
21133 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

713 ロ ジ ム ー ン 牡2鹿 54 戸崎 圭太久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 444－ 21：35．0 1．4�
817 ウインハイラント 牡2鹿 54 津村 明秀�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 21：35．53 7．5�
23 ディアシューター 牡2黒鹿54 蛯名 正義ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 中島牧場 502－ 81：35．71� 4．6�
59 ビヨンドザスター 牡2鹿 54

52 △木幡 初也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 426－ 21：36．02 66．5�
715 スビールアスール 牝2黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 472＋ 21：36．1� 37．9	
611 ワインアンドダイン 牝2鹿 54 柴田 大知 �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 412＋181：36．2� 31．1

35 ピンキージョーンズ 牝2栗 54 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 81：36．51� 148．4�
48 トランプカード 牡2栗 54 吉田 豊平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 448＋ 4 〃 ハナ 43．5�
12 フレンドカグラ 牝2鹿 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 山田 昇史 480＋ 4 〃 クビ 314．7
818 コウゲンレッシャ 牝2芦 54

51 ▲菊沢 一樹加納 大志氏 的場 均 新ひだか 坂本 健一 450－ 21：36．6クビ 164．3�
36 ウインエアリーズ 牡2黒鹿54 岩田 康誠�ウイン 宗像 義忠 日高 加藤牧場 452＋ 41：37．13 275．8�
714 キ ャ ン テ ィ 牝2黒鹿54 和田 竜二 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 438－ 6 〃 ハナ 274．6�
24 ロイヤルルシアン 牝2芦 54

51 ▲木幡 巧也岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 タニグチ牧場 428＋ 41：37．2� 119．9�
612 ピーチダイヤ 牝2黒鹿54 江田 照男大野 數芳氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 448－ 41：37．41	 285．2�
11 マグナスエフェクト 牡2栗 54 田辺 裕信 �社台レースホース小島 茂之 安平 追分ファーム 440＋ 2 〃 クビ 20．6�
816 ケイサンパルプンテ 牡2栗 54 武士沢友治中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 420－ 21：37．5クビ 405．3�
510 トウキョウコール 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 424－ 41：37．6� 131．0�
47 バスデイプレゼント 牝2黒鹿54 柴山 雄一小田切有一氏 粕谷 昌央 様似 澤井 義一 434＋ 61：38．13 272．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，479，700円 複勝： 119，216，000円 枠連： 13，983，100円
馬連： 61，259，700円 馬単： 44，097，800円 ワイド： 37，664，000円
3連複： 88，172，100円 3連単： 159，789，200円 計： 554，661，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 120円 � 110円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 160円 �� 140円 �� 300円

3 連 複 ��� 370円 3 連 単 ��� 1，270円

票 数

単勝票数 計 304797 的中 � 165586（1番人気）
複勝票数 計1192160 的中 � 937665（1番人気）� 65499（3番人気）� 84682（2番人気）
枠連票数 計 139831 的中 （7－8） 33077（2番人気）
馬連票数 計 612597 的中 �� 134867（2番人気）
馬単票数 計 440978 的中 �� 67744（2番人気）
ワイド票数 計 376640 的中 �� 60700（2番人気）�� 83130（1番人気）�� 24064（3番人気）
3連複票数 計 881721 的中 ��� 177542（1番人気）
3連単票数 計1597892 的中 ��� 91021（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．6―35．8―48．4―1：00．8―1：12．5―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ ム ー ン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Sinndar デビュー 2016．6．5 東京2着

2014．3．4生 牡2鹿 母 ムーンライトダンス 母母 Style of Life 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 コウゲンレッシャ号の騎手菊沢一樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：17番・16番）
※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 バナナボート号・プロセッコ号

21134 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

712 シグナリング 牝3鹿 54 M．デムーロ�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 448± 01：11．7 1．6�
23 アラマサバド 牝3鹿 54 的場 勇人�アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 420－ 21：12．44 14．1�
22 ゴセイバイシキモク 牡3芦 56 和田 竜二内田 玄祥氏 松山 将樹 新ひだか 田中 裕之 486＋ 81：13．46 80．1�
815 ヤマタケジャイアン �3芦 56 武士沢友治山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 B456＋ 4 〃 アタマ 41．5�
11 アーマンディ 牝3黒鹿54 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 下屋敷牧場 452＋12 〃 アタマ 27．0	
35 ワンダフルボーラー 牡3鹿 56 蛯名 正義藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 508＋ 6 〃 クビ 18．4

47 スフバータル 牡3栗 56 岩部 純二�和田牧場 和田 正道 新ひだか 城市 公 472＋ 81：13．5� 167．8�
59 ミヤコヴィグラス 牡3芦 56

53 ▲野中悠太郎吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新ひだか 田中 春美 468－ 41：13．82 35．7�
34 イグナイトマインド 牡3鹿 56

53 ▲木幡 巧也 �社台レースホース尾形 充弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 536＋141：13．9� 31．8

610 ヴァイスクリガー 牡3芦 56 戸崎 圭太鈴木 康弘氏 高橋 文雅 新ひだか 小倉 光博 442＋181：14．21� 15．2�
58 ミラクルバイオ 牡3栗 56 内田 博幸バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 472－ 21：14．41� 4．9�
713 ゴールドアラシ 牡3黒鹿 56

53 ▲菊沢 一樹 �ゴールドレーシング 勢司 和浩 日高 豊郷牧場 506＋221：14．61� 200．5�
611 タケルアヴァロン 牡3栗 56 柴田 大知森 保彦氏 伊藤 大士 新ひだか 山本 昇寿 B512＋ 41：14．91� 10．3�
46 コイウラナイ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也飯田 良枝氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 B500＋ 21：17．0大差 263．6�
814 ウエスタンラルク 牝3鹿 54

52 △伴 啓太西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 458＋16 〃 ハナ 199．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，575，600円 複勝： 90，593，800円 枠連： 14，731，900円
馬連： 56，285，100円 馬単： 35，599，400円 ワイド： 34，553，900円
3連複： 75，142，700円 3連単： 124，576，900円 計： 457，059，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 230円 � 850円 枠 連（2－7） 740円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，760円 �� 5，770円

3 連 複 ��� 11，970円 3 連 単 ��� 32，510円

票 数

単勝票数 計 255756 的中 � 124760（1番人気）
複勝票数 計 905938 的中 � 650627（1番人気）� 37033（4番人気）� 7254（11番人気）
枠連票数 計 147319 的中 （2－7） 15277（3番人気）
馬連票数 計 562851 的中 �� 58542（3番人気）
馬単票数 計 355994 的中 �� 31914（3番人気）
ワイド票数 計 345539 的中 �� 27917（3番人気）�� 4779（17番人気）�� 1412（44番人気）
3連複票数 計 751427 的中 ��� 4707（35番人気）
3連単票数 計1245769 的中 ��� 2778（88番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―12．1―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．6―46．7―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．1
3 ・（3，12）（1，2，5，11）－（4，9，8）15＝（13，10）－7－6－14 4 ・（3，12）－（1，2，5）11，8（4，9）－15＝10－13，7＝6－14

勝馬の
紹 介

シグナリング �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2015．9．19 中山4着

2013．3．24生 牝3鹿 母 ト ピ ア リ ー 母母 アラビックナイト 8戦1勝 賞金 10，930，000円
〔その他〕 ウエスタンラルク号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コイウラナイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月4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。
（非抽選馬） 1頭 スパルタトウショウ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 新潟競馬 第12日



21135 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

814 テンノサクラコ 牝3黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 484＋ 41：55．1 18．8�

46 エバーパッション 牝3青鹿54 田辺 裕信宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 426＋ 4 〃 クビ 3．9�
611 ヴィレッジダンサー 牝3鹿 54 平野 優�木村牧場 伊藤 大士 日高 木村牧場 490＋ 81：55．3� 24．0�
815 クールマジョリック 牝3鹿 54 M．デムーロ川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 中島牧場 468＋101：55．61� 8．8�
58 クラウンロマン 牝3芦 54 横山 典弘矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 B450－ 41：56．02� 5．7�
713 レーヌミラクル 牝3鹿 54 田中 勝春酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 480－ 41：56．1� 3．7	
59 ビ ガ ッ プ 牝3鹿 54 和田 竜二山住 勲氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 514－141：56．31 29．2

34 アイヅナヨタケ 牝3鹿 54 西田雄一郎真部 晴德氏 佐藤 吉勝 えりも 能登 浩 472＋ 41：56．83 143．7�
712 フォースマジュール 牝3鹿 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 小島 太 安平 ノーザンファーム 494± 01：57．12 6．5�
11 ハンキードーリ 牝3黒鹿54 内田 博幸平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 B456＋101：57．2� 35．6
610 ムチャチャマヒカ 牝3鹿 54

52 △木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 畠山 吉宏 新ひだか 谷岡牧場 450＋ 41：57．73 12．2�

22 ライジングティアラ 牝3鹿 54 柴田 善臣�谷川牧場 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 484 ― 〃 クビ 70．9�
23 ミ ガ ッ ト 牝3鹿 54 木幡 初広�ターフ・スポート石毛 善彦 日高 田端牧場 482－ 41：58．44 246．0�
35 ニットウダリア 牝3鹿 54 石橋 脩藤井 謙氏 伊藤 大士 浦河 日東牧場 B454＋ 61：58．5クビ 52．7�
47 アシャカクール 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹吉冨 学氏 鈴木 伸尋 安平 ノーザンファーム 412－ 22：03．1大差 175．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，556，200円 複勝： 38，947，500円 枠連： 17，823，600円
馬連： 57，797，100円 馬単： 29，793，100円 ワイド： 33，608，700円
3連複： 77，391，600円 3連単： 98，742，500円 計： 377，660，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 520円 � 170円 � 470円 枠 連（4－8） 1，480円

馬 連 �� 5，030円 馬 単 �� 11，540円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 3，590円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 25，300円 3 連 単 ��� 118，720円

票 数

単勝票数 計 235562 的中 � 10012（7番人気）
複勝票数 計 389475 的中 � 16417（8番人気）� 79681（1番人気）� 18547（7番人気）
枠連票数 計 178236 的中 （4－8） 9283（7番人気）
馬連票数 計 577971 的中 �� 8895（21番人気）
馬単票数 計 297931 的中 �� 1935（43番人気）
ワイド票数 計 336087 的中 �� 4922（21番人気）�� 2368（35番人気）�� 6280（17番人気）
3連複票数 計 773916 的中 ��� 2294（74番人気）
3連単票数 計 987425 的中 ��� 603（343番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．4―12．8―12．7―12．9―13．8―13．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．3―49．1―1：01．8―1：14．7―1：28．5―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．3―3F40．4
1
3
5（8，10）－（3，4，13）－（1，9，12）－11，15，14，6－（7，2）・（5，8）（10，13）（4，9）（11，1，12）（14，2，15）6，3＝7

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

勝馬の
紹 介

テンノサクラコ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Gone West デビュー 2015．9．27 中山5着

2013．5．3生 牝3黒鹿 母 ボーイントンキャニオン 母母 Hometown Queen 8戦1勝 賞金 6，970，000円
〔その他〕 ハンキードーリ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アシャカクール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月4日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ハンキードーリ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年10月4日まで出走できない。

21136 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：01．4良

813 サダムコーテイ 牡6鹿 60 石神 深一大西 定氏 本間 忍 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494－103：04．7 30．2�

69 ルートヴィヒコード 牡4鹿 60 白浜 雄造�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468± 0 〃 クビ 2．2�

34 サンディアタッチ 牝4黒鹿58 江田 勇亮飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 464± 03：05．55 13．6�
46 レジェンドパワー �4黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 438＋ 8 〃 アタマ 5．8�
22 フミノスナイパー �5栗 60 北沢 伸也谷 二氏 本田 優 日高 春木 昭雄 496－ 43：06．13� 4．4�
711 ローレルソラン 牡8鹿 60 浜野谷憲尚 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 B462－ 23：06．42 13．3	
712 セイクリッドロード �7鹿 60 蓑島 靖典岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 500－ 83：08．3大差 9．3

58 � ユアーザワン 牡4青 60 高野 和馬花野 友象氏 高橋 文雅 日高 下河辺牧場 490＋ 6 〃 ハナ 65．5�
11 � ブリリアントミノル 牡5鹿 60 山本 康志吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 452－ 63：09．04 31．1�
57 シゲルメジロ 牡3黒鹿58 草野 太郎森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 漆原 武男 442＋ 63：09．42� 228．0
814 シゲルオウシザ 牡6栗 60 小野寺祐太森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 512－ 23：10．14 35．1�
33 ボブキャット 牡6鹿 60 五十嵐雄祐村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 514＋ 83：11．69 29．6�
610 シゲルスズキ 牡3栗 58 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 470± 03：14．3大差 107．9�
45 � ナ ウ シ カ 牝5鹿 58 金子 光希平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 414－ 63：18．9大差 123．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，386，100円 複勝： 22，155，600円 枠連： 13，765，500円
馬連： 40，928，800円 馬単： 24，285，400円 ワイド： 22，649，500円
3連複： 60，027，800円 3連単： 88，987，400円 計： 291，186，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，020円 複 勝 � 750円 � 130円 � 270円 枠 連（6－8） 1，320円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 11，140円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 3，640円 �� 520円

3 連 複 ��� 10，800円 3 連 単 ��� 103，890円

票 数

単勝票数 計 183861 的中 � 4865（8番人気）
複勝票数 計 221556 的中 � 5342（10番人気）� 61836（1番人気）� 18978（5番人気）
枠連票数 計 137655 的中 （6－8） 8055（5番人気）
馬連票数 計 409288 的中 �� 7767（15番人気）
馬単票数 計 242854 的中 �� 1634（36番人気）
ワイド票数 計 226495 的中 �� 3832（18番人気）�� 1512（38番人気）�� 12084（4番人気）
3連複票数 計 600278 的中 ��� 4165（36番人気）
3連単票数 計 889874 的中 ��� 621（280番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 53．1－3F 40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サダムコーテイ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2012．10．14 京都2着

2010．2．25生 牡6鹿 母 オレンジパラダイス 母母 オレンジシェード 障害：1戦1勝 賞金 7，500，000円
〔制裁〕 サンディアタッチ号の騎手江田勇亮は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クリノイザナミ号・サウスポールツアー号



21137 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・左・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

68 アルジャントゥイユ 牡2栗 54 柴山 雄一村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 436 ―1：49．8 14．8�
55 ユキノレーヌ 牝2栗 54

53 ☆石川裕紀人井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 440 ― 〃 クビ 61．3�
22 ダイシンクイント 牡2黒鹿54 M．デムーロ大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 476 ―1：50．12 3．6�
812 ライブリハナメ 牝2鹿 54 柴田 善臣加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 454 ― 〃 ハナ 123．9�
811 フルオブライフ 牡2青鹿54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 532 ― 〃 アタマ 5．1�
44 スマートエレメンツ 牡2鹿 54 田中 勝春大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 486 ―1：50．52� 7．2	

33 ショウナンアイガー 牡2黒鹿54 吉田 豊国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか フジワラフアーム 510 ―1：50．92� 15．5

79 アーリーサプライズ 牡2青鹿54 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 482 ―1：51．32� 21．6�
67 ウ ル ラ ー レ 牡2栗 54 田辺 裕信�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 482 ―1：51．51� 3．7
11 イノデラックス 牝2栗 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 日高 沖田牧場 486 ―1：51．71� 156．6�
56 リムーブザリミット 牡2鹿 54 岩田 康誠�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 484 ―1：52．76 14．0�
710 バードウィーク 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也�バード商事 杉浦 宏昭 新ひだか 静内山田牧場 472 ―1：52．8クビ 37．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，880，600円 複勝： 33，161，700円 枠連： 13，402，100円
馬連： 55，249，600円 馬単： 29，357，200円 ワイド： 28，764，300円
3連複： 63，621，300円 3連単： 89，900，100円 計： 346，336，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 360円 � 1，110円 � 180円 枠 連（5－6） 1，330円

馬 連 �� 36，970円 馬 単 �� 68，370円

ワ イ ド �� 6，980円 �� 990円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 45，830円 3 連 単 ��� 566，760円

票 数

単勝票数 計 328806 的中 � 18683（6番人気）
複勝票数 計 331617 的中 � 22570（6番人気）� 6275（10番人気）� 60055（2番人気）
枠連票数 計 134021 的中 （5－6） 7788（6番人気）
馬連票数 計 552496 的中 �� 1158（48番人気）
馬単票数 計 293572 的中 �� 322（96番人気）
ワイド票数 計 287643 的中 �� 1035（45番人気）�� 7786（11番人気）�� 2164（34番人気）
3連複票数 計 636213 的中 ��� 1041（100番人気）
3連単票数 計 899001 的中 ��� 115（756番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．4―12．7―12．8―12．9―11．8―10．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．9―49．6―1：02．4―1：15．3―1：27．1―1：37．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．5
3 ・（10，12）3（9，7）11（2，6）5－4（1，8） 4 ・（10，12）3（9，7）（2，11）（6，5）（4，8）1

勝馬の
紹 介

アルジャントゥイユ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エアジハード 初出走

2014．3．25生 牡2栗 母 アンプレショニスト 母母 アグネスチーアフル 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21138 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

67 サ ル タ ー ト 牝2栗 54 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 440 ―1：13．1 3．0�
810 スズカグラーテ 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 438 ―1：13．52� 22．1�
44 ユキノドリーム 牡2鹿 54 田中 勝春井上 基之氏 新開 幸一 新冠 対馬 正 474 ―1：13．92� 6．3�
78 ブラボレイナ 牝2鹿 54

52 △伴 啓太島川 �哉氏 本間 忍 新ひだか 城地 清満 502 ―1：15．49 24．3�
79 カツノシックスス 牡2鹿 54 的場 勇人勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 西村 和夫 422 ―1：15．71� 31．8	
66 ハッピーパーティー 牝2芦 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 440 ― 〃 ハナ 11．3

811 ヴィクトリーパワー 牡2鹿 54

53 ☆石川裕紀人古賀 慎一氏 萱野 浩二 平取 川向高橋育
成牧場 446 ―1：16．12 22．4�

22 ジョリーウッド 牝2黒鹿 54
51 ▲木幡 巧也冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 432 ―1：16．31� 20．8�

11 シュエットヌーベル 牝2栗 54 内田 博幸 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 436 ―1：17．36 2．7�

33 スマートリンク 牝2栗 54 和田 竜二大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 飛野牧場 466 ―1：17．51 27．8�
55 ベインオブゴールド 牡2黒鹿54 吉田 豊明栄商事 小野 次郎 新冠 津田牧場 494 ―1：18．24 88．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，737，800円 複勝： 30，302，500円 枠連： 15，081，200円
馬連： 56，673，700円 馬単： 33，853，100円 ワイド： 30，991，800円
3連複： 69，709，300円 3連単： 114，046，700円 計： 385，396，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 380円 � 190円 枠 連（6－8） 970円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 5，720円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 400円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 30，690円

票 数

単勝票数 計 347378 的中 � 95334（2番人気）
複勝票数 計 303025 的中 � 70802（2番人気）� 15155（6番人気）� 41652（3番人気）
枠連票数 計 150812 的中 （6－8） 12027（4番人気）
馬連票数 計 566737 的中 �� 11632（16番人気）
馬単票数 計 338531 的中 �� 4437（21番人気）
ワイド票数 計 309918 的中 �� 7078（12番人気）�� 21498（3番人気）�� 4651（18番人気）
3連複票数 計 697093 的中 ��� 8675（19番人気）
3連単票数 計1140467 的中 ��� 2694（99番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．1―12．9―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．9―48．8―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ル タ ー ト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2014．2．11生 牝2栗 母 アイルビーバウンド 母母 バウンドトゥダンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ベインオブゴールド号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



21139 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，800，000円 1，900，000円 1，200，000円 720，000円 480，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．2
1：56．1

良
良

47 ウエスタンエスプリ 牡3鹿 56 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 492－ 82：01．7 8．2�
816� ア イ ヴ ァ ン 牡3栗 54 M．デムーロ吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Arrowfield Pastoral Pty Ltd &
Planette Thoroughbred, Bel-
ford Productio

538± 0 〃 クビ 9．5�
817 ウインガーネット 牝3黒鹿54 内田 博幸�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 62：01．91� 3．2�
48 ライトリーチューン 牝3鹿 54 田辺 裕信 �グリーンファーム牧 光二 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 ハナ 32．8�
12 ジョニーエンジェル 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太吉田 和美氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 526－ 22：02．21	 14．7�
24 ヒラボクマドンナ 牝3青鹿54 横山 典弘�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 438± 0 〃 ハナ 9．4	
23 コスモシャンティ 牡3栗 56 津村 明秀 
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 500＋ 62：02．3クビ 22．0�
11 シュティルヴァルト 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 472－ 22：02．4	 12．2�

35 スコルツェッテ 牝3鹿 54 和田 竜二 
キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 6 〃 アタマ 59．6

510� チャパラルバード 牡3鹿 56
55 ☆石川裕紀人林 正道氏 堀 宣行 仏 Dayton In-

vestments Ltd B470＋ 6 〃 ハナ 14．8�
611 マイネルツィール 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 田湯牧場 472＋122：03．14 5．6�
815 スカイムーヴァー 牡3青鹿56 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B476－102：03．31� 75．1�
36 オルデトワール 牡3鹿 56 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 平取 北島牧場 480＋ 8 〃 アタマ 259．1�
59 コイセヨダンシ 牡3黒鹿56 田中 勝春丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム B470＋ 22：03．4
 100．0�
612 カパオパンゴ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太吉田 勝己氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 2 〃 アタマ 13．6�
714 アソングフォーユー 牡3栗 56 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 42：04．25 55．1�
713 ショウナンハオウ 牡3鹿 56

53 ▲野中悠太郎国本 哲秀氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B548＋ 42：07．9大差 296．5�
（17頭）

売 得 金
単勝： 35，922，800円 複勝： 54，028，000円 枠連： 28，782，900円
馬連： 84，755，600円 馬単： 36，659，200円 ワイド： 47，704，900円
3連複： 108，964，700円 3連単： 124，732，600円 計： 521，550，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 230円 � 350円 � 160円 枠 連（4－8） 1，120円

馬 連 �� 6，600円 馬 単 �� 14，340円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 590円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 8，490円 3 連 単 ��� 65，760円

票 数

単勝票数 計 359228 的中 � 34678（3番人気）
複勝票数 計 540280 的中 � 56871（3番人気）� 33026（7番人気）� 110595（1番人気）
枠連票数 計 287829 的中 （4－8） 19773（4番人気）
馬連票数 計 847556 的中 �� 9951（26番人気）
馬単票数 計 366592 的中 �� 1917（59番人気）
ワイド票数 計 477049 的中 �� 4891（30番人気）�� 21808（2番人気）�� 11861（10番人気）
3連複票数 計1089647 的中 ��� 9625（23番人気）
3連単票数 計1247326 的中 ��� 1375（210番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．3―13．1―12．6―12．5―12．1―12．0―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．1―49．2―1：01．8―1：14．3―1：26．4―1：38．4―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンエスプリ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ナリタトップロード デビュー 2015．12．13 中山9着

2013．5．3生 牡3鹿 母 ウエスタンボイス 母母 ウエスタンホリデー 8戦1勝 賞金 8，530，000円
〔制裁〕 シュティルヴァルト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過怠金30，000円。（被害馬：17番・16番）
〔その他〕 ショウナンハオウ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出走取消馬 ブロンテ号（疾病〔右寛跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シャンティエン号

21140 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

510 アルジャンテ 牝3芦 53 戸崎 圭太 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋141：20．9 3．9�

817 ショウナンアンセム 牡3芦 55 岩田 康誠�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 466＋ 41：21．21� 5．2�
612 アオイサンシャイン 牝3黒鹿53 横山 典弘新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 81：21．3� 13．0�
48 アイリーグレイ 牝4芦 55

52 ▲木幡 巧也前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B462＋ 21：21．62 10．2�
714 エーデルメイシュ 牝3鹿 53 M．デムーロ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 480± 01：21．7� 8．5	
713 ク ナ ウ 牝3鹿 53 和田 竜二�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 476－ 21：21．8� 36．6

816� キ ン グ リ オ 牡4鹿 57 蛯名 正義窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 516＋ 81：22．01	 55．8�
47 カボスチャン 牝4黒鹿55 木幡 初広ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 444＋101：22．1� 96．7�
36 エピックマジック 牝3青鹿 53

51 △木幡 初也松浦 快之氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 482＋ 61：22．2� 14．8
24 � ルールザユニバース 牝4鹿 55

54 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 454＋ 61：22．62 20．8�
11 クワトロガッツ 牡5黒鹿57 北村 宏司ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 日高 チャンピオン

ズファーム 452＋ 61：22．7� 10．3�
59 リボンドグレープス 牝3芦 53 石橋 脩木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 420＋ 4 〃 クビ 59．6�
12 ダンディーアロー 牡3栗 55

52 ▲野中悠太郎 �高木競走馬育成牧場 小笠 倫弘 新冠 村上牧場 456－ 2 〃 アタマ 143．2�
611 スリーデーモン 牡6青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 540＋13 〃 アタマ 417．6�
818 ノーブルサイレンス 牝5青鹿55 西田雄一郎吉木 伸彦氏 松永 康利 新ひだか 城地 清満 444＋ 21：22．8クビ 415．3�
35 シ ャ ラ ラ 牝3鹿 53 内田 博幸 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 472± 0 〃 ハナ 4．9�
715� グレースシャンティ 牝3芦 53

51 △伴 啓太佐藤 良二氏 本間 忍 新冠 中地 義次 466＋221：23．22� 265．7�
23 マイネルデアデビル 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 日高 北田 剛 494＋ 81：25．4大差 135．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，534，500円 複勝： 57，351，000円 枠連： 25，896，100円
馬連： 97，664，300円 馬単： 42，774，400円 ワイド： 54，345，100円
3連複： 124，448，700円 3連単： 144，137，100円 計： 584，151，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 180円 � 350円 枠 連（5－8） 960円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 580円 �� 970円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 27，510円

票 数

単勝票数 計 375345 的中 � 76960（1番人気）
複勝票数 計 573510 的中 � 81983（3番人気）� 89552（2番人気）� 35012（8番人気）
枠連票数 計 258961 的中 （5－8） 20832（3番人気）
馬連票数 計 976643 的中 �� 55758（2番人気）
馬単票数 計 427744 的中 �� 13123（1番人気）
ワイド票数 計 543451 的中 �� 25328（2番人気）�� 14154（11番人気）�� 9760（21番人気）
3連複票数 計1244487 的中 ��� 13944（21番人気）
3連単票数 計1441371 的中 ��� 3798（63番人気）

ハロンタイム 12．3―10．4―11．2―11．7―12．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．7―33．9―45．6―57．9―1：09．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 15，5，6（1，8，9）（3，12）（2，10）（7，14）17（4，13，18）（11，16） 4 15（5，6）12（1，8，9）（2，10，14）（3，7）17（4，13，18）（11，16）

勝馬の
紹 介

アルジャンテ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Favorite Trick デビュー 2015．10．25 東京4着

2013．4．30生 牝3芦 母 ナイキフェイバー 母母 Sixy Chic 5戦2勝 賞金 13，600，000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〕 マイネルデアデビル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月4日まで平

地競走に出走できない。



21141 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第9競走 ��
��1，800�

り ょ う つ わ ん

両 津 湾 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 レッツゴースター 牡4栗 57 柴山 雄一�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 462＋ 21：53．1 9．8�
47 タイセイストーム 牡4青鹿57 和田 竜二田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 498＋ 41：53．31� 104．0�
11 ピアシングステア 牡4栗 57 戸崎 圭太水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 494＋ 21：53．4	 3．5�
23 タ ニ ガ ワ 牡3鹿 54 柴田 善臣江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470＋10 〃 ハナ 20．7�
610 プライズコレクター 牡3栗 54 吉田 豊�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 476－ 2 〃 クビ 11．5�
34 カシノカーム 牡5芦 57 西田雄一郎柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B482＋ 61：54．03	 96．4	
58 ハギノセゾン 牝5青鹿55 石橋 脩安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 466－101：54．31� 120．2

712� ヌ ー ナ 牝4黒鹿55 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

532＋161：54．83 10．1�
611 ボ ー シ エ ル 牡3黒鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム B516± 0 〃 ハナ 2．5
815 ノーブルポセイドン 牡3栗 54 津村 明秀吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 青森 マルシチ牧場 512＋181：55．43	 216．5�
59 シャドウトルーパー 牡3鹿 54 内田 博幸飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 492＋ 81：55．5	 42．5�
35  ワンダーヴァローレ 牡4鹿 57 M．デムーロ山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム 502－ 6 〃 クビ 11．8�
814 イデアオブダンディ 牡3栗 54 岩田 康誠益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 466＋ 61：56．24 49．7�
46  ピ ー キ ー 牡5鹿 57 木幡 巧也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 486± 0 〃 クビ 216．8�
713 スケールアップ 牡3黒鹿54 石川裕紀人髙岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 506＋ 42：00．2大差 14．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，074，500円 複勝： 53，583，300円 枠連： 33，325，900円
馬連： 121，941，900円 馬単： 58，948，400円 ワイド： 62，576，100円
3連複： 152，962，800円 3連単： 228，436，600円 計： 753，849，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 290円 � 1，400円 � 170円 枠 連（2－4） 16，820円

馬 連 �� 36，650円 馬 単 �� 61，660円

ワ イ ド �� 7，470円 �� 590円 �� 4，420円

3 連 複 ��� 30，960円 3 連 単 ��� 257，560円

票 数

単勝票数 計 420745 的中 � 34114（3番人気）
複勝票数 計 535833 的中 � 46730（3番人気）� 7478（11番人気）� 109308（2番人気）
枠連票数 計 333259 的中 （2－4） 1535（26番人気）
馬連票数 計1219419 的中 �� 2578（47番人気）
馬単票数 計 589484 的中 �� 717（93番人気）
ワイド票数 計 625761 的中 �� 2062（47番人気）�� 29649（4番人気）�� 3506（35番人気）
3連複票数 計1529628 的中 ��� 3705（78番人気）
3連単票数 計2284366 的中 ��� 643（527番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．3―13．2―12．9―12．2―12．9―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．7―48．9―1：01．8―1：14．0―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

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4栗 母 ベストフューチャー 母母 オリミツキネン 13戦3勝 賞金 32，435，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スケールアップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年10月4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。
（非抽選馬） 2頭 ゼンノスサノヲ号・タガノジーニアス号

21142 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第10競走 ��
��1，200�

い い で

飯 豊 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

69 ダイワダッチェス 牝3鹿 53 戸崎 圭太大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480＋ 21：08．1 3．4�
812 ハ ピ ネ ス 牝5黒鹿55 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506± 01：08．31� 13．7�
711 ハッピーノリチャン 牝4栗 55 伴 啓太足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 448－ 41：08．4	 8．2�
45 レッドルモンド 牡4青鹿57 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 522－ 21：08．61� 12．8�
11 アルティマブラッド 牝4青鹿55 和田 竜二 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 486＋ 21：08．7クビ 11．4	
57 
 リバティーホール 牝7鹿 55 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B460－ 2 〃 クビ 196．0

33 アレスバローズ 牡4黒鹿57 M．デムーロ猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 484－ 21：08．8クビ 2．4�
22 オーミアリス 牝4黒鹿55 津村 明秀岩﨑 僖澄氏 藤沢 則雄 新冠 松木 加代 474＋ 21：09．01� 44．7�
56 ワンダフルラッシュ 牝3黒鹿53 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 428－ 81：09．1� 13．7
710� ロケットダッシュ 牡6鹿 57 石橋 脩 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 498－121：09．31� 167．0�
44 � スキャットエディ 牡3鹿 55 田辺 裕信林 正道氏 斎藤 誠 米 Machmer

Hall 484－ 61：09．51 28．6�
68 ブ ロ ワ 牝3黒鹿53 内田 博幸�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 462＋ 41：09．6� 25．1�
813
 ダイアモンドノーム 牝3栗 53 木幡 巧也友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 418± 01：09．91	 166．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，367，500円 複勝： 72，273，600円 枠連： 28，744，700円
馬連： 154，490，300円 馬単： 71，068，100円 ワイド： 68，669，300円
3連複： 184，231，400円 3連単： 298，787，600円 計： 929，632，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 330円 � 230円 枠 連（6－8） 1，640円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 660円 �� 530円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 22，230円

票 数

単勝票数 計 513675 的中 � 119200（2番人気）
複勝票数 計 722736 的中 � 149929（2番人気）� 47337（6番人気）� 75745（3番人気）
枠連票数 計 287447 的中 （6－8） 13530（9番人気）
馬連票数 計1544903 的中 �� 59601（8番人気）
馬単票数 計 710681 的中 �� 17886（10番人気）
ワイド票数 計 686693 的中 �� 26776（8番人気）�� 34443（4番人気）�� 14747（12番人気）
3連複票数 計1842314 的中 ��� 28573（15番人気）
3連単票数 計2987876 的中 ��� 9742（65番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．6―11．4―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―34．1―45．5―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．0
3 ・（1，3，8）11，12（4，9）（5，7）－2－6－10－13 4 ・（3，8）（1，11）（4，12，9）（5，7）－2－6－10－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワダッチェス �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．6．6 東京2着

2013．4．29生 牝3鹿 母 ファルネーゼ 母母 ユーキャンドゥイット 9戦3勝 賞金 48，019，000円



21143 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第52回農林水産省賞典 新潟記念（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，27．9．5以降28．8．28まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・新潟馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 630，000円 180，000円 90，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

817 アデイインザライフ 牡5鹿 55 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 560± 01：57．5 6．1�

714 アルバートドック 牡4鹿 58 戸崎 圭太�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480＋ 41：57．6� 5．0�

612 ロンギングダンサー 牡7黒鹿53 吉田 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B490－ 21：57．7� 18．3�
11 ベ ル ー フ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 0 〃 ハナ 11．2�
48 ルミナスウォリアー 牡5鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 474－ 41：57．8クビ 7．4	
47 ファントムライト 牡7黒鹿55 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 496－12 〃 クビ 10．3

816 ムスカテール 牡8黒鹿57 津村 明秀吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－ 6 〃 ハナ 103．1�
510 マイネルミラノ 牡6栗 57．5 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B486± 01：57．9� 8．5�
818 クランモンタナ 牡7芦 56 和田 竜二 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476－ 41：58．11	 24．2
35 マジェスティハーツ 牡6鹿 55 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 490－ 41：58．31	 45．6�
713 サトノギャラント 牡7黒鹿55 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508± 01：58．4� 41．3�
59 メイショウナルト 
8鹿 56 柴田 善臣松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 460＋ 61：58．82� 145．4�
611 マイネルディーン 牡7青 54 石川裕紀人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 460－ 41：58．9� 50．1�
24 バーディーイーグル 牡6鹿 54 蛯名 正義里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 498＋ 21：59．11	 23．2�
715� エーシンマックス 牡6栗 53 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 英 Newsells

Park Stud 508＋ 4 〃 クビ 42．2�
23 ダ コ ー ル 牡8鹿 58 M．デムーロ�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 468－ 6 〃 ハナ 6．9�
36 アロマカフェ 牡9黒鹿54 木幡 巧也西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 480± 01：59．2クビ 176．7�
12 エキストラエンド 牡7鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 ハナ 16．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 215，261，400円 複勝： 296，717，300円 枠連： 197，299，400円
馬連： 818，217，200円 馬単： 319，396，800円 ワイド： 362，535，500円
3連複： 1，406，664，600円 3連単： 2，098，764，600円 計： 5，714，856，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 230円 � 210円 � 440円 枠 連（7－8） 1，010円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，820円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 12，810円 3 連 単 ��� 59，970円

票 数

単勝票数 計2152614 的中 � 279436（2番人気）
複勝票数 計2967173 的中 � 359282（2番人気）� 407960（1番人気）� 151189（8番人気）
枠連票数 計1972994 的中 （7－8） 149942（1番人気）
馬連票数 計8182172 的中 �� 317996（2番人気）
馬単票数 計3193968 的中 �� 64625（4番人気）
ワイド票数 計3625355 的中 �� 110639（3番人気）�� 50743（22番人気）�� 37583（34番人気）
3連複票数 計14066646 的中 ��� 82295（37番人気）
3連単票数 計20987646 的中 ��� 25369（177番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．2―11．4―12．1―12．0―11．9―11．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．0―46．4―58．5―1：10．5―1：22．4―1：34．1―1：45．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．1
3 9＝3（18，10）2（4，15）（6，7）（13，16）8（5，11，14）12－17，1 4 9＝3（2，18）（4，10）（13，15）（6，7）（8，16）（5，11，14）12－17，1

勝馬の
紹 介

アデイインザライフ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．12．22 中山1着

2011．2．11生 牡5鹿 母 ラッシュライフ 母母 フレンドレイ 13戦6勝 賞金 132，039，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シャドウウィザード号・フレージャパン号

21144 9月4日 晴 良 （28新潟2）第12日 第12競走 ��
��1，000�

ら い こ う

雷 光 特 別
発走16時30分 （芝・直線）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

713 ミキノドラマー 牡3鹿 55 田辺 裕信谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 470－ 8 54．6 17．3�
48 スペチアーレ 牝4鹿 55 石川裕紀人青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 472± 0 〃 クビ 13．0�
36 イ オ ラ ニ �5黒鹿57 M．デムーロ �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 B474± 0 54．7	 4．1�
816 ワラッチャオ 牝4青鹿55 戸崎 圭太小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 474＋ 4 〃 ハナ 3．3�
510 リュウツバメ 牝6鹿 55 岩田 康誠田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 546± 0 54．91
 37．0�
47 ダブルコーク 牡5黒鹿57 田中 勝春�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 494－ 4 55．0	 39．7	
715� カガハリウッド 牡4栗 57 岩部 純二香川 憲次氏 萱野 浩二 新冠 三村 卓也 480－ 6 〃 クビ 62．0

59 オルティラアスール 牝4鹿 55 宮崎 北斗�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 482－ 6 〃 ハナ 136．0�
12 � ピュアリーソリッド 牝4鹿 55 伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-

ter Farm 454± 0 〃 アタマ 15．3�
612 グリーンバシリスク 牝3栗 53 内田 博幸石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B456－ 2 55．1クビ 4．5
24 ハイデンガールズ 牝3栗 53 蛯名 正義 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 448± 0 55．31
 39．9�
611 レッドランタン 牝4青鹿55 武士沢友治 K.C．タン氏 水野 貴広 浦河 駿河牧場 478＋ 2 55．51
 290．3�
11 サニーデイヒーロー �3栗 55 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 464± 0 〃 クビ 120．0�
23 コウユーココロザシ 牝4鹿 55 木幡 初也加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 510＋ 8 55．6クビ 71．3�
818 ラインスラッガー 牡3鹿 55 柴田 善臣大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 松本 信行 462－ 2 55．7 29．4�
714 オレンジガール 牝3鹿 53 村田 一誠樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 4 56．01 14．0�
817 クラウンノキミ 牡4黒鹿57 柴田 大知�クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 B500＋ 6 56．31 18．3�
35 ソアリングホーク 牡5鹿 57 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 494－ 4 56．93	 106．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 97，309，300円 複勝： 107，919，300円 枠連： 70，062，900円 馬連： 243，462，800円 馬単： 107，290，600円
ワイド： 126，493，300円 3連複： 346，553，400円 3連単： 523，268，900円 5重勝： 560，908，600円 計： 2，183，269，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 430円 � 310円 � 190円 枠 連（4－7） 3，130円

馬 連 �� 11，910円 馬 単 �� 25，020円

ワ イ ド �� 3，570円 �� 2，220円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 22，290円 3 連 単 ��� 203，630円

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

キャリーオーバー なし����� 1，481，640円

票 数

単勝票数 計 973093 的中 � 44950（7番人気）
複勝票数 計1079193 的中 � 57118（7番人気）� 87380（4番人気）� 176733（2番人気）
枠連票数 計 700629 的中 （4－7） 17312（13番人気）
馬連票数 計2434628 的中 �� 15835（34番人気）
馬単票数 計1072906 的中 �� 3216（70番人気）
ワイド票数 計1264933 的中 �� 8933（33番人気）�� 14540（23番人気）�� 31826（10番人気）
3連複票数 計3465534 的中 ��� 11660（67番人気）
3連単票数 計5232689 的中 ��� 1863（570番人気）
5重勝票数 計5609086 的中 ����� 265

ハロンタイム 11．9―9．9―10．5―10．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―21．8―32．3―42．7

上り4F42．7－3F32．8
勝馬の
紹 介

ミキノドラマー �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．25 福島1着

2013．4．29生 牡3鹿 母 ケイアイミサイル 母母 サラトガワールド 10戦2勝 賞金 21，616，000円
〔騎手変更〕 ミキノドラマー号の騎手和田竜二は，病気のため田辺裕信に変更。
※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 サクラエルカミーノ号

３レース目 ５レース目



（28新潟2）第12日 9月4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 184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 手 当

237，950，000円
11，700，000円
2，430，000円
26，980，000円
71，147，500円
5，904，800円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
645，086，000円
976，249，600円
472，899，300円
1，848，726，100円
833，123，500円
910，556，400円
2，757，890，400円
4，094，170，200円
560，908，600円

�
�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
5 重 勝
計 13，099，610，100円

総入場人員 20，898名 （有料入場人員 17，709名）



平成28年度 第2回新潟競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，212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

2，564，570，000円
20，260，000円
120，650，000円
19，590，000円
274，170，000円
854，767，750円
64，770，000円
21，235，200円

勝馬投票券売得金
6，203，587，300円
8，714，387，400円
3，926，579，000円
15，413，204，300円
7，534，370，300円
7，878，083，600円
21，313，151，900円
32，948，330，600円
3，578，113，200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
5 重 勝
計 107，509，807，600円

総入場延人員 163，653名 （有料入場延人員 116，075名）
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