
21001 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

611 シゲルサケガシラ 牡2鹿 54 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ
ファーム 442－ 41：12．7 10．2�

47 タイガーヴォーグ 牡2鹿 54 M．デムーロ千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 474± 01：13．12� 3．1�
815 ブライトピスケス 牡2栗 54 田中 勝春島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 474± 01：13．42 5．2�
23 タイセイラルーナ 牝2栗 54 岩田 康誠田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 472－ 41：13．5� 9．8�
610 カゼノカムイ 牡2鹿 54 蛯名 正義菅原 広隆氏 根本 康広 青森 荒谷牧場 446－121：14．03 6．1�
713 コスモコレクション 牡2栗 54 柴田 大知 	ビッグレッドファーム 矢野 英一 浦河 岡本 昌市 444＋ 41：14．1� 91．0

22 ス イ シ ン 牝2黒鹿54 北村 宏司重松 國建氏 加藤 和宏 新ひだか 静内フジカワ牧場 428＋ 41：14．2クビ 25．6�
712 シゲルババチャン 牝2鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 430－ 41：14．73 29．6�
814 ニシノケイト 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 452＋ 21：15．12� 18．8
59 タマムーンフェイス 牡2鹿 54 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 476＋ 61：15．2クビ 54．7�
11 カメリエーレ 牡2鹿 54 木幡 初広島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 506－10 〃 クビ 47．8�
35 レアドロップ 牝2芦 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 458－ 61：15．73 17．1�
58 エドノマツオー 牡2栗 54 的場 勇人遠藤 喜松氏 的場 均 新ひだか 沖田 忠幸 450－161：16．44 235．4�
46 シュガーラブ 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人	ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 452＋ 61：16．61 58．4�
34 タマモシルクハット 牡2黒鹿54 西田雄一郎タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 B464－ 61：18．7大差 15．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，657，800円 複勝： 40，265，900円 枠連： 14，813，000円
馬連： 53，321，900円 馬単： 29，174，100円 ワイド： 30，872，500円
3連複： 72，925，200円 3連単： 90，774，200円 計： 357，804，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 260円 � 130円 � 160円 枠 連（4－6） 620円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 760円 �� 850円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 23，690円

票 数

単勝票数 計 256578 的中 � 21163（5番人気）
複勝票数 計 402659 的中 � 29934（5番人気）� 100818（1番人気）� 67885（2番人気）
枠連票数 計 148130 的中 （4－6） 18278（1番人気）
馬連票数 計 533219 的中 �� 21796（5番人気）
馬単票数 計 291741 的中 �� 4601（15番人気）
ワイド票数 計 308725 的中 �� 10076（6番人気）�� 8846（7番人気）�� 23131（1番人気）
3連複票数 計 729252 的中 ��� 16211（5番人気）
3連単票数 計 907742 的中 ��� 2778（51番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．6―12．8―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．4―47．2―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シゲルサケガシラ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．7．4 福島4着

2013．4．16生 牡2鹿 母 タイキジャンヌ 母母 アドマイヤマカディ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 カゼノカムイ号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモシルクハット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ビレッジエンパイア号・ミステリオ号・ヤマタケジャイアン号・ルグランシェクル号
（非抽選馬） 1頭 グレートヒット号

21002 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時35分 （芝・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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

59 ファジーネーブル 牝2黒鹿 54
51 ▲石川裕紀人�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 408－ 41：22．4 7．1�

24 ラッキーペニー 牝2鹿 54 戸崎 圭太平賀 久枝氏 古賀 史生 日高 中原牧場 500－ 21：22．5� 6．4�
23 ルドロージエ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム 464± 01：22．81� 16．1�
815 サトノアイリ 牝2黒鹿54 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 424－ 41：22．9� 5．4�
12 ガーネットバローズ 牝2鹿 54 内田 博幸猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 村本牧場 446＋ 2 〃 ハナ 3．8	
35 シゲルコブダイ 牝2鹿 54 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 正徳 むかわ サイファーム 440－ 81：23．0� 29．1

11 ラ ブ タ ー ボ 牝2鹿 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 414－ 61：23．21� 45．2�
714 キタノスズラン 牝2鹿 54 吉田 豊 �フジワラ・ファーム 土田 稔 浦河 谷口牧場 442－10 〃 ハナ 12．8�
36 モンマルトル 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 440＋ 21：23．3� 15．1
47 スカーレットルビー 牝2鹿 54 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 434－ 41：23．62 7．3�
713 スガノラッシュ 牝2鹿 54 武士沢友治菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 橋本牧場 420± 01：23．92 118．1�
817 ソ ナ ー タ 牝2鹿 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 428＋ 21：24．0クビ 62．4�
611 スイートドリームス 牝2栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 前川 正美 400＋ 21：24．1� 200．4�
612 ジュンハングリー 牝2青鹿54 大庭 和弥河合 純二氏 勢司 和浩 新ひだか 石川 新一 402＋ 21：24．42 486．3�
48 マ イ オ ー ル 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎川島 吉男氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 408± 01：26．010 564．1�
510 ユイノロマン 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太由井健太郎氏 黒岩 陽一 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 404－ 21：26．21� 76．3�

816 テイエムオリオン 牝2青鹿54 大野 拓弥竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 410＋ 21：26．73 213．8�
（17頭）

売 得 金
単勝： 22，370，200円 複勝： 33，023，300円 枠連： 11，791，400円
馬連： 48，216，100円 馬単： 27，044，300円 ワイド： 26，993，200円
3連複： 64，532，900円 3連単： 82，533，500円 計： 316，504，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 260円 � 220円 � 490円 枠 連（2－5） 1，950円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，100円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 10，460円 3 連 単 ��� 58，890円

票 数

単勝票数 計 223702 的中 � 26457（4番人気）
複勝票数 計 330233 的中 � 34622（5番人気）� 43085（3番人気）� 15419（8番人気）
枠連票数 計 117914 的中 （2－5） 4683（12番人気）
馬連票数 計 482161 的中 �� 13115（13番人気）
馬単票数 計 270443 的中 �� 3590（22番人気）
ワイド票数 計 269932 的中 �� 7868（10番人気）�� 6309（16番人気）�� 3775（24番人気）
3連複票数 計 645329 的中 ��� 4625（39番人気）
3連単票数 計 825335 的中 ��� 1016（214番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―11．7―12．2―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．7―46．4―58．6―1：10．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 6（9，17）（4，15）（2，5）13，3（11，14）1，7，16（10，8，12） 4 6（9，17）（4，15）（2，5，13）3（11，14）1，7（10，12）8，16
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファジーネーブル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．6．14 東京5着

2013．2．25生 牝2黒鹿 母 ヤマシロギク 母母 ミラクルラブ 4戦1勝 賞金 6，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムオリオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1日まで平地競

走に出走できない。

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１日



21003 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

44 レッツゴースター 牡3栗 56 嘉藤 貴行�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 458± 01：56．9 4．1�
710 モノクロームシチー 牡3芦 56 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 458＋101：57．64 20．3�
69 ブラヴューラ 牡3鹿 56 石橋 脩田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 472－ 41：58．23� 85．9�
11 パ ヴ ォ ー ネ 牡3黒鹿56 岩田 康誠 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 530－10 〃 ハナ 6．2�
813 シゲルヒノクニ 牡3栗 56 柴田 大知森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 486－ 21：58．3クビ 41．1	
45 フランシスカ 牝3芦 54

51 ▲石川裕紀人小島 誠人氏 勢司 和浩 安平 追分ファーム 436＋ 21：58．61� 117．2

711 トゥルースナイト 牡3黒鹿 56

53 ▲伴 啓太�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 460－ 21：58．7� 77．2�
57 サクラヘリオス 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 514± 01：58．91� 2．9�
56 グランノーヴァ 牡3栗 56 内田 博幸 �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 488 ―1：59．11� 20．5
68 バ ル マ ス ケ 牡3栗 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 494－ 61：59．52� 15．7�
22 ダ イ チ 牡3青鹿56 北村 宏司田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 田渕牧場 B500－ 21：59．6クビ 21．7�
33 ダフィーゴールド 牡3鹿 56 蛯名 正義林 正道氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田スタツド 514－ 42：01．5大差 4．1�
812 フレイムアゲン 牡3黒鹿 56

53 ▲野中悠太郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 新冠 佐藤 信広 B494± 02：02．67 469．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，116，100円 複勝： 27，431，500円 枠連： 9，865，000円
馬連： 42，825，900円 馬単： 26，120，000円 ワイド： 23，006，000円
3連複： 53，275，200円 3連単： 87，362，500円 計： 291，002，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 610円 � 1，240円 枠 連（4－7） 3，370円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 8，790円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 3，890円 �� 6，840円

3 連 複 ��� 72，120円 3 連 単 ��� 265，010円

票 数

単勝票数 計 211161 的中 � 41155（2番人気）
複勝票数 計 274315 的中 � 45093（3番人気）� 10694（7番人気）� 4880（10番人気）
枠連票数 計 98650 的中 （4－7） 2267（11番人気）
馬連票数 計 428259 的中 �� 6534（16番人気）
馬単票数 計 261200 的中 �� 2228（27番人気）
ワイド票数 計 230060 的中 �� 3179（20番人気）�� 1520（33番人気）�� 857（49番人気）
3連複票数 計 532752 的中 ��� 554（124番人気）
3連単票数 計 873625 的中 ��� 239（517番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．8―51．7―1：04．6―1：17．3―1：30．3―1：43．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッツゴースター �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2015．4．5 中山14着

2012．3．17生 牡3栗 母 ベストフューチャー 母母 オリミツキネン 4戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレイムアゲン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月1日まで平地競

走に出走できない。

21004 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時35分 （芝・左・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量

本 賞 4，600，000円 1，800，000円 945，000
945，000

円
円 460，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

612 コルヌコピア 牝3黒鹿54 北村 宏司池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 438－ 21：46．1 19．4�
47 ラ バ ニ ー ユ 牝3芦 54 蛯名 正義�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 410－ 2 〃 クビ 8．1�
11 アンドトゥモロー 牝3鹿 54 M．デムーロ吉田 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 460± 01：46．2クビ 12．0�
817 ポップスキャット 牝3黒鹿54 吉田 豊 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 同着 15．5�
48 ザハッピエスト 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人吉田 晴哉氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 400＋101：46．3� 28．7	
23 ニシノリコルディ 牝3鹿 54 吉田 隼人西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 422± 01：46．51 13．2

611 ク ー ト ネ イ 牝3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 平取 船越 伸也 456－ 81：46．81� 14．0�
714 サウザンリーブス 牝3鹿 54 大野 拓弥 �ビクトリーホースランチ 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442－ 2 〃 同着 7．8�
713 インクルーシブ 牝3青鹿54 岩田 康誠�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 392－ 41：47．11� 102．8
715 マ ロ ン ベ ル 牝3栗 54 田辺 裕信 �グリーンファーム大和田 成 千歳 社台ファーム 438－ 41：47．31� 14．0�
35 アルファキンバレー 牝3黒鹿54 津村 明秀�貴悦 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 442＋ 4 〃 クビ 22．3�
816 ディスコルディア 牝3青鹿54 柴田 善臣�G1レーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 446－ 21：47．51� 12．3�
36 ハイレベルバイオ 牝3黒鹿54 内田 博幸バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 504－ 4 〃 ハナ 7．9�
24 ウォークロニクル 牝3青鹿54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 422＋121：47．6� 4．5�
59 ペルセフォネ 牝3鹿 54 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 422－ 41：47．7� 183．1�
818 チーキーデヴィル 牝3黒鹿54 石橋 脩平賀 久枝氏 南田美知雄 日高 中原牧場 424＋ 41：47．8� 183．5�
510 エクボビューティー 牝3黒鹿54 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 新ひだか 寺越 政幸 420± 01：49．39 22．4�
12 ニューコローラ 牝3鹿 54 杉原 誠人広尾レース� 藤沢 和雄 新ひだか 木村 秀則 544 ―1：50．36 93．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 26，687，700円 複勝： 38，919，600円 枠連： 18，399，500円
馬連： 61，926，600円 馬単： 30，737，400円 ワイド： 37，070，500円
3連複： 86，654，300円 3連単： 103，383，400円 計： 403，779，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 410円 � 210円 �
�

330円
390円 枠 連（4－6） 2，780円

馬 連 �� 7，160円 馬 単 �� 14，540円

ワ イ ド �� 1，520円 ��
��

2，410円
3，430円

��
��

1，410円
1，730円

3 連 複 ���
���

15，920円
17，820円 3 連 単 ���

���
114，960円
127，460円

票 数

単勝票数 計 266877 的中 � 10981（11番人気）
複勝票数 計 389196 的中 �

�
17243
18482

（11番人気）
（10番人気）

� 42770（3番人気）� 22350（8番人気）

枠連票数 計 183995 的中 （4－6） 5125（14番人気）
馬連票数 計 619266 的中 �� 6698（32番人気）
馬単票数 計 307374 的中 �� 1585（66番人気）
ワイド票数 計 370705 的中 ��

��
3812
4131
（33番人気）
（30番人気）

��
��

2355
3331
（67番人気）
（47番人気）

�� 1642（78番人気）

3連複票数 計 866543 的中 ��� 2041（138番人気） ��� 1823（157番人気）
3連単票数 計1033834 的中 ��� 326（991番人気） ��� 294（1093番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．0―12．1―12．6―11．7―11．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．0―34．3―46．3―58．4―1：11．0―1：22．7―1：33．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コルヌコピア �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Pleasant Colony デビュー 2014．9．14 新潟5着

2012．5．1生 牝3黒鹿 母 ジュエルオブジュエルズ 母母 Jewell Ridge 6戦1勝 賞金 5，760，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニューコローラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1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 フォアニーム号



21005 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25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 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

611 カ ネ ノ イ ロ 牡2鹿 54 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 432 ―1：23．2 18．9�
58 ショウナンライズ 牡2栗 54 戸崎 圭太国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 446 ―1：23．41� 3．6�
46 コスモアルコン 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 浦河 帰山 清貴 502 ―1：23．61� 5．7�
35 マウントウェーブ 牡2芦 54 岩田 康誠ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 イワミ牧場 496 ―1：23．92 16．7�
47 サトノスピリット 牡2黒鹿54 北村 宏司里見 治氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 474 ―1：24．11 3．6�
59 タイセイフラム 牝2鹿 54 M．デムーロ田中 成奉氏 松下 武士 新ひだか 友田牧場 428 ― 〃 ハナ 7．6	
610 レディートゥーゴー 牝2栗 54 菅原 隆一島川 
哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 450 ―1：24．63 65．0�
814 エイトレンジャーズ 牝2黒鹿54 吉田 隼人�LS.M 天間 昭一 日高 正和山本牧場 420 ―1：24．7� 137．4
34 ア ラ ン チ ャ 牝2鹿 54 西田雄一郎 �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 476 ―1：24．8� 62．2�
11 ラブリーアモン 牝2青 54 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 468 ―1：24．9� 13．3�
712 スプリットセコンド 牝2鹿 54 内田 博幸黒川 哲美氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 440 ―1：25．0クビ 43．0�
815 サプールコンゴ 牡2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人上野 直樹氏 菅原 泰夫 日高 シンボリ牧場 450 ―1：25．21� 151．6�
23 タカラピクシイ 牝2鹿 54 武士沢友治村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 440 ―1：25．41� 65．5�
713 ビービールチル 牝2鹿 54 大野 拓弥�坂東牧場 小笠 倫弘 新冠 中本牧場 450 ―1：25．71� 63．7�
22 トモジャボーン 牡2青鹿54 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 北光牧場 492 ―1：26．02 22．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，392，400円 複勝： 32，105，600円 枠連： 16，915，100円
馬連： 46，545，800円 馬単： 26，566，700円 ワイド： 24，537，400円
3連複： 55，815，000円 3連単： 77，204，600円 計： 307，082，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 410円 � 170円 � 180円 枠 連（5－6） 1，530円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 8，470円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 1，260円 �� 410円

3 連 複 ��� 5，150円 3 連 単 ��� 43，280円

票 数

単勝票数 計 273924 的中 � 12282（7番人気）
複勝票数 計 321056 的中 � 15875（7番人気）� 55741（2番人気）� 51680（3番人気）
枠連票数 計 169151 的中 （5－6） 8556（7番人気）
馬連票数 計 465458 的中 �� 10577（11番人気）
馬単票数 計 265667 的中 �� 2351（27番人気）
ワイド票数 計 245374 的中 �� 5675（10番人気）�� 4735（14番人気）�� 16887（3番人気）
3連複票数 計 558150 的中 ��� 8125（12番人気）
3連単票数 計 772046 的中 ��� 1293（124番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．5―34．6―46．4―58．8―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ネ ノ イ ロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 タヤスツヨシ 初出走

2013．3．31生 牡2鹿 母 エルサフィール 母母 ポルタトーリ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※アランチャ号・エイトレンジャーズ号・タカラピクシイ号・レディートゥーゴー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21006 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時55分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

57 � ヌ ー ナ 牝3黒鹿54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 米
Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

522＋ 81：54．3 3．2�
56 � ドリームキラリ 牡3青 56 M．デムーロライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC 486－ 81：55．15 4．7�
45 キールコネクション 牡3栗 56 戸崎 圭太水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B470－ 21：55．84 4．0�
813� タ ピ ゴ ン 牡3栗 56 蛯名 正義窪田 康志氏 奥村 武 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

482＋161：56．22� 5．8�
710 ペンタプリズム 牝3青鹿54 吉田 豊 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：56．73 11．9	
711 レアルイモン 牡3栗 56 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 496－ 61：57．55 90．4

812� シ ガ レ ッ ト 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人市川 義美氏 国枝 栄 愛 Y. Ichikawa 448＋ 41：57．92� 47．9�
33 オリオンバローズ 牡3鹿 56 石橋 脩猪熊 広次氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 554＋201：58．11 57．4�
11 � ウプルヴァン 	3鹿 56 岩田 康誠前田 幸治氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm 516＋ 8 〃 クビ 19．6
68 ガンショット 牡3栗 56 木幡 初広岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム 480－ 21：58．2クビ 219．4�
22 タニオブキャップ 牡3鹿 56 西田雄一郎谷 研司氏 栗田 博憲 青森 諏訪牧場 502－ 41：59．58 401．3�
69 ス ケ ロ ク 牡3栗 56 大野 拓弥サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 506－ 6 〃 ハナ 47．0�
44 ネオヴァルカス 牡3栗 56 北村 宏司小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 520 ―2：01．5大差 10．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，028，200円 複勝： 29，393，900円 枠連： 13，723，200円
馬連： 49，497，800円 馬単： 28，292，700円 ワイド： 24，847，500円
3連複： 55，747，700円 3連単： 89，530，500円 計： 315，061，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 150円 � 130円 枠 連（5－5） 710円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 290円 �� 240円 �� 320円

3 連 複 ��� 710円 3 連 単 ��� 3，640円

票 数

単勝票数 計 240282 的中 � 59708（1番人気）
複勝票数 計 293939 的中 � 69594（1番人気）� 42935（3番人気）� 56792（2番人気）
枠連票数 計 137232 的中 （5－5） 14943（3番人気）
馬連票数 計 494978 的中 �� 57958（2番人気）
馬単票数 計 282927 的中 �� 16463（2番人気）
ワイド票数 計 248475 的中 �� 21340（2番人気）�� 28555（1番人気）�� 18453（4番人気）
3連複票数 計 557477 的中 ��� 58828（1番人気）
3連単票数 計 895305 的中 ��� 17822（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．4―50．0―1：02．8―1：15．3―1：28．6―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
7（8，12）－6，13（3，10，5）11，2－（1，4，9）
7（12，5）6（8，13）－（3，10，9）11（1，2）－4

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

勝馬の
紹 介

�ヌ ー ナ �
�
父 Congrats �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2015．4．25 東京4着

2012．3．12生 牝3黒鹿 母 Howaya Lily 母母 Lillybuster 5戦1勝 賞金 7，050，000円
〔発走状況〕 スケロク号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 スケロク号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タニオブキャップ号・スケロク号・ネオヴァルカス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成27年9月1日まで平地競走に出走できない。

追 加 記 事（第 2回福島競馬第 6日第 5競走）
〔その他〕　　キャメルアンバー号は，競走中に疾病〔左第 3中手骨罅裂骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

追 加 記 事（第 2回福島競馬第 7日第 3競走）
〔その他〕　　タイドミュージック号は，競走中に疾病〔右第 3中手骨近位掌側面剥離骨折〕

を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



21007 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時25分 （芝・左・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

715 ダイワスキャンプ 牡3鹿 56 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 436＋161：34．0 2．9�
12 アラホウジョウ 牝3黒鹿54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 466－ 6 〃 クビ 55．4�
35 パブリックフレンド 牡3青 56 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 474＋ 81：34．1� 23．9�
713 トーホウスペンサー 牡3黒鹿56 吉田 隼人東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 468＋ 6 〃 アタマ 14．9�
510 コスモピンパーネル 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 476＋ 41：34．42 11．4	
11 ジュンコアー 牝3黒鹿54 石橋 脩河合 純二氏 勢司 和浩 洞�湖 レイクヴィラファーム 524＋121：34．5クビ 143．7

47 マ イ ヒ レ ン 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人井上 一郎氏 矢野 英一 浦河 三嶋牧場 416＋12 〃 クビ 17．6�
816 スターチェイサー 牡3芦 56 M．デムーロ �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 474± 0 〃 ハナ 3．6�
48 エスティエッキー 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436± 01：34．6� 9．6
817 ダノンポラリス 牡3栗 56 柴田 善臣�ダノックス 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 482 ―1：34．7� 8．6�
24 ブラウンゴッデス 牝3黒鹿54 蛯名 正義飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 432－101：34．8� 22．0�
714 キタノリュウセイ 牡3青鹿56 田辺 裕信北所 直人氏 高橋 裕 新冠 ハシモトフアーム 426＋ 8 〃 クビ 80．0�
612 ジュビリーライン 牝3鹿 54 大野 拓弥下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B402＋ 61：34．9� 35．2�
59 サクラストラーダ 牝3栗 54 伊藤 工真�さくらコマース久保田貴士 新ひだか 山田牧場 466＋ 41：35．21	 235．6�
23 
 ホワイトソックス 牝3青鹿54 津村 明秀山住 勲氏 矢野 英一 米 Mr. & Mrs. Char-

les McGinnes B394－121：35．51	 296．8�
36 キャンドルスピン 牝3黒鹿54 内田 博幸山本 剛史氏 中川 公成 日高 戸川牧場 428＋ 81：35．92� 25．0�
611 センノレイダース 牡3鹿 56 的場 勇人浅野 正敏氏 柴田 政人 茨城 栗山 道郎 458± 01：37．28 428．0�
818 サニーロマンス 牝3栗 54 武士沢友治堀口 晴男氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム B426± 01：37．3� 226．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，128，900円 複勝： 39，627，900円 枠連： 18，783，900円
馬連： 60，979，300円 馬単： 31，421，700円 ワイド： 34，646，700円
3連複： 74，939，100円 3連単： 97，172，700円 計： 384，700，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 1，090円 � 1，030円 枠 連（1－7） 5，220円

馬 連 �� 8，670円 馬 単 �� 12，950円

ワ イ ド �� 2，910円 �� 1，930円 �� 15，530円

3 連 複 ��� 71，870円 3 連 単 ��� 268，890円

票 数

単勝票数 計 271289 的中 � 73338（1番人気）
複勝票数 計 396279 的中 � 98013（1番人気）� 7436（12番人気）� 7897（11番人気）
枠連票数 計 187839 的中 （1－7） 2785（16番人気）
馬連票数 計 609793 的中 �� 5447（30番人気）
馬単票数 計 314217 的中 �� 1819（39番人気）
ワイド票数 計 346467 的中 �� 3079（36番人気）�� 4706（18番人気）�� 565（80番人気）
3連複票数 計 749391 的中 ��� 782（163番人気）
3連単票数 計 971727 的中 ��� 262（684番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．7―11．9―12．1―11．4―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．1―35．8―47．7―59．8―1：11．2―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワスキャンプ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2015．1．24 中山3着

2012．5．7生 牡3鹿 母 フレアキャスケード 母母 ダンツプリンセス 8戦1勝 賞金 11，100，000円
〔発走状況〕 コスモピンパーネル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コスモピンパーネル号は，平成27年8月2日から平成27年8月23日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。

21008 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1日 第8競走 ��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

711 ベストリーダー 牝4栗 55 M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456± 01：12．2 4．2�

34 スノーレパード 牝4黒鹿55 田辺 裕信 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 460＋121：12．3� 21．1�

58 エンジェルビーツ 牝4栗 55 岩田 康誠前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 454＋101：12．51� 5．4�
46 レディーピンク 牝5鹿 55 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 454－ 21：12．71� 33．9�
45 � エンジェルミディ 牝4栗 55 北村 宏司�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 516＋141：13．02 22．9	
814 リンガスヴィグラス 牝3鹿 52 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 460± 01：13．1クビ 2．3

22 フローラルダンサー 牝3鹿 52 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 508＋ 41：13．2	 8．6�
33 ナンゴクロマンス 牝3鹿 52 大野 拓弥平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 448± 01：13．3� 13．8�
813 トウカイマインド 牝4鹿 55 田中 勝春内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 468－ 41：13．4	 19．6
610 ニシノラピート 牝4栗 55

52 ▲石川裕紀人西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 462－ 61：13．61� 58．3�
712� メイショウベルシア 牝4鹿 55 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 450－ 21：13．81 421．1�
57 アルテミシア 牝5鹿 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B488＋16 〃 クビ 325．9�
69 シゲルトオトウミ 牝4栗 55 柴田 大知森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 鎌田 正嗣 460＋191：13．9クビ 153．2�
11 ハ ツ コ イ 牝4鹿 55 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 442－ 41：14．0	 64．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，061，800円 複勝： 44，293，800円 枠連： 19，244，800円
馬連： 75，115，000円 馬単： 39，973，000円 ワイド： 38，483，200円
3連複： 88，076，400円 3連単： 136，996，800円 計： 478，244，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 390円 � 200円 枠 連（3－7） 1，460円

馬 連 �� 4，200円 馬 単 �� 7，210円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 500円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 5，910円 3 連 単 ��� 38，020円

票 数

単勝票数 計 360618 的中 � 67773（2番人気）
複勝票数 計 442938 的中 � 76672（2番人気）� 24367（6番人気）� 58578（3番人気）
枠連票数 計 192448 的中 （3－7） 10169（6番人気）
馬連票数 計 751150 的中 �� 13831（14番人気）
馬単票数 計 399730 的中 �� 4157（25番人気）
ワイド票数 計 384832 的中 �� 7636（15番人気）�� 21200（4番人気）�� 6867（17番人気）
3連複票数 計 880764 的中 ��� 11163（17番人気）
3連単票数 計1369968 的中 ��� 2612（119番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．9―12．4―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―35．0―47．4―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストリーダー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Vicar デビュー 2013．10．14 東京1着

2011．4．21生 牝4栗 母 ヴェストリーレディ 母母 Episode 12戦2勝 賞金 21，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出走取消馬 ネイティヴコード号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※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。
（非当選馬） 1頭 ドリームメモリー号
（非抽選馬） 2頭 ジュエルアラモード号・ヨイチナデシコ号



21009 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1日 第9競走 ��
��1，000�

せ ん こ う

閃 光 特 別
発走14時35分 （芝・直線）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

611 ファンファーレ 牝4栗 55 江田 照男清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B482－ 2 55．1 26．9�
713 カ シ ノ リ ノ 牝3鹿 52 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 476－ 4 55．2� 4．6�
816 インヴォーク 牝4栗 55 岩田 康誠�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 420－16 55．41 7．1�
59 ミラクルアイドル 牝4黒鹿55 蛯名 正義玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 464＋ 6 55．5	 4．3�
714 メランコリア 牝3栗 52 戸崎 圭太�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 474＋ 2 55．71� 7．2	
24 
 ウールーシュヴァル 牡4鹿 57 村田 一誠井上 修一氏 浅野洋一郎 浦河 谷川牧場 450＋ 6 55．8クビ 88．3

12 タイセイゼニス 牝5黒鹿55 大野 拓弥田中 成奉氏 森田 直行 日高 藤本ファーム B474－ 2 〃 ハナ 35．1�
815 ケンタッキーミント 牝4青鹿55 田中 勝春長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 482－ 6 〃 クビ 60．6�
817 オルティラアスール 牝3鹿 52 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 470＋ 6 55．9� 5．3
35 
 シンボリゾンネ 牡7栗 57 吉田 隼人シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 530＋ 2 56．0� 61．5�
47 タ タ ラ 牡3栗 54 石川裕紀人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 404± 0 56．1	 22．5�
510 メイショウカイモン �4鹿 57 武士沢友治松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 456－ 4 56．2クビ 32．4�
612
 ベルエアファルコン 牡5栗 57 北村 宏司榮 義則氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 108．7�
48 
 バシニアティヴ 牝5栗 55 的場 勇人石橋 英郎氏 高橋 義博 洞�湖 メジロ牧場 424－ 2 56．3� 220．9�
11 ラ ト ゥ ー ル 牝3鹿 52 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 420－ 8 56．51 9．7�
36 クリノイザナミ 牝4青 55 内田 博幸栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 430± 0 56．71 27．2�
23 
 フ ド ー シ ン 牡4黒鹿57 柴田 大知林 正道氏 田中 剛 日高 モリナガファーム 482＋ 2 58．08 178．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 34，580，700円 複勝： 43，497，000円 枠連： 31，955，100円
馬連： 105，967，100円 馬単： 47，836，600円 ワイド： 48，337，700円
3連複： 131，805，700円 3連単： 174，034，100円 計： 618，014，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，690円 複 勝 � 630円 � 190円 � 320円 枠 連（6－7） 2，440円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 12，610円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 2，310円 �� 870円

3 連 複 ��� 11，280円 3 連 単 ��� 105，580円

票 数

単勝票数 計 345807 的中 � 10282（8番人気）
複勝票数 計 434970 的中 � 14972（8番人気）� 73172（2番人気）� 34485（6番人気）
枠連票数 計 319551 的中 （6－7） 10109（9番人気）
馬連票数 計1059671 的中 �� 16997（18番人気）
馬単票数 計 478366 的中 �� 2843（45番人気）
ワイド票数 計 483377 的中 �� 7451（19番人気）�� 5268（28番人気）�� 14795（6番人気）
3連複票数 計1318057 的中 ��� 8763（33番人気）
3連単票数 計1740341 的中 ��� 1195（357番人気）

ハロンタイム 11．8―9．9―10．6―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．7―32．3―43．1

上り4F43．3－3F33．4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファンファーレ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．11 新潟3着

2011．5．21生 牝4栗 母 エリモフィナーレ 母母 エリモアメジスト 29戦2勝 賞金 28，393，000円

21010 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1日 第10競走 ��
��1，600�

ふ る ま ち

古 町 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

815 メドウヒルズ 牡4栗 57 内田 博幸�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 456＋ 41：33．1 5．9�
612 アサクサティアラ 牝5青鹿55 岩田 康誠田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 454＋10 〃 アタマ 3．5�
23 マルターズアポジー 牡3鹿 54 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 532＋12 〃 アタマ 8．5�
36 エ ネ ア ド 牡6鹿 57 M．デムーロ �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 41：33．41� 9．5�
816	 エスオンマイチェス 牡5黒鹿57 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B566＋121：33．5クビ 22．0	
48 シルクブルックリン 牡6黒鹿57 田辺 裕信 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 560＋ 21：33．6
 20．5

12 ボージェスト 牝4栗 55 戸崎 圭太吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 486＋ 2 〃 ハナ 31．2�
24 クラウンレガーロ 牡5栗 57 蛯名 正義�クラウン 天間 昭一 新冠 大栄牧場 462－ 8 〃 同着 8．7�
714 プルメリアスター 牝3鹿 52 大野 拓弥 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 416＋141：33．81� 16．0
11 マンゴジェリー 牡3鹿 54 吉田 豊窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 アタマ 6．5�
611 ダイワエキスパート 牡3芦 54 柴田 善臣大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 アタマ 15．0�
47 メイショウオオゼキ �5鹿 57 木幡 初広松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B482－101：34．01� 100．6�
59 クレスコモア 牡5黒鹿57 石橋 脩堀川 三郎氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 522± 01：34．1
 111．5�
510 マイネルコランダム 牡6青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 478＋ 21：34．52
 69．1�
35 タツストロング 牡6栗 57 吉田 隼人原 司郎氏 島 一歩 日高 坂戸 節子 502－ 21：34．71 250．2�
817	 エメラルスピード 牡7栗 57 江田 照男高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 464＋ 41：35．55 110．3�
713 マーティンオート 牝5鹿 55 田中 勝春大戸 志浦氏 沖 芳夫 新ひだか 高橋 修 498＋ 6 〃 クビ 124．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 49，486，100円 複勝： 73，525，100円 枠連： 35，648，300円
馬連： 151，792，300円 馬単： 60，275，800円 ワイド： 67，268，000円
3連複： 167，007，900円 3連単： 230，721，600円 計： 835，725，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 150円 � 300円 枠 連（6－8） 580円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，450円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，250円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 15，150円

票 数

単勝票数 計 494861 的中 � 66512（2番人気）
複勝票数 計 735251 的中 � 99345（2番人気）� 147825（1番人気）� 51687（7番人気）
枠連票数 計 356483 的中 （6－8） 47489（1番人気）
馬連票数 計1517923 的中 �� 109147（1番人気）
馬単票数 計 602758 的中 �� 18414（2番人気）
ワイド票数 計 672680 的中 �� 40545（1番人気）�� 13147（15番人気）�� 20204（7番人気）
3連複票数 計1670079 的中 ��� 39030（3番人気）
3連単票数 計2307216 的中 ��� 11034（11番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．6―11．9―12．1―11．4―10．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．7―35．3―47．2―59．3―1：10．7―1：21．2

コーナー
通過順位

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

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4栗 母 テイクミーハイヤー 母母 ワ デ ィ ア 15戦4勝 賞金 53，656，000円



21011 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1日 第11競走 ��
��2，000�新潟競馬場開設50周年記念

発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，1，600万円以下，26．8．2以降27．7．26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 273，000円 78，000円 39，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

813 ロンギングダンサー 牡6黒鹿54 吉田 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 494＋ 21：58．1 23．2�
710 シャドウウィザード �5黒鹿54 戸崎 圭太飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 470± 01：58．2� 5．3�
11 ピ オ ネ ロ 牡4鹿 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488＋101：58．41	 3．6�
44 
 エーシンマックス 牡5栗 54 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 502＋ 2 〃 クビ 68．2�
33 サンマルホーム 牡5栗 55 内田 博幸相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 440± 01：58．72 19．0	
812 タイセイドリーム 牡5鹿 55 田中 勝春田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 538± 0 〃 クビ 5．7

22 シャドウダンサー 牡4黒鹿57 M．デムーロ飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 504＋161：58．91	 5．2�
69 マイネルマーク 牡7青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 8 〃 クビ 89．2�
45 ダノンフェニックス 牡7黒鹿56 岩田 康誠�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：59．0� 22．8
57 ダイワリベラル 牡4黒鹿56 田辺 裕信大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 512＋ 41：59．21� 7．9�
56 ク ロ ス ボ ウ 牡5黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 516－ 81：59．51� 95．3�
68 セ キ シ ョ ウ 牝5青鹿53 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 506－ 21：59．92� 8．6�
711 ブライトボーイ 牡6鹿 54 津村 明秀古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 486＋ 62：00．96 144．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 76，419，800円 複勝： 104，576，600円 枠連： 45，026，000円
馬連： 271，856，500円 馬単： 115，949，400円 ワイド： 103，479，500円
3連複： 329，125，700円 3連単： 529，053，100円 計： 1，575，486，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 410円 � 190円 � 150円 枠 連（7－8） 1，000円

馬 連 �� 6，320円 馬 単 �� 17，460円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 1，610円 �� 500円

3 連 複 ��� 8，170円 3 連 単 ��� 82，090円

票 数

単勝票数 計 764198 的中 � 26252（9番人気）
複勝票数 計1045766 的中 � 50099（8番人気）� 143436（2番人気）� 223506（1番人気）
枠連票数 計 450260 的中 （7－8） 34846（2番人気）
馬連票数 計2718565 的中 �� 33324（24番人気）
馬単票数 計1159494 的中 �� 4980（59番人気）
ワイド票数 計1034795 的中 �� 14109（25番人気）�� 15903（20番人気）�� 57678（3番人気）
3連複票数 計3291257 的中 ��� 30191（28番人気）
3連単票数 計5290531 的中 ��� 4672（279番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．9―12．4―12．5―11．9―11．7―11．7―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．6―35．5―47．9―1：00．4―1：12．3―1：24．0―1：35．7―1：46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．1
3 8，4，11，1，7（5，12）10，2（6，9）（13，3） 4 8，4，11，1，7（5，12）10（2，9，3）6，13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロンギングダンサー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．9．4 新潟3着

2009．2．24生 牡6黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ 23戦5勝 賞金 87，566，000円

21012 8月1日 晴 良 （27新潟2）第1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

815� シ ャ ラ ク 牡4鹿 57 柴田 善臣林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike
Abraham 510＋ 41：12．7 6．5�

712	 ウインオーラム 牡6栗 57
54 ▲石川裕紀人�ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 B510± 0 〃 クビ 9．4�

713 コンドルヒデオ 牡3鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 小島牧場 494＋10 〃 ハナ 8．9�
59 ザショットアロー 牡5鹿 57 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 510＋ 81：12．91
 96．7�
610 マンドレイク 牡5黒鹿 57

54 ▲伴 啓太�ターフ・スポート小笠 倫弘 浦河 谷川牧場 488＋ 41：13．0クビ 71．7	
35 	 フ ィ ラ ー レ 牡4黒鹿57 蛯名 正義岡 浩二氏 土田 稔 新ひだか 土居 忠吉 B458－ 41：13．1� 4．0

23 	 ハナズウェポン 牡4栗 57 柴田 大知M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 478± 0 〃 ハナ 14．1�
47 グランアラミス �3栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 484± 0 〃 同着 4．9�
22 トップアドバンス 牡4鹿 57 宮崎 北斗柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 466＋ 61：13．2
 127．8
58 シゲルウシュウ 牡4栗 57 津村 明秀森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 470＋ 81：14．05 28．7�
11 � ガラッシアファータ 牝4黒鹿55 北村 宏司前田 幸治氏 萩原 清 米 Diamond A

Racing Corp. 494－ 21：14．21 14．8�
46 タイセイアニマート 牡3黒鹿54 戸崎 圭太田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 468＋ 8 〃 ハナ 6．2�
814 トーセンジャステス 牡5鹿 57 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 528－ 21：14．3� 43．0�
611	 ゴーアップファイト 牡4栗 57 石橋 脩後上 文雄氏 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 498± 01：14．51 98．9�
34 ファイアフライ 牝3栗 52 武士沢友治坂本 浩一氏 奥村 武 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444± 01：14．6
 33．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 53，964，100円 複勝： 73，353，600円 枠連： 38，496，700円
馬連： 141，815，800円 馬単： 63，542，800円 ワイド： 72，068，500円
3連複： 183，309，800円 3連単： 275，238，000円 計： 901，789，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 260円 � 280円 � 330円 枠 連（7－8） 1，120円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，120円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 37，760円

票 数

単勝票数 計 539641 的中 � 65915（4番人気）
複勝票数 計 733536 的中 � 75268（4番人気）� 70806（5番人気）� 56042（6番人気）
枠連票数 計 384967 的中 （7－8） 26560（6番人気）
馬連票数 計1418158 的中 �� 39497（11番人気）
馬単票数 計 635428 的中 �� 9505（18番人気）
ワイド票数 計 720685 的中 �� 20592（10番人気）�� 16521（14番人気）�� 15896（16番人気）
3連複票数 計1833098 的中 ��� 19910（24番人気）
3連単票数 計2752380 的中 ��� 5284（129番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．5―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―47．0―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シ ャ ラ ク �
�
父 Cowboy Cal �

�
母父 Lord Carson デビュー 2013．12．21 中山1着

2011．2．10生 牡4鹿 母 Carson City Red 母母 Marlenesatthemall 9戦3勝 賞金 22，360，000円
※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 ケモノタイプ号・スラリーアイス号・センコウノマイヒメ号・ハナリュウセイ号



（27新潟2）第1日 8月1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 185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 手 当

179，170，000円
2，080，000円
8，700，000円
1，410，000円
15，900，000円
67，262，500円
4，810，000円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
424，893，800円
580，013，800円
274，662，000円
1，109，860，100円
526，934，500円
531，610，700円
1，363，214，900円
1，974，005，000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 6，785，194，800円

総入場人員 10，363名 （有料入場人員 8，616名）
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