林竜太郎氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 468 ―1：25．61� 14．8�
713 ホクセンノマイ 牝2黒鹿54 大野 拓弥大野 裕氏 新開 幸一 新ひだか 坂本 智広 422 ―1：25．81� 79．5�
817 タンドルマン 牝2鹿 54 丸田 恭介吉田 和美氏 松下 武士 平取 坂東牧場 432 ― 〃 アタマ 38．3�
611 デルマミモザ 牝2鹿 54 田中 勝春浅沼 廣幸氏 的場 均 むかわ 東振牧場 424 ―1：26．01� 162．7�
23 ゴールデンボーイ 牡2鹿 54 北村 宏司古賀 慎一氏 池上 昌和 新ひだか 斉藤スタッド 436 ―1：26．74 41．7�
36 サ ク ヤ メ イ 牝2青鹿54 菅原 隆一 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 422 ―1：27．01� 269．4�
35 イデアブルーム 牡2鹿 54 津村 明秀益田 修一氏 岩戸 孝樹 むかわ 上水牧場 432 ―1：30．7大差 80．9�
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売 得 金
単勝： 38，644，600円 複勝： 113，738，500円 枠連： 18，816，700円
馬連： 57，087，300円 馬単： 43，063，600円 ワイド： 37，939，800円
3連複： 76，645，200円 3連単： 140，165，700円 計： 526，101，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 200円 � 110円 � 180円 枠 連（6－7） 650円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 300円 �� 770円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 13，930円

票 数

単勝票数 計 386446 的中 � 23247（4番人気）
複勝票数 計1137385 的中 � 35433（5番人気）� 891605（1番人気）� 41993（3番人気）
枠連票数 計 188167 的中 （6－7） 22140（3番人気）
馬連票数 計 570873 的中 �� 62263（3番人気）
馬単票数 計 430636 的中 �� 12013（11番人気）
ワイド票数 計 379398 的中 �� 33911（2番人気）�� 10999（7番人気）�� 37254（1番人気）
3連複票数 計 766452 的中 ��� 41088（1番人気）
3連単票数 計1401657 的中 ��� 7292（34番人気）

ハロンタイム 13．2―11．6―11．8―12．1―12．1―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
13．2―24．8―36．6―48．7―1：00．8―1：12．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノウララ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 Rahy 初出走

2015．2．28生 牝2青鹿 母 パ ラ デ ィ ナ 母母 Khumba Mela 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アーモンドアイ号の騎手C．ルメールは，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：11番・

10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イデアブルーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月6日まで平地競

走に出走できない。



21043 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

58 ケイツートール 牡4青鹿57 西田雄一郎楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 500＋101：53．9 10．2�
46 アルーフクライ 牡3鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 クビ 3．9�
814 ラインフェルス 牡5栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482± 01：54．0クビ 8．5�
23 � パルトネルラーフ 牡4鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 高木 登 日高 浜本牧場 506＋ 41：54．63� 38．4�
713 ゴールドスカル 牡3栗 54

51 ▲野中悠太郎�KTレーシング 武井 亮 新ひだか 平野牧場 490＋12 〃 アタマ 44．3	
712 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 452＋ 61：54．92 23．9

611 ラテールプロミーズ 牡4青鹿57 内田 博幸ディアレストクラブ� 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 514＋ 81：55．21� 3．8�
59 � アンリキャトル 	6黒鹿57 杉原 誠人村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 460＋ 81：55．73 33．6�
11 ブラスロック 牡4鹿 57 津村 明秀金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 496＋ 2 〃 クビ 97．1
47 ルミナリースピン 	4栗 57 北村 宏司中村 昭博氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋141：55．8� 24．8�
34 ジャコバイティズム 牡5青鹿57 江田 照男野本 巧氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 470＋ 41：56．12 230．2�
35 カシノカーム 牡6芦 57 柴田 大知柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B482± 01：56．52� 153．4�
610 ジ ャ ガ ン ツ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 544＋261：57．77 8．1�
815 トゥルーラヴキッス 	4鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510＋141：57．8クビ 4．5�
22 クラウンリバティー 	5鹿 57

54 ▲武藤 雅矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 508－ 81：58．33 345．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，781，700円 複勝： 48，479，700円 枠連： 21，649，100円
馬連： 80，896，800円 馬単： 36，853，500円 ワイド： 45，693，000円
3連複： 107，777，800円 3連単： 138，549，500円 計： 512，681，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 250円 � 170円 � 190円 枠 連（4－5） 1，060円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 4，050円

ワ イ ド �� 570円 �� 960円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 20，240円

票 数

単勝票数 計 327817 的中 � 25688（6番人気）
複勝票数 計 484797 的中 � 43033（6番人気）� 83034（1番人気）� 69164（3番人気）
枠連票数 計 216491 的中 （4－5） 15785（5番人気）
馬連票数 計 808968 的中 �� 37650（6番人気）
馬単票数 計 368535 的中 �� 6813（16番人気）
ワイド票数 計 456930 的中 �� 20680（5番人気）�� 11547（12番人気）�� 27217（2番人気）
3連複票数 計1077778 的中 ��� 25456（7番人気）
3連単票数 計1385495 的中 ��� 4962（51番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．5―13．6―13．0―12．8―12．9―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．9―49．5―1：02．5―1：15．3―1：28．2―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケイツートール �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Capote デビュー 2015．9．5 札幌14着

2013．5．12生 牡4青鹿 母 アジアンリゾート 母母 シルバージョイ 20戦3勝 賞金 27，750，000円
〔制裁〕 アルーフクライ号の騎手丸田恭介は，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：8番）

21044 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4日 第8競走 ��2，200�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
2：11．0
2：09．9

良
良

89 キークラッカー 牡4鹿 57 柴田 善臣北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 対馬 正 518－ 62：13．3 14．9�
44 ケイブルグラム 牡4鹿 57 C．ルメール �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512－ 22：14．25 1．4�
11 コ ン ボ ル ド 牡3芦 54 吉田 隼人金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 444＋ 2 〃 クビ 6．2�
66 フレスコパスト 牝3鹿 52

49 ▲武藤 雅岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 406＋ 22：14．52 12．9�
78 スパークルメノウ 牡3黒鹿54 武 豊島川 �哉氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 468＋102：14．81� 10．4	
33 ヒラボクビューン 牡3鹿 54 吉田 豊
平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 480＋122：15．11� 19．4�
810 カンポデフィオーリ 牝3黒鹿52 岩田 康誠吉田 和美氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B432＋122：15．2� 14．9�
77 バレエダンサー 牝4鹿 55 大野 拓弥前迫 義幸氏 尾関 知人 新冠 的場牧場 452＋ 22：15．3� 75．4
55 ダイチラディウス 牡4鹿 57 柴田 大知 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 454－ 22：15．4クビ 136．6�
22 � オ ケ ア ノ ス 牡5鹿 57 杉原 誠人清水 敏氏 南田美知雄 浦河 ミルファーム 520－ 42：16．03� 113．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，478，300円 複勝： 109，273，200円 枠連： 13，521，800円
馬連： 63，332，800円 馬単： 45，158，400円 ワイド： 36，077，400円
3連複： 76，236，900円 3連単： 192，701，100円 計： 572，779，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 190円 � 110円 � 140円 枠 連（4－8） 390円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 340円 �� 820円 �� 180円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 14，620円

票 数

単勝票数 計 364783 的中 � 19468（6番人気）
複勝票数 計1092732 的中 � 37215（4番人気）� 823650（1番人気）� 67530（2番人気）
枠連票数 計 135218 的中 （4－8） 26539（1番人気）
馬連票数 計 633328 的中 �� 63872（4番人気）
馬単票数 計 451584 的中 �� 11558（10番人気）
ワイド票数 計 360774 的中 �� 25031（5番人気）�� 9060（10番人気）�� 63820（1番人気）
3連複票数 計 762369 的中 ��� 38533（6番人気）
3連単票数 計1927011 的中 ��� 9555（42番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―11．8―12．5―13．1―12．4―12．6―12．2―11．6―10．8―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．2―25．1―36．9―49．4―1：02．5―1：14．9―1：27．5―1：39．7―1：51．3―2：02．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．8―3F33．6
1
3
9－8（1，4）－7（3，10）（5，6）2
9（8，4）1－（10，6）（7，3）（2，5）

2
4
9－8，4－1－7（3，10）6，5，2
9，4（8，1）（10，6）（7，3）（2，5）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キークラッカー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2015．11．8 東京5着

2013．3．22生 牡4鹿 母 ウーマンインレッド 母母 ミスカスウェル 13戦3勝 賞金 23，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21045 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4日 第9競走 ��
��1，800�

つ き お か お ん せ ん

月 岡 温 泉 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
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

月岡温泉観光協会賞（1着）
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 287，000円 82，000円 41，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

22 ア ク ー ト 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 432± 01：46．2 4．5�
66 レッドアーサー 牡3黒鹿54 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 472＋101：46．41� 20．6�
810 ルネイション 牝4黒鹿55 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 81：46．61� 3．7�
33 	 ゴールドハット 牡3黒鹿54 武 豊合同会社小林英一

ホールディングス 角居 勝彦 米 Lester Kwok &
Dr. Naoya Yoshida 418＋101：46．81� 2．6�

11 ジュンファイトクン 牡5栗 57 吉田 豊河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 460＋121：47．01� 26．0	
78 ローズクランス 牡4鹿 57 津村 明秀グリーンフィールズ� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 508＋ 6 〃 ハナ 6．5

44 ジュンヴァリアス 牡3鹿 54 菱田 裕二河合 純二氏 畠山 吉宏 新冠 芳住 鉄兵 442－101：47．21 11．9�
89 	 ネオヴェルザンディ 牝4鹿 55 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 米 Lake Shore

Farm LLC 472＋121：47．51
 30．3�
77 ウェルブレッド 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446＋ 8 〃 クビ 50．8
55 シンボリネルソン 牡6黒鹿57 木幡 巧也シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 446－ 21：48．77 314．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 48，283，300円 複勝： 56，273，800円 枠連： 18，338，700円
馬連： 111，855，700円 馬単： 54，962，900円 ワイド： 52，411，000円
3連複： 128，458，800円 3連単： 227，851，100円 計： 698，435，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 330円 � 150円 枠 連（2－6） 4，350円

馬 連 �� 4，320円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 370円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 23，420円

票 数

単勝票数 計 482833 的中 � 84333（3番人気）
複勝票数 計 562738 的中 � 85632（4番人気）� 34327（6番人気）� 116514（2番人気）
枠連票数 計 183387 的中 （2－6） 3267（17番人気）
馬連票数 計1118557 的中 �� 20027（16番人気）
馬単票数 計 549629 的中 �� 5823（26番人気）
ワイド票数 計 524110 的中 �� 9952（16番人気）�� 40037（5番人気）�� 12722（13番人気）
3連複票数 計1284588 的中 ��� 27087（14番人気）
3連単票数 計2278511 的中 ��� 7053（84番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．5―12．1―12．5―12．0―11．5―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．6―47．7―1：00．2―1：12．2―1：23．7―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．0
3 1－9＝6，7，8（3，5）（2，10）4 4 1－9－6，7－（3，8）（2，5）（4，10）

勝馬の
紹 介

ア ク ー ト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．4．24 東京4着

2013．4．7生 牡4鹿 母 シャーペンエッジ 母母 シャープキック 8戦2勝 賞金 20，294，000円

21046 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4日 第10競走 ��
��1，000�

ば く し ん

驀 進 特 別
発走15時10分 （芝・直線）
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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

33 � アペルトゥーラ 牡6栗 57 石橋 脩 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 2 54．4 20．6�

710 ダイトウキョウ 牡5鹿 57 武 豊市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 466＋ 6 54．5	 6．8�
68 スペチアーレ 牝5鹿 55 大野 拓弥青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 490＋ 4 54．6
 6．0�
11 マイアベーア 牡5青鹿57 北村 宏司 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 458－12 〃 ハナ 110．4�
79 レッドラウダ 牡4鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 506± 0 54．7クビ 3．2	
811 ダイシンバルカン 牡5鹿 57 岩田 康誠大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502± 0 54．8
 13．9

812 リュウツバメ 牝7鹿 55 西田雄一郎田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 548＋ 4 54．9	 12．7�
56 ウ ラ ン ゲ ル 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 414＋ 2 〃 アタマ 3．1�
67 � タイキパラドックス 牡5栗 57 丸田 恭介�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B454－ 2 55．32	 129．1
55 グランデサムライ 牡5青鹿57 吉田 隼人 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 462－ 4 55．51� 25．1�
22 ブラックバード �5鹿 57 内田 博幸 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 460＋ 4 〃 クビ 30．8�
44 エルカミーノレアル 牡6鹿 57 津村 明秀広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 B494－ 4 55．81
 59．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 56，740，600円 複勝： 57，958，300円 枠連： 33，017，800円
馬連： 141，239，000円 馬単： 64，872，800円 ワイド： 64，049，200円
3連複： 178，230，000円 3連単： 280，328，400円 計： 876，436，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，060円 複 勝 � 420円 � 210円 � 200円 枠 連（3－7） 2，390円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 14，840円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 1，560円 �� 700円

3 連 複 ��� 10，420円 3 連 単 ��� 102，850円

票 数

単勝票数 計 567406 的中 � 21973（7番人気）
複勝票数 計 579583 的中 � 30579（7番人気）� 74466（4番人気）� 83904（3番人気）
枠連票数 計 330178 的中 （3－7） 10675（9番人気）
馬連票数 計1412390 的中 �� 17353（24番人気）
馬単票数 計 648728 的中 �� 3277（51番人気）
ワイド票数 計 640492 的中 �� 8967（25番人気）�� 10363（22番人気）�� 24521（6番人気）
3連複票数 計1782300 的中 ��� 12825（35番人気）
3連単票数 計2803284 的中 ��� 1976（313番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．5―10．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―32．7―42．9

上り4F42．4－3F32．2
勝馬の
紹 介

�アペルトゥーラ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ジャングルポケット

2011．4．7生 牡6栗 母 フサイチリニモ 母母 トキオリアリティー 27戦3勝 賞金 55，074，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 リュウツバメ号の騎手西田雄一郎は，競走後半で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番・5番・2番）



21047 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4日 第11競走 ��
��1，800�第9回レパードステークス（ＧⅢ）

発走15時45分 （ダート・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 ローズプリンスダム 牡3青鹿56 木幡 巧也岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 登別 ユートピア牧場 458－ 11：52．9 66．3�
59 サルサディオーネ 牝3栗 54 吉田 豊菅原 広隆氏 羽月 友彦 青森 荒谷牧場 490＋ 21：53．11� 87．1�
35 エ ピ カ リ ス 牡3黒鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 萩原 清 浦河 鎌田 正嗣 496 1：53．2� 1．5�
611 ブライトンロック 牡3黒鹿56 田中 勝春坂巻 勝彦氏 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 21：53．3クビ 102．3�
713 ノーブルサターン 牡3黒鹿56 	島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 500－ 71：53．51� 50．8�
712 ハルクンノテソーロ 牡3黒鹿56 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 新冠 長浜牧場 478＋ 41：53．6
 9．5	
814 テンザワールド 牡3栗 56 岩田 康誠天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 432＋ 21：53．92 7．3

46 スターストラック 牡3黒鹿56 津村 明秀 �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 516＋ 41：54．0� 51．9�
11 タガノグルナ 牡3鹿 56 江田 照男八木 良司氏 大根田裕之 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 21：54．1
 15．5�
34 タガノカトレア 牝3鹿 54 菱田 裕二八木 良司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432± 0 〃 ハナ 49．2
47 ト ラ ネ コ 牡3黒鹿56 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 428－ 41：54．2クビ 65．0�
815 タガノディグオ 牡3黒鹿56 川島 信二八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 512－14 〃 アタマ 6．6�
58 シゲルコング 牡3鹿 56 柴田 大知森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 500＋ 11：54．62
 271．5�
23 イ ブ キ 牡3黒鹿56 北村 宏司井山 登氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 474＋ 41：54．81� 35．9�
610 テイエムアンムート 牝3黒鹿54 柴田 善臣竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 日高テイエム

牧場株式会社 488＋ 4 （競走中止） 169．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 191，449，300円 複勝： 246，903，600円 枠連： 123，448，800円
馬連： 503，464，500円 馬単： 285，764，600円 ワイド： 259，050，400円
3連複： 788，865，700円 3連単： 1，654，599，800円 計： 4，053，546，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，630円 複 勝 � 810円 � 1，230円 � 110円 枠 連（2－5） 22，160円

馬 連 �� 95，320円 馬 単 �� 251，840円

ワ イ ド �� 17，360円 �� 1，320円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 42，750円 3 連 単 ��� 807，250円

票 数

単勝票数 計1914493 的中 � 23086（11番人気）
複勝票数 計2469036 的中 � 50476（10番人気）� 32131（12番人気）� 990707（1番人気）
枠連票数 計1234488 的中 （2－5） 4316（28番人気）
馬連票数 計5034645 的中 �� 4093（82番人気）
馬単票数 計2857646 的中 �� 851（158番人気）
ワイド票数 計2590504 的中 �� 3739（76番人気）�� 51915（13番人気）�� 32487（18番人気）
3連複票数 計7888657 的中 ��� 13838（93番人気）
3連単票数 計16545998 的中 ��� 1486（862番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―12．7―13．1―12．5―12．8―12．9―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―36．1―49．2―1：01．7―1：14．5―1：27．4―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ローズプリンスダム �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．10．15 東京1着

2014．3．10生 牡3青鹿 母 クリスチャンパール 母母 クラクエンレディー 8戦4勝 賞金 76，984，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 テイエムアンムート号は，発進不良〔膠着〕。
〔競走中止〕 テイエムアンムート号は，発走後に膠着したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 テイエムアンムート号は，平成29年8月7日から平成29年9月5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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アディラート号・クリノフウジン号・サンチェサピーク号・ホーリーブレイズ号・メイプルブラザー号・ラユロット号

21048 8月6日 晴 良 （29新潟2）第4日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

814� コパノディール 牝4黒鹿 55
52 ▲藤田菜七子小林 照弘氏 尾形 充弘 むかわ 市川牧場 442＋101：12．1 38．2�

47 グランアラミス 	5栗 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 池田牧場 B490± 01：12．2
 52．1�
713 ネ コ ビ ッ チ 牡3鹿 54

52 △伴 啓太桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 484＋ 21：12．73 40．3�
23 � ステラルーチェ 牡5栗 57 村田 一誠池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B480－ 61：12．8� 35．1�
815 カワキタピリカ 牡4鹿 57 武士沢友治川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 B502＋ 6 〃 クビ 24．6�
46 サトノスピードオー 牡4青鹿57 岩田 康誠里見 治氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 520－ 2 〃 アタマ 2．8�
610 コンピレーション 牡3黒鹿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＋ 61：12．9クビ 5．8

611 カ イ マ ノ ア 牡5栗 57 石橋 脩山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 B506＋ 61：13．43 7．9�
35 ロックンルージュ 牝3鹿 52

49 ▲武藤 雅堀口 晴男氏 中川 公成 日高 日西牧場 492＋ 2 〃 クビ 12．5�
34 コントローラー 牡3栗 54 的場 勇人	ヒダカファーム的場 均 浦河 榊原 敏明 472± 01：13．5
 24．8
58 メイショウルミナス 牝3黒鹿 52

51 ☆木幡 巧也松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 466＋101：13．6クビ 14．7�
712 バナナボート 牡3栗 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 柴田 政人 新冠 坂元 芳春 418＋ 21：14．02� 5．0�
59 カラダロマン 牡5鹿 57 伊藤 工真子安 裕樹氏 中舘 英二 平取 清水牧場 474＋ 41：14．31
 213．2�
22 カ ラ カ 牝4鹿 55 丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 474＋ 8 〃 クビ 16．5�
11 ナンヨーアイリッド 	5栗 57 柴田 善臣中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 B482＋ 21：14．4クビ 73．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 83，941，100円 複勝： 105，830，900円 枠連： 58，210，600円 馬連： 206，914，700円 馬単： 87，818，700円
ワイド： 119，131，700円 3連複： 287，112，800円 3連単： 422，482，300円 5重勝： 584，262，700円 計： 1，955，705，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，820円 複 勝 � 1，000円 � 1，110円 � 850円 枠 連（4－8） 2，070円

馬 連 �� 61，360円 馬 単 �� 106，920円

ワ イ ド �� 13，580円 �� 10，340円 �� 11，430円

3 連 複 ��� 313，440円 3 連 単 ��� 1，791，220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����� 29，213，130円

票 数

単勝票数 計 839411 的中 � 17545（11番人気）
複勝票数 計1058309 的中 � 28100（12番人気）� 25105（13番人気）� 33637（10番人気）
枠連票数 計 582106 的中 （4－8） 21775（9番人気）
馬連票数 計2069147 的中 �� 2613（88番人気）
馬単票数 計 878187 的中 �� 616（172番人気）
ワイド票数 計1191317 的中 �� 2264（88番人気）�� 2977（78番人気）�� 2691（81番人気）
3連複票数 計2871128 的中 ��� 687（356番人気）
3連単票数 計4224823 的中 ��� 171（2028番人気）
5重勝票数 差引計5842627（返還計 53715） 的中 ����� 14

ハロンタイム 12．0―11．0―11．6―12．4―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．6―47．0―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コパノディール �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ネオユニヴァース （2戦0勝 賞金 0円）

2013．5．2生 牝4黒鹿 母 リスキーディール 母母 リッチアフェアー 15戦1勝 賞金 15，224，000円
地方デビュー 2015．6．10 門別

※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） 3頭 シングンガガ号・トウショウデュエル号・ノースアリュール号
（非抽選馬） 1頭 ケイビイノキセキ号

３レース目 ５レース目



（29新潟2）第4日 8月6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 161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

232，300，000円
1，270，000円
19，680，000円
1，580，000円
27，640，000円
64，635，000円
4，441，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
644，078，200円
940，906，500円
353，424，800円
1，447，814，200円
778，807，400円
785，968，400円
2，015，311，300円
3，645，838，600円
584，262，700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 11，196，412，100円

総入場人員 14，361名 （有料入場人員 12，074名）
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