
21097 8月26日 晴 重 （29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

812 スターフィールド 牡2黒鹿54 大野 拓弥星野 壽市氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470－ 61：49．0 2．4�
33 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± 01：49．42� 23．4�

56 ハクサンフエロ 牡2鹿 54 石橋 脩河﨑 五市氏 牧 光二 浦河 �川 啓一 442－ 81：49．61	 6．4�
44 ミッキーチャイルド 牡2鹿 54 横山 典弘野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 458＋ 41：49．7� 8．2�
710
 ニシノトランザム 牡2鹿 54 三浦 皇成西山 茂行氏 森 秀行 米

Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

470＋ 21：49．8� 18．0�
68 ウーマンレジェンド 牝2黒鹿54 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 484＋ 21：49．9� 4．0	
22 マイネルソラニテ 牡2鹿 54

51 ▲武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 508＋ 21：50．11	 133．5


79 ク イ ン チ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 21：50．2� 9．9�

811 キーポジション 牡2栗 54 吉田 豊北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 大林ファーム 446＋ 61：50．41	 108．4�
67 マイネルセッカ 牡2鹿 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 41：50．5� 24．7
11 コスモハーキュリー 牡2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 41：50．6� 377．0�
55 デルマサイドカー 牡2鹿 54

53 ☆木幡 巧也浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 浦新 徳司 418＋ 41：51．55 257．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，979，700円 複勝： 34，518，300円 枠連： 10，639，000円
馬連： 51，341，400円 馬単： 26，294，000円 ワイド： 30，502，800円
3連複： 65，002，000円 3連単： 94，398，000円 計： 337，675，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 380円 � 220円 枠 連（3－8） 2，770円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 1，020円 �� 400円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 19，600円

票 数

単勝票数 計 249797 的中 � 85043（1番人気）
複勝票数 計 345183 的中 � 84218（1番人気）� 17892（7番人気）� 38343（4番人気）
枠連票数 計 106390 的中 （3－8） 2968（11番人気）
馬連票数 計 513414 的中 �� 14197（13番人気）
馬単票数 計 262940 的中 �� 5327（16番人気）
ワイド票数 計 305028 的中 �� 7415（15番人気）�� 21317（2番人気）�� 4109（25番人気）
3連複票数 計 650020 的中 ��� 9037（24番人気）
3連単票数 計 943980 的中 ��� 3491（75番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―11．7―12．3―12．6―12．5―11．9―10．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．0―48．3―1：00．9―1：13．4―1：25．3―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．6
3 6，7（3，8）（4，5）2，12（1，10，11）－9 4 6，7（3，8）（4，5）（2，12，11）（1，10）－9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スターフィールド �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2017．6．4 東京4着

2015．3．4生 牡2黒鹿 母 ルージュクール 母母 Sunday Valentine 2戦1勝 賞金 6，100，000円

21098 8月26日 晴 重 （29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 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
1：07．5
1：06．5

良
良

24 ハイヤーアプシス 牝3黒鹿54 三浦 皇成吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 410＋ 21：09．4 5．9�
713 アルーリングデイズ �3黒鹿 56

55 ☆木幡 巧也 �社台レースホース武井 亮 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋ 21：09．5� 38．0�

714 ヴェルデミーティア 牝3栗 54 岩田 康誠小濱 忠一氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 420＋141：09．71 9．6�
35 フィールザサンダー 牡3鹿 56 大野 拓弥櫻井 正氏 新開 幸一 むかわ 平岡牧場 448± 0 〃 アタマ 4．2�
47 カラーアゲン 牝3栗 54 江田 照男浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B474－ 6 〃 ハナ 5．2�
12 フ ァ シ ル 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 B448＋ 41：09．91	 158．9	
59 ウィズネイチャー 牡3栗 56 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 496－ 2 〃 ハナ 14．7

816 ディーワンプリモ 牝3鹿 54 丸田 恭介小清水由美子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 ハナ 148．1�
817 ペイシャブルー 牝3黒鹿54 吉田 豊北所 直人氏 高橋 裕 日高 中川 欽一 432＋141：10．0� 12．9�
612 ジェイケイマヤヒメ 牝3鹿 54 武士沢友治小谷野次郎氏 松永 康利 浦河 山田 昇史 484＋181：10．21 144．4
818 ソードヴァルキリー 牝3黒鹿54 柴山 雄一畠山伊公子氏 畠山 吉宏 青森 有限会社

ラークヒルズ 416＋ 6 〃 アタマ 100．8�
611 エレノアカフェ 牝3黒鹿54 柴田 善臣西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 450＋141：10．41 29．7�
510
 ジュンアイルランド 牡3黒鹿56 西田雄一郎河合 純二氏 尾関 知人 愛 Sarah

McNicholas B448－10 〃 クビ 267．3�
36 クラウンジョイア 牡3青鹿56 田中 勝春矢野 恭裕氏 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 446－ 81：10．5クビ 133．2�
48 グラスハーモニー 牝3鹿 54

52 △伴 啓太伊東 純一氏 尾形 和幸 日高 ヤナガワ牧場 478＋ 6 〃 クビ 9．1�
23 グローリアスイリス 牝3黒鹿54 柴田 大知日下部勝德氏 牧 光二 新冠 スカイビーチステーブル 486－ 81：10．81� 48．4�
715 ダイバージェント 牡3黒鹿 56

53 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 41：11．11� 14．0�

11 
 パ ル ト ゥ ー 牝3鹿 52 横山 典弘吉田 和美氏 田村 康仁 豪 Strawberry
Hill Stud B516＋121：12．8大差 9．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，497，900円 複勝： 41，368，500円 枠連： 17，493，500円
馬連： 58，373，400円 馬単： 23，838，000円 ワイド： 38，160，400円
3連複： 77，719，500円 3連単： 85，829，400円 計： 368，280，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 270円 � 1，100円 � 310円 枠 連（2－7） 1，890円

馬 連 �� 18，390円 馬 単 �� 23，770円

ワ イ ド �� 4，310円 �� 1，510円 �� 6，850円

3 連 複 ��� 53，130円 3 連 単 ��� 319，100円

票 数

単勝票数 計 254979 的中 � 34561（3番人気）
複勝票数 計 413685 的中 � 43353（3番人気）� 8482（12番人気）� 37300（5番人気）
枠連票数 計 174935 的中 （2－7） 7156（7番人気）
馬連票数 計 583734 的中 �� 2459（48番人気）
馬単票数 計 238380 的中 �� 752（83番人気）
ワイド票数 計 381604 的中 �� 2263（47番人気）�� 6668（16番人気）�� 1415（57番人気）
3連複票数 計 777195 的中 ��� 1097（143番人気）
3連単票数 計 858294 的中 ��� 195（868番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．0―11．6―12．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．1―44．7―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．3
3 1－（7，15，17）8，9（16，18）4－14，3（2，13）（5，6）（11，12）10 4 1（7，17）15（8，9）（16，18）4－14，13（3，2）（5，6）12，11，10

勝馬の
紹 介

ハイヤーアプシス �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．3．20 中山3着

2014．4．14生 牝3黒鹿 母 テイクミーハイヤー 母母 ワ デ ィ ア 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔その他〕 パルトゥー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 パルトゥー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年9月26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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コッコリーノ号

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９日



21099 8月26日 晴 重 （29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 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

611 サクラレガーロ 牡3栗 56 三浦 皇成�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 西村 和夫 468＋ 61：55．3 8．2�
22 タイセイロブスト 牡3鹿 56

55 ☆木幡 巧也田中 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 546＋ 81：55．83 53．6�

35 ラッキーアドバンス 牡3芦 56 北村 宏司柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 470＋201：56．01 7．0�
712 オメガジェルベーラ 牡3栗 56 吉田 隼人原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 486＋ 41：56．32 2．2�
814 ゴールドアドミラル 牡3芦 56

53 ▲武藤 雅山田 弘氏 高木 登 日高 シンボリ牧場 490± 01：56．72� 19．9�
11 ア ロ エ 牡3鹿 56

53 ▲木幡 育也橋詰 弘一氏 相沢 郁 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 404－ 21：57．12� 7．9	

59 カジノシップ 牡3鹿 56 柴田 善臣窪田 康志氏 奥村 武 新冠 小泉 学 508± 01：57．31� 21．1

47 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 472＋ 21：57．51� 73．4�
815 ホーセズネック 牝3鹿 54 岩田 康誠�イージス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 458－10 〃 クビ 14．6�
58 ローレルモナルカ 牡3青鹿56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 奥平 雅士 日高 リコーファーム 498＋ 21：57．7� 20．9
46 ウインラヴィベル 牝3栗 54

51 ▲藤田菜七子�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 400 1：58．65 35．8�
23 コスモノーズプレス 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B446－ 41：59．13 9．8�
610 ピ ペ ラ 牡3鹿 56 吉田 豊寺田 寿男氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム 474 1：59．52� 187．8�
34 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 452－122：00．56 116．8�
713 ミステキサス 牝3鹿 54 伊藤 工真窪田 康志氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 386－162：02．09 30．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，372，400円 複勝： 38，251，000円 枠連： 13，081，900円
馬連： 47，806，100円 馬単： 24，148，900円 ワイド： 32，530，200円
3連複： 62，846，500円 3連単： 80，198，300円 計： 325，235，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 290円 � 1，620円 � 220円 枠 連（2－6） 4，260円

馬 連 �� 25，560円 馬 単 �� 63，320円

ワ イ ド �� 6，720円 �� 1，150円 �� 4，900円

3 連 複 ��� 52，190円 3 連 単 ��� 406，590円

票 数

単勝票数 計 263724 的中 � 25667（4番人気）
複勝票数 計 382510 的中 � 35597（4番人気）� 4959（13番人気）� 54503（2番人気）
枠連票数 計 130819 的中 （2－6） 2379（20番人気）
馬連票数 計 478061 的中 �� 1449（60番人気）
馬単票数 計 241489 的中 �� 286（128番人気）
ワイド票数 計 325302 的中 �� 1223（61番人気）�� 7536（11番人気）�� 1684（50番人気）
3連複票数 計 628465 的中 ��� 903（135番人気）
3連単票数 計 801983 的中 ��� 143（954番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―13．4―13．1―12．6―12．4―12．8―12．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―38．0―51．1―1：03．7―1：16．1―1：28．9―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラレガーロ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サクラプレジデント デビュー 2016．7．3 函館6着

2014．3．31生 牡3栗 母 サクラローズマリー 母母 サクラヒーロー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アキブレイブ号・ミステキサス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月26日

まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アイアイハッピー号・アロンジェ号・スウィートグロリア号・メジャーロール号
（非抽選馬） 2頭 ジュンハーツ号・セブンレジェンド号

21100 8月26日 晴 稍重 （29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 7，800，000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

44 ボブキャット 牡7鹿 60 草野 太郎村木 克子氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 500＋ 23：07．0 1．9�
22 サムライフォンテン 牡4黒鹿60 石神 深一吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 472－ 83：07．32 4．0�
68 ショウナンアリスト 牡3黒鹿58 金子 光希国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 488＋ 83：08．04 12．5�
56 ブルーガーディアン 牡5黒鹿60 江田 勇亮 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 加野牧場 496－ 63：08．95 43．1�
812 ホーガンブリッジ 牡3鹿 58 鈴木 慶太塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 496± 0 〃 クビ 29．4�
710 ニシノファルコン 牡4黒鹿60 高野 和馬西村 亮二氏 高橋 文雅 浦河 王蔵牧場 B456＋ 43：09．11 14．0	
79 � パトロクロス 牡7栗 60 上野 翔岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 464－143：09．31� 16．1

55 アサクサチャンス 牡3鹿 58 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460－103：11．1大差 30．2�
33 ビップディオス 牡3栗 58 黒岩 悠鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 492－ 83：11．95 64．0�
811 シ ッ プ ウ �6黒鹿60 小野寺祐太 �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 494－ 63：12．32	 37．6
67 カゼノトビラ 牝5鹿 58 大江原 圭福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 456＋ 13：15．9大差 68．8�
11 ヴィンセンツイヤー �6栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 482－ 4 （競走中止） 7．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，229，800円 複勝： 17，314，200円 枠連： 11，857，800円
馬連： 34，010，500円 馬単： 20，501，600円 ワイド： 20，739，800円
3連複： 49，120，100円 3連単： 76，667，100円 計： 249，440，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 120円 � 210円 枠 連（2－4） 370円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 190円 �� 580円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 4，300円

票 数

単勝票数 計 192298 的中 � 79609（1番人気）
複勝票数 計 173142 的中 � 42904（1番人気）� 40364（2番人気）� 15043（5番人気）
枠連票数 計 118578 的中 （2－4） 24646（1番人気）
馬連票数 計 340105 的中 �� 73930（1番人気）
馬単票数 計 205016 的中 �� 28722（1番人気）
ワイド票数 計 207398 的中 �� 34171（1番人気）�� 8052（8番人気）�� 8196（7番人気）
3連複票数 計 491201 的中 ��� 23517（4番人気）
3連単票数 計 766671 的中 ��� 12914（7番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 51．1－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボブキャット �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．8．26 新潟2着

2010．4．14生 牡7鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali 障害：7戦1勝 賞金 11，680，000円
〔競走中止〕 ヴィンセンツイヤー号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 ショウナンアリスト号の騎手金子光希は，2周目4コーナー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）



21101 8月26日 晴 稍重 （29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

713 エントシャイデン 牡2芦 54 蛯名 正義�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448 ―1：36．1 5．3�

47 ラストプリマドンナ 牝2鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 418 ― 〃 クビ 15．7�
816 シグナライズ 牝2鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 482 ―1：36．41� 2．1�
12 ウインスラーヴァ 牡2鹿 54 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 468 ―1：36．93 30．1�
24 アウデンティア 牡2黒鹿54 三浦 皇成前田 葉子氏 鹿戸 雄一 浦河 笠松牧場 482 ―1：37．0クビ 10．8	
59 � ケンデスティニー 牡2栗 54

51 ▲野中悠太郎中西 宏彰氏 森 秀行 米
Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

462 ― 〃 クビ 19．9

510 グ ラ ン サ ム 牡2栗 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 458 ―1：37．21	 12．3�
817 トレジャード 牡2栗 54

51 ▲木幡 育也�ターフ・スポート勢司 和浩 浦河 谷川牧場 472 ―1：37．41
 44．0�
715 ラ ヴ シ ー フ 牡2青 54 中谷 雄太門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 458 ― 〃 アタマ 36．5
11 ニシノオクタゴン 牡2青鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 464 ―1：37．5クビ 83．4�
48 フューチャフラッグ 牝2栗 54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 小笠 倫弘 青森 ワールドファーム 426 ―1：37．71 211．9�
611 カシノソルジャー 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 478 ―1：38．33
 193．6�
612� アメリカンファクト 牡2栗 54 横山 典弘吉澤 克己氏 戸田 博文 米 Nesco II Ltd. 482 ―1：38．61� 10．9�
714 グランカナーレ 牡2栗 54 武士沢友治浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 上井農場 460 ―1：38．7
 301．5�
36 ゲームチェンジャー 牡2栗 54

53 ☆木幡 巧也�明栄商事 小西 一男 新冠 樋渡 志尚 478 ―1：38．91 178．6�
35 スイートフラッシュ 牡2鹿 54 北村 宏司窪田 康志氏 奥村 武 平取 坂東牧場 482 ―1：39．32
 128．5�
23 クラウンクラシック 牡2芦 54 石橋 脩矢野 恭裕氏 斎藤 誠 日高 クラウン日高牧場 482 ―1：39．72
 141．7�
818� ストレイライトラン 牡2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅 �ローレルレーシング 和田 正道 米 Jim Fitzgerald &
Katie Fitzgerald 472 ―1：40．97 74．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，100，000円 複勝： 44，784，000円 枠連： 16，284，700円
馬連： 58，465，400円 馬単： 30，334，500円 ワイド： 36，872，100円
3連複： 74，045，600円 3連単： 91，934，100円 計： 392，820，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 150円 � 270円 � 110円 枠 連（4－7） 2，680円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，820円

ワ イ ド �� 970円 �� 230円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 18，370円

票 数

単勝票数 計 401000 的中 � 63856（2番人気）
複勝票数 計 447840 的中 � 67329（2番人気）� 26798（6番人気）� 153738（1番人気）
枠連票数 計 162847 的中 （4－7） 4700（13番人気）
馬連票数 計 584654 的中 �� 14456（10番人気）
馬単票数 計 303345 的中 �� 3906（20番人気）
ワイド票数 計 368721 的中 �� 8600（10番人気）�� 48517（1番人気）�� 12584（5番人気）
3連複票数 計 740456 的中 ��� 23119（4番人気）
3連単票数 計 919341 的中 ��� 3628（39番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．3―12．5―12．4―11．8―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―36．7―49．2―1：01．6―1：13．4―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エントシャイデン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2015．4．21生 牡2芦 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 シグナライズ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 オスカーレーヴ号・サイモンルチアーノ号

21102 8月26日 晴 稍重 （29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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

714 サ ル ダ ー ナ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450＋ 21：48．3 8．6�

715 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 472－ 61：48．51� 5．7�
23 クインズゴールド 牝3鹿 54 津村 明秀亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 424＋ 2 〃 クビ 13．5�
817 オーランガバード 牡3青鹿56 大野 拓弥�G1レーシング 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462－12 〃 アタマ 5．5�
611 スパイラルダイブ 牡3青鹿56 三浦 皇成�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 0 〃 ハナ 2．1	
11 ナンヨーウラヌス 牡3黒鹿56 蛯名 正義中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 438± 01：48．6クビ 32．2

816 ロイヤルシーロード 牝3栗 54 北村 宏司吉田 晴哉氏 尾形 和幸 安平 追分ファーム 462＋ 41：48．81� 94．3�
12 スズレジーム 牝3鹿 54 吉田 豊森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 436＋ 21：49．01� 66．4�
48 ファンシーアモン 牝3鹿 54 丸田 恭介平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 466－ 61：49．1クビ 57．9
59 フェアリーフォート 牝3黒鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 426＋ 21：49．31� 26．2�
818 パ ー リ オ 牡3鹿 56 吉田 隼人吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 530－14 〃 クビ 12．1�
510 マロンクリスタル 牝3栗 54 宮崎 北斗大社 聡氏 中川 公成 新ひだか 千代田牧場 460＋ 81：49．51 373．6�
36 ティアップポケット 牝3鹿 54 的場 勇人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 454＋ 21：49．6� 112．5�
612 ベントデアモーレ 牝3鹿 54 柴田 大知 �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 400＋141：49．81 318．6�
35 コアニードル 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也平井 裕氏 斎藤 誠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472－101：50．01� 244．5�

24 サ ラ ノ ア 牝3黒鹿54 田中 勝春加藤 光淑氏 小島 茂之 新ひだか 木村 秀則 426－ 21：50．1� 266．8�
713 ホーププラウド 牡3鹿 56 江田 照男岡田 勇氏 柴田 政人 日高 千葉飯田牧場 456－ 51：50．84 55．8�
47 ジ ン ダ イ 牡3鹿 56 平野 優樋口 稔氏 二ノ宮敬宇 新冠 タニグチ牧場 470＋ 21：52．39 624．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，051，900円 複勝： 45，456，600円 枠連： 19，963，900円
馬連： 66，118，000円 馬単： 32，913，500円 ワイド： 38，817，100円
3連複： 81，203，800円 3連単： 109，552，100円 計： 428，076，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 230円 � 220円 � 360円 枠 連（7－7） 2，000円

馬 連 �� 2，730円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，200円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 42，930円

票 数

単勝票数 計 340519 的中 � 31578（4番人気）
複勝票数 計 454566 的中 � 52933（4番人気）� 59049（3番人気）� 29487（6番人気）
枠連票数 計 199639 的中 （7－7） 7733（6番人気）
馬連票数 計 661180 的中 �� 18704（10番人気）
馬単票数 計 329135 的中 �� 4219（19番人気）
ワイド票数 計 388171 的中 �� 12687（8番人気）�� 8179（13番人気）�� 8886（10番人気）
3連複票数 計 812038 的中 ��� 7704（26番人気）
3連単票数 計1095521 的中 ��� 1850（129番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―35．9―47．6―59．5―1：11．7―1：24．0―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ル ダ ー ナ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 トワイニング デビュー 2017．1．29 東京3着

2014．2．5生 牝3鹿 母 バイラオーラ 母母 バイラリーナ 6戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 サルダーナ号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年9月2日から平成29年9月

17日まで騎乗停止。（被害馬：18番・8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。
（非抽選馬） 1頭 スズノフブキ号



21103 8月26日 晴 重 （29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

46 � 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 502－ 41：55．4 10．9�
58 ゴールデンブレイヴ 牡4栗 57 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 504＋ 6 〃 クビ 4．6�
712� トーホウリーガル 牡4青鹿57 吉田 豊東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 512－ 51：55．5	 19．0�
34 
 ベ ラ ポ ー サ 牝4鹿 55 岩田 康誠吉田 和子氏 堀 宣行 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. 508＋141：55．71� 5．8�
47 セガールモチンモク �3栗 54

51 ▲武藤 雅小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 478＋ 81：56．33 11．0�
815 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 486＋ 41：56．51 3．3	
814 マツリダバッハ 牡4青鹿57 蛯名 正義髙橋 文枝氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 492＋ 41：57．13 12．6

611 スピアザゴールド �4鹿 57 吉田 隼人 �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 482＋ 21：57．2 7．8�
610� ダッシングブルー 牡5黒鹿 57

55 △伴 啓太 �ブルーマネジメント蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B516± 01：57．62 24．8
22 アルティジャーノ �4鹿 57

54 ▲野中悠太郎渡邉 顕三氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 448＋ 2 〃 ハナ 106．5�
23 カ ム イ 牡4鹿 57 津村 明秀川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 470± 01：58．34 52．6�
59 
 リアリゾンルレーヴ 牝4鹿 55 三浦 皇成吉田 和子氏 池上 昌和 米

Robert B. Trus-
sell Jr. & John
T.L. Jones III

B476± 01：58．83 44．6�
35 � アンビリーバボー 牡4栗 57 宮崎 北斗千葉 正人氏 中川 公成 浦河 成隆牧場 434＋ 21：59．22 163．3�
713 シルバーストーン 牡3芦 54 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 492＋101：59．73 47．8�
11 � ガッティナーラ 牡3栗 54 柴山 雄一加藤 興一氏 畠山 吉宏 新ひだか 山野牧場 476＋212：00．76 212．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，750，600円 複勝： 43，072，500円 枠連： 17，797，800円
馬連： 65，905，000円 馬単： 29，407，500円 ワイド： 39，731，700円
3連複： 84，473，800円 3連単： 98，289，800円 計： 408，428，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 320円 � 220円 � 430円 枠 連（4－5） 1，540円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 7，330円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 2，990円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 23，810円 3 連 単 ��� 134，190円

票 数

単勝票数 計 297506 的中 � 21770（5番人気）
複勝票数 計 430725 的中 � 34431（5番人気）� 58807（3番人気）� 23577（8番人気）
枠連票数 計 177978 的中 （4－5） 8919（9番人気）
馬連票数 計 659050 的中 �� 16416（12番人気）
馬単票数 計 294075 的中 �� 3006（34番人気）
ワイド票数 計 397317 的中 �� 8746（15番人気）�� 3366（33番人気）�� 4539（26番人気）
3連複票数 計 844738 的中 ��� 2660（79番人気）
3連単票数 計 982898 的中 ��� 531（447番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．9―13．0―12．5―12．6―13．1―13．3―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．5―50．5―1：03．0―1：15．6―1：28．7―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�パルトネルラーフ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ブライアンズタイム

2013．4．30生 牡4鹿 母 サクセスウイッチ 母母 アワーミスレッグス 7戦1勝 賞金 9，700，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガッティナーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月26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） 1頭 オーバーウェルム号
（非抽選馬） 1頭 スフェーン号

21104 8月26日 晴 稍重 （29新潟2）第9日 第8競走 ��3，250�第19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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード3：28．7良

33 グッドスカイ 牝4黒鹿58 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 474＋ 63：31．0 4．0�
811 ハギノパトリオット �5黒鹿60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 472＋ 23：31．21� 3．6�
710 タマモプラネット 牡7芦 60 小坂 忠士タマモ� 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 474－203：32．26 38．7�
79 ホーカーテンペスト �8栗 60 石神 深一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 502－ 83：32．52 2．7�
56 ラ ス テ ラ 牝6鹿 58 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 484－ 23：32．81� 19．7	
68 リスヴェリアート 牡7鹿 60 北沢 伸也�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 458± 03：33．12 7．7

812 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± 03：33．52	 169．7�
22 メイショウアラワシ 牡6栗 60 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 474± 03：33．6	 14．6�
67 ツジスーパーサクラ 牝5芦 58 平沢 健治辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 63：34．98 18．2
11 トーアヒミコ 牝4黒鹿58 小野寺祐太高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 442－ 23：37．5大差 124．2�
55 タ ナ ト ス 牡9黒鹿60 白浜 雄造工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 470＋ 43：41．0大差 43．5�
44 マイネルポルトゥス 牡5鹿 60 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 470－ 8 （競走中止） 200．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 33，433，000円 複勝： 39，165，500円 枠連： 17，237，000円
馬連： 68，610，800円 馬単： 36，797，300円 ワイド： 37，180，100円
3連複： 102，359，900円 3連単： 170，388，000円 計： 505，171，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 170円 � 740円 枠 連（3－8） 800円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，040円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 8，400円 3 連 単 ��� 29，860円

票 数

単勝票数 計 334330 的中 � 65647（3番人気）
複勝票数 計 391655 的中 � 75129（2番人気）� 69240（3番人気）� 9476（9番人気）
枠連票数 計 172370 的中 （3－8） 16617（4番人気）
馬連票数 計 686108 的中 �� 70314（3番人気）
馬単票数 計 367973 的中 �� 17488（6番人気）
ワイド票数 計 371801 的中 �� 33407（3番人気）�� 4329（25番人気）�� 3942（26番人気）
3連複票数 計1023599 的中 ��� 9135（30番人気）
3連単票数 計1703880 的中 ��� 4136（96番人気）
上り 1マイル 1：43．0 4F 50．0－3F 37．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドスカイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．11．22 京都6着

2013．2．9生 牝4黒鹿 母 プラチナチャリス 母母 Silver Chalice 障害：7戦3勝 賞金 68，824，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 マイネルポルトゥス号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため2周目向正面で競走中止。
〔制裁〕 グッドスカイ号の騎手森一馬は，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50，000円。（被害馬：11番）



21105 8月26日 晴 重 （29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；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 スペルマロン �3栗 54 岩田 康誠西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 490＋ 21：52．3 5．8�
713 バイタルフォース �5鹿 57 大野 拓弥前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 510＋ 21：52．51	 2．0�
610
 ス ケ ロ ク 牡5栗 57 木幡 巧也サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 504＋ 61：53．24 37．2�
46 サクラルコール 牡6栃栗57 横山 典弘�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 高橋 修 490－ 61：53．41	 23．9�
22 レインオーバー �6青鹿57 石橋 脩 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 ハナ 10．5�
815 カレンマタドール �6鹿 57 蛯名 正義鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B486－141：53．71	 9．0	
712 サンライズレーヴ 牡6栗 57 江田 照男松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 474－ 2 〃 クビ 50．5

611 トミケンシェルフ 牡5栗 57 吉田 隼人冨樫 賢二氏 武井 亮 日高 沖田牧場 B484＋ 2 〃 ハナ 57．3�
23 ノワールギャルソン 牡5黒鹿57 柴田 大知ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 450＋ 81：53．8クビ 58．9�
35 ワンダーアツレッタ 牡5黒鹿57 津村 明秀山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 486－10 〃 アタマ 30．0
814 ゴールドリーガル 牡6鹿 57 田中 勝春居城 寿与氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 464－ 41：54．11	 45．7�
34 バイタルフォルム 牡7黒鹿57 宮崎 北斗ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 藤春 修二 492－241：55．05 299．6�
47 アルファアリエス 牡6鹿 57 吉田 豊�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 460－ 6 〃 アタマ 60．0�
59 � ラ テ ラ ス 牝5鹿 55 三浦 皇成吉田 和美氏 高柳 瑞樹 米 Mrs. Ger-

ald Nielsen 490＋ 31：55．42	 9．1�
58 ソルプレーサ 牡5黒鹿57 嘉藤 貴行西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 520＋ 21：55．61� 12．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，816，200円 複勝： 57，261，400円 枠連： 23，819，200円
馬連： 102，487，800円 馬単： 48，373，500円 ワイド： 56，500，700円
3連複： 128，193，500円 3連単： 179，156，400円 計： 638，608，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 110円 � 660円 枠 連（1－7） 650円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 280円 �� 3，310円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 8，840円 3 連 単 ��� 45，990円

票 数

単勝票数 計 428162 的中 � 58162（2番人気）
複勝票数 計 572614 的中 � 81535（2番人気）� 197044（1番人気）� 12802（10番人気）
枠連票数 計 238192 的中 （1－7） 28263（2番人気）
馬連票数 計1024878 的中 �� 113172（1番人気）
馬単票数 計 483735 的中 �� 23217（4番人気）
ワイド票数 計 565007 的中 �� 61052（1番人気）�� 3920（34番人気）�� 8549（18番人気）
3連複票数 計1281935 的中 ��� 10865（24番人気）
3連単票数 計1791564 的中 ��� 2824（135番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．2―50．0―1：02．0―1：14．1―1：26．5―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―3F38．2
1
3
・（1，10）（5，15）（6，8，9）（3，11）7（4，13）－12，2，14・（1，10）（5，15）11，9（6，8）（3，13）（4，7）（12，14）2

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

勝馬の
紹 介

スペルマロン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．8．7 新潟12着

2014．3．28生 �3栗 母 チャンピオンダイヤ 母母 ジェニーソング 12戦3勝 賞金 38，236，000円

21106 8月26日 晴 稍重 （29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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

68 � 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 508－ 2 56．1 6．0�

813 ウエスタンユーノー 牝6芦 55 田中 勝春西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 494－ 4 〃 クビ 16．1�
710 アースエンジェル 牝5青鹿55 吉田 隼人 �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 454± 0 56．2クビ 3．2�
45 ブラックバード 	5鹿 57 西田雄一郎 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム 466＋ 6 56．41
 69．5�
69 ダイイチターミナル 牡3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 436± 0 〃 クビ 39．1	
56 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± 0 〃 ハナ 11．4

44 ブライトチェリー 牝7芦 55 柴田 大知 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム B478＋ 4 56．5クビ 21．3�
22 エリーティアラ 牝5青鹿55 柴山 雄一谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B470＋ 8 〃 アタマ 80．7�
11 ユキノアイオロス 	9鹿 57 横山 典弘井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 4 〃 クビ 41．2
33 ダンシングワンダー 牝5栗 55 中井 裕二窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 480＋ 2 56．71� 17．0�
812 プレシャスエース 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 506－ 2 56．91
 4．8�
57 イ オ ラ ニ 	6黒鹿57 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B476－ 4 57．21� 7．9�
711 コパノチャンス 牡4栗 57 藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 B484－ 6 57．3� 8．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 49，977，700円 複勝： 67，183，900円 枠連： 35，248，000円
馬連： 135，203，800円 馬単： 57，463，400円 ワイド： 67，608，100円
3連複： 179，630，300円 3連単： 241，406，600円 計： 833，721，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 370円 � 150円 枠 連（6－8） 1，120円

馬 連 �� 4，640円 馬 単 �� 8，130円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 360円 �� 930円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 29，780円

票 数

単勝票数 計 499777 的中 � 65704（3番人気）
複勝票数 計 671839 的中 � 96166（3番人気）� 35137（7番人気）� 146161（1番人気）
枠連票数 計 352480 的中 （6－8） 24345（4番人気）
馬連票数 計1352038 的中 �� 22542（19番人気）
馬単票数 計 574634 的中 �� 5296（33番人気）
ワイド票数 計 676081 的中 �� 10259（23番人気）�� 52739（1番人気）�� 17833（9番人気）
3連複票数 計1796303 的中 ��� 34832（7番人気）
3連単票数 計2414066 的中 ��� 5877（80番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―11．0―10．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―33．2―43．9

上り4F44．1－3F33．9
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 28戦4勝 賞金 73，575，000円
初出走 JRA



21107 8月26日 晴 重 （29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，28．8．27以降29．8．20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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 トップディーヴォ 牡5鹿 55 横山 典弘�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 B488＋ 21：51．5 11．3�
713� マ ス ク ゾ ロ 牡6黒鹿57 中谷 雄太門野 重雄氏 岡田 稲男 米

Andre Lynch, Dermot
Ryan, David O’Loughlin
& Petaluma Bloodstock

538＋ 61：51．6� 3．4�
35 ア ル タ イ ル 牡5栗 56 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B488＋ 41：51．7	 8．0�
814 スリータイタン 
8黒鹿54 岩田 康誠永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 450± 01：51．91� 23．4�
712 スズカリバー 牡5鹿 53 三浦 皇成永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494＋ 21：52．0	 9．5	
47 センチュリオン 牡5黒鹿56 大野 拓弥窪田 康志氏 田村 康仁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 21：52．21� 3．6

58 ストロングサウザー 牡6鹿 57 吉田 隼人村木 篤氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 クビ 44．7�
22 モズライジン 牡5芦 55 柴田 善臣 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 474＋101：52．3クビ 7．6�
23 ヨヨギマック 牡6栗 54 北村 宏司一村 哲也氏 岡田 稲男 新ひだか 荒木 貴宏 498－ 21：52．4� 79．9
815 メイショウヒコボシ 牡6鹿 54 柴山 雄一松本 和子氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 526± 01：52．5� 69．3�
34 トラキチシャチョウ 牡6鹿 56 津村 明秀 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 512＋ 21：52．71� 33．0�
611 タガノゴールド 牡6栗 54 石橋 脩八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 476± 01：52．8アタマ 12．9�
610 メイショウイチオシ 牡6黒鹿53 木幡 巧也松本 好雄氏 庄野 靖志 新冠 八木 常郎 540＋ 41：53．01� 119．2�
59 サンマルデューク 牡8黒鹿56 武士沢友治相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 522＋141：53．21 101．6�
46 ラインハート 牝6鹿 50 藤田菜七子大塚 亮一氏 上原 博之 平取 坂東牧場 464－ 4 （競走中止） 62．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 87，452，600円 複勝： 126，105，100円 枠連： 61，159，600円
馬連： 286，018，300円 馬単： 114，745，900円 ワイド： 136，998，400円
3連複： 393，883，100円 3連単： 557，303，800円 計： 1，763，666，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 330円 � 190円 � 270円 枠 連（1－7） 2，290円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 7，990円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 1，430円 �� 770円

3 連 複 ��� 8，110円 3 連 単 ��� 63，760円

票 数

単勝票数 計 874526 的中 � 61661（6番人気）
複勝票数 計1261051 的中 � 88446（6番人気）� 201195（2番人気）� 117628（4番人気）
枠連票数 計 611596 的中 （1－7） 20639（11番人気）
馬連票数 計2860183 的中 �� 69893（12番人気）
馬単票数 計1147459 的中 �� 10764（32番人気）
ワイド票数 計1369984 的中 �� 27800（15番人気）�� 24175（17番人気）�� 47050（8番人気）
3連複票数 計3938831 的中 ��� 36386（30番人気）
3連単票数 計5573038 的中 ��� 6336（216番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．6―12．8―12．5―11．8―12．1―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．0―49．8―1：02．3―1：14．1―1：26．2―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トップディーヴォ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2014．10．19 京都3着

2012．2．10生 牡5鹿 母 セクシーザムライ 母母 Powder 25戦6勝 賞金 117，613，000円
〔競走中止〕 ラインハート号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 クロフネビームス号・シンゼンレンジャー号・マイネルバサラ号・ラテンロック号

21108 8月26日 晴 稍重 （29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

47 ワイナルダム 牡3青鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 452＋141：08．7 42．5�
12 ショウナンアエラ 牡3黒鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 472＋ 4 〃 クビ 4．1�
24 ネバーリグレット �4芦 57 石橋 脩�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：09．01	 17．2�
612 プレイヤード 牡4鹿 57 江田 照男前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B512＋ 4 〃 クビ 11．7�
23 プルメリアブーケ 牝4栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 アタマ 40．9	
714
 マイネルアムニス 牡3芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 494－ 61：09．1� 4．4


59 フリームーヴメント 牡4栗 57
54 ▲藤田菜七子ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 448－ 81：09．2� 46．5�

35 シャインサンデー 牝3栗 52
49 ▲武藤 雅森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 414－ 41：09．41� 7．6�

611 ハイレベルバイオ 牝5黒鹿55 柴田 善臣バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 496－ 61：09．5	 17．9
36 シゲルタイガー 牡3鹿 54 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 21：09．6クビ 23．4�
510 ブラディーリッパー 牝3鹿 52 岩田 康誠ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 496＋ 81：09．7� 5．8�
715 ポンテファブリチオ 牡4鹿 57 蛯名 正義窪田 康志氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 504－ 61：09．8	 70．7�
11 ノリノリコユキ 牝3鹿 52

51 ☆木幡 巧也大久保和夫氏 勢司 和浩 日高 厚賀古川牧場 440＋14 〃 クビ 23．8�
817 ポートレイト 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 育也グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 430＋ 4 〃 ハナ 155．9�
816 クラウンノキミ �5黒鹿57 丸田 恭介�クラウン 伊藤 伸一 新ひだか 出羽牧場 490－ 81：09．9� 250．8�
713 コ リ ー ナ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 448± 01：10．32� 30．5�
48 サトノアイリ 牝4黒鹿55 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 434± 01：10．62 52．4�
818 ナムラバイオレット 牝4栗 55 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 496－ 21：11．23� 18．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 65，106，500円 複勝： 98，902，700円 枠連： 48，625，500円
馬連： 167，165，600円 馬単： 66，761，000円 ワイド： 103，375，900円
3連複： 228，942，000円 3連単： 292，046，400円 計： 1，070，925，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，250円 複 勝 � 890円 � 180円 � 540円 枠 連（1－4） 4，020円

馬 連 �� 6，600円 馬 単 �� 19，000円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 8，090円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 36，490円 3 連 単 ��� 258，520円

票 数

単勝票数 計 651065 的中 � 12252（13番人気）
複勝票数 計 989027 的中 � 24078（13番人気）� 183268（1番人気）� 42131（7番人気）
枠連票数 計 486255 的中 （1－4） 9367（15番人気）
馬連票数 計1671656 的中 �� 19611（22番人気）
馬単票数 計 667610 的中 �� 2634（66番人気）
ワイド票数 計1033759 的中 �� 10287（28番人気）�� 3225（79番人気）�� 19941（9番人気）
3連複票数 計2289420 的中 ��� 4705（117番人気）
3連単票数 計2920464 的中 ��� 819（801番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―11．0―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．3―33．3―45．1―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイナルダム �
�
父 サニングデール �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．6．5 東京12着

2014．4．11生 牡3青鹿 母 オレンジキュラソー 母母 オレンジジャスミン 14戦2勝 賞金 21，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タカラユメ号



（29新潟2）第9日 8月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 181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

255，600，000円
12，970，000円
2，000，000円
29，600，000円
72，777，000円
6，436，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
478，768，300円
653，383，700円
293，207，900円
1，141，506，100円
511，579，100円
639，017，300円
1，527，420，100円
2，077，170，000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 7，322，052，500円

総入場人員 10，933名 （有料入場人員 9，268名）
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