
21013 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2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

611 セイウングロリアス 牡2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 武市 康男 新ひだか 山野牧場 464± 01：35．8 3．1�
35 パ フ ォ ー ム 牝2鹿 54

51 ▲木幡 巧也 �ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 430－ 21：35．9� 4．7�
11 シゲルタイガー 牡2鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 41：36．43 29．4�
815 ルックアットミー 牝2鹿 54 的場 勇人髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 442＋ 2 〃 アタマ 4．7�
48 ダウンザライン 牡2芦 54 蛯名 正義�Basic 尾形 充弘 新冠 ラツキー牧場 452＋ 61：36．72 4．5	
714 セ イ ソ 牝2鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 392± 01：36．8クビ 25．8

23 セイカチトセ 牡2黒鹿54 武士沢友治久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 456＋ 41：36．9� 38．0�
816 パ ム ッ カ レ 牡2栗 54 石橋 脩 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 462＋101：37．22 44．5�
12 イ ヴ レ ア 牡2栗 54 村田 一誠加藤 千豊氏 木原 一良 新ひだか 山田牧場 458－ 21：37．3クビ 141．9
36 シゲルクロヒョウ 牡2黒鹿54 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 日高大洋牧場 450－ 21：37．4� 76．5�
510 コスモエアターン 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中舘 英二 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 21：37．72 47．8�
713 アロハスピリット 牡2芦 54 宮崎 北斗 �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム B454＋ 2 〃 クビ 178．2�
59 カシノワンパンチ 牡2鹿 54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 前川 隆則 448＋ 21：38．12� 279．4�
612 カシノレビン 牡2黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 日西牧場 416－ 2 〃 アタマ 230．7�
47 シンボリバロン 牡2青鹿54 田中 勝春シンボリ牧場 尾形 和幸 日高 シンボリ牧場 460－ 21：38．31� 80．0�
24 キタノリツメイ 牝2栗 54 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 442－ 21：38．83 19．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，632，400円 複勝： 39，101，500円 枠連： 14，155，600円
馬連： 58，393，800円 馬単： 29，456，300円 ワイド： 32，083，600円
3連複： 81，952，800円 3連単： 109，929，400円 計： 389，705，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 160円 � 670円 枠 連（3－6） 640円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，950円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 20，400円

票 数

単勝票数 計 246324 的中 � 64770（1番人気）
複勝票数 計 391015 的中 � 82902（1番人気）� 71979（2番人気）� 10198（7番人気）
枠連票数 計 141556 的中 （3－6） 17009（1番人気）
馬連票数 計 583938 的中 �� 63420（1番人気）
馬単票数 計 294563 的中 �� 18771（1番人気）
ワイド票数 計 320836 的中 �� 27637（1番人気）�� 3926（21番人気）�� 3825（24番人気）
3連複票数 計 819528 的中 ��� 9696（18番人気）
3連単票数 計1099294 的中 ��� 3905（51番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．3―13．1―12．6―11．8―10．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―36．1―49．2―1：01．8―1：13．6―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．0
3 5（13，16）（6，11）（3，8）9（4，14）（1，7）－2，15－（10，12） 4 5（13，16）（6，11）8，3（4，9）1，14（2，7）（15，12）10

勝馬の
紹 介

セイウングロリアス �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2016．7．3 福島3着

2014．4．1生 牡2鹿 母 コスモビートアウト 母母 キャリイアウト 2戦1勝 賞金 6，800，000円

21014 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2日 第2競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走10時40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
2：11．0
2：09．9

良
良

77 ベストレート 牝3鹿 54
51 ▲木幡 巧也�G1レーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 492± 02：15．7 5．0�

11 コスモピクシス 牝3黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 412± 0 〃 クビ 3．4�
22 タイセイアスリート �3栗 56

53 ▲菊沢 一樹田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 490－ 62：15．91 28．9�
55 ピ ッ レ ウ ス 牝3青鹿 54

53 ☆石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 446± 02：16．11� 49．4�
810 エンジェルサイン 牡3黒鹿56 柴田 善臣窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472－102：16．2� 2．8	
66 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 462± 02：16．41� 5．8

78 カルマフォース 牝3鹿 54 丸田 恭介花野 友象氏 田中 清隆 新冠 競優牧場 468＋ 62：16．5� 6．7�
44 シゲルヒメコダイ 牝3青鹿 54

52 △伴 啓太森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 中村 雅明 464＋ 62：17．56 59．5�
89 ベルラヴォーロ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 432± 02：17．71� 146．9
33 サニーヴィクトリー 牡3栗 56 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 490－ 2 〃 アタマ 82．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，602，300円 複勝： 24，409，200円 枠連： 9，136，600円
馬連： 43，364，100円 馬単： 26，117，000円 ワイド： 23，413，500円
3連複： 54，724，100円 3連単： 101，933，600円 計： 302，700，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 180円 � 150円 � 460円 枠 連（1－7） 600円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，500円 �� 720円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 50，540円

票 数

単勝票数 計 196023 的中 � 30799（3番人気）
複勝票数 計 244092 的中 � 37043（4番人気）� 53820（2番人気）� 9992（6番人気）
枠連票数 計 91366 的中 （1－7） 11773（3番人気）
馬連票数 計 433641 的中 �� 28946（7番人気）
馬単票数 計 261170 的中 �� 8077（13番人気）
ワイド票数 計 234135 的中 �� 13926（7番人気）�� 2233（19番人気）�� 8352（11番人気）
3連複票数 計 547241 的中 ��� 4102（26番人気）
3連単票数 計1019336 的中 ��� 1462（121番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―12．3―12．8―13．7―12．6―13．0―12．0―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―24．4―36．7―49．5―1：03．2―1：15．8―1：28．8―1：40．8―1：52．3―2：03．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストレート �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2015．11．21 東京2着

2013．3．28生 牝3鹿 母 プロモーション 母母 アサーション 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 ベストレート号の騎手木幡巧也は，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：1番）

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２日



21015 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2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 ドゥリーミン 牝3黒鹿 54
51 ▲野中悠太郎坂本 肇氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 462＋ 41：54．6 75．9�

610 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－ 41：55．66 13．6�
23 クールマジョリック 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也川上 哲司氏 矢野 英一 浦河 中島牧場 462－ 21：55．81� 3．3�
22 レッドフレンジー 牝3栗 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 440＋ 81：55．9クビ 24．4�
58 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 B446－101：56．0� 23．4	
611 カ タ ス ミ 牝3鹿 54 江田 照男�ミルファーム 伊藤 正徳 新冠 飛渡牧場 424－ 21：56．32 54．2

34 マイエクトミューズ 牝3栗 54 柴田 大知尾上 寿夫氏 金成 貴史 登別 ユートピア牧場 490＋ 81：56．4� 11．8�
713 ボーナスチャンス 牝3黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 482± 01：56．5� 2．6
47 ア ツ コ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子由井健太郎氏 尾関 知人 日高 豊洋牧場 B478－ 21：56．6� 45．3�
815 カリスマフォンテン 牝3鹿 54 吉田 隼人吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 484－ 21：56．7� 10．7�
46 タイタンアルム 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532＋ 2 〃 ハナ 7．3�

35 ブリーズトウショウ 牝3黒鹿 54
51 ▲木幡 初也藤田 衛成氏 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484± 01：58．08 201．5�

712 プラチナダイヤ 牝3栗 54 柴田 善臣村田 哲朗氏 浅野洋一郎 新ひだか 上村 清志 450－ 21：58．31� 76．0�
59 ダイワネーブル 牝3青鹿 54

51 ▲菊沢 一樹大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム B496－ 4 〃 アタマ 68．6�
11 ゴールドビーズ 牝3栗 54 津村 明秀 �シルクレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 470 ―2：00．1大差 47．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，978，500円 複勝： 33，496，900円 枠連： 15，357，500円
馬連： 55，767，900円 馬単： 30，768，300円 ワイド： 34，144，200円
3連複： 77，081，400円 3連単： 105，626，000円 計： 376，220，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，590円 複 勝 � 1，120円 � 320円 � 170円 枠 連（6－8） 4，400円

馬 連 �� 52，770円 馬 単 �� 152，820円

ワ イ ド �� 13，290円 �� 5，400円 �� 960円

3 連 複 ��� 74，490円 3 連 単 ��� 722，440円

票 数

単勝票数 計 239785 的中 � 2526（13番人気）
複勝票数 計 334969 的中 � 6019（12番人気）� 26132（5番人気）� 66090（2番人気）
枠連票数 計 153575 的中 （6－8） 2702（16番人気）
馬連票数 計 557679 的中 �� 819（68番人気）
馬単票数 計 307683 的中 �� 151（156番人気）
ワイド票数 計 341442 的中 �� 644（78番人気）�� 1597（45番人気）�� 9636（8番人気）
3連複票数 計 770814 的中 ��� 776（145番人気）
3連単票数 計1056260 的中 ��� 106（1107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―37．1―50．6―1：03．6―1：16．1―1：29．2―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
9（13，14）5（8，15）10－（3，6）（2，11）7（1，12）－4・（9，13）14（8，10，15）6（3，7）（5，11）2，4，1＝12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドゥリーミン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2015．11．23 東京7着

2013．4．19生 牝3黒鹿 母 ゴールドバニヤン 母母 シンコウエトワール 3戦1勝 賞金 4，800，000円
〔発走状況〕 ボーナスチャンス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴールドビーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月31日まで平地競

走に出走できない。

21016 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2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

46 ウインイルソーレ 牡5鹿 60 山本 康志�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 480－103：05．5 5．8�
58 � グリーティングワン 牡6黒鹿60 蓑島 靖典井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 440－ 83：05．6� 22．3�
45 ガ チ バ ト ル 牡6栗 60 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 454＋ 23：05．81 2．3�
57 ナンヨーケンゴー �6鹿 60 草野 太郎中村 德也氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 472± 03：06．33 9．0�
34 シゲルロウニンアジ 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 478－ 23：07．25 10．4�
711� ブリリアントミノル 牡5鹿 60 鈴木 慶太吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 458－ 23：07．41	 106．0	
22 マンボネフュー 牡6青 60 石神 深一金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋ 23：07．5
 4．4


712 オリエンタルイギー 牡3栗 58 大江原 圭棚網るみ子氏 大江原 哲 新冠 オリエント牧場 468＋ 43：08．03 21．3�
33 � ブレイドフォース 牡3青鹿58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 480± 03：08．31� 219．0
11 � ダイメイサンジ 牡7鹿 60 中村 将之宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 490＋ 43：09．25 23．3�
610� アサクサゴールド 牡6黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466＋163：09．41	 42．4�
814 サードグラッド 牡4黒鹿60 江田 勇亮吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 500＋ 63：09．61	 71．5�
813 タマモマズルカ 牡5黒鹿60 金子 光希タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 530－ 23：11．7大差 29．8�
69 ドリームメモリー 牝4鹿 58 高野 和馬田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 460＋123：11．91 88．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，379，600円 複勝： 26，198，400円 枠連： 16，035，200円
馬連： 43，073，200円 馬単： 26，377，100円 ワイド： 25，981，300円
3連複： 67，245，700円 3連単： 102，775，700円 計： 331，066，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 270円 � 120円 枠 連（4－5） 480円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 830円 �� 290円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 17，830円

票 数

単勝票数 計 233796 的中 � 32102（3番人気）
複勝票数 計 261984 的中 � 39897（2番人気）� 17904（6番人気）� 71894（1番人気）
枠連票数 計 160352 的中 （4－5） 25694（1番人気）
馬連票数 計 430732 的中 �� 10587（11番人気）
馬単票数 計 263771 的中 �� 3355（21番人気）
ワイド票数 計 259813 的中 �� 7403（9番人気）�� 26159（1番人気）�� 8905（7番人気）
3連複票数 計 672457 的中 ��� 25506（4番人気）
3連単票数 計1027757 的中 ��� 4177（46番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 50．5－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインイルソーレ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．1 東京8着

2011．1．30生 牡5鹿 母 ア ン ブ レ ラ 母母 ダンシンインザレイン 障害：12戦1勝 賞金 21，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 インスタントリー号・マイネルアイザック号



21017 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・左・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量

本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 350，000
350，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

59 グ リ ト ニ ル 牡2鹿 54 丸田 恭介杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 430 ―1：36．9 46．7�
24 シゲルボスザル 牡2黒鹿54 田中 勝春森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 丸村村下

ファーム 468 ―1：37．11� 137．2�
（ミトノシイバー）

11 ド ウ デ ィ 牡2鹿 54 柴田 善臣 e馬主組合 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 480 ― 〃 ハナ 17．9�
714 カリーニョミノル 牝2鹿 54 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484 ―1：37．2� 8．5�
12 キューティロンプ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 456 ―1：37．3	 24．0�
612 ヴ ォ ー ガ 牡2栗 54

51 ▲木幡 巧也一村 哲也氏 高木 登 新ひだか グランド牧場 444 ― 〃 同着 47．7�
713 プロディジャス 牝2鹿 54 内田 博幸	G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 452 ―1：37．4� 3．2

47 ニーマルサンデー 牡2青鹿54 吉田 豊板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 畠山牧場 470 ―1：37．61� 34．1�
36 ドラゴンランス 牝2栗 54 M．デムーロ子安 裕樹氏 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 466 ―1：37．91	 5．9�
510 サントリーニ 牡2栗 54 武士沢友治飯田 良枝氏 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 438 ―1：38．0	 85．3
817 スリーグリン 牡2鹿 54 江田 照男永井商事	 田中 剛 浦河 山田牧場 484 ―1：38．1	 9．9�
611 ハルスケッテ 牝2鹿 54 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 438 ― 〃 ハナ 130．4�
815
 ヴェルディアーナ 牝2鹿 54 吉田 隼人加藤 誠氏 中竹 和也 米 Charles

Fipke 458 ―1：38．41	 11．4�
816 マイネルルミノーソ 牡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 別海 野付ライディ
ングファーム 466 ―1：38．82� 59．2�

35 
 セイクリッドサイト 牝2鹿 54 蛯名 正義 K.S．ヤップ氏 国枝 栄 英 Raffles Dancers
（NZ）Pty Ltd 474 ―1：39．01� 28．4�

23 メロディーア 牝2栗 54 石橋 脩 �キャロットファーム 尾形 和幸 洞�湖 レイクヴィラファーム 452 ―1：39．42� 6．9�
48 ミヤビキャッスル 牝2黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 482 ―1：39．61� 79．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 34，570，700円 複勝： 40，469，100円 枠連： 21，720，800円
馬連： 58，709，500円 馬単： 29，086，900円 ワイド： 35，495，300円
3連複： 76，234，200円 3連単： 91，319，500円 計： 387，606，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，670円 複 勝 � 1，230円 � 3，060円 � 510円 枠 連（2－5） 9，820円

馬 連 �� 150，660円 馬 単 �� 302，980円

ワ イ ド �� 34，560円 �� 6，370円 �� 11，870円

3 連 複 ��� 361，870円 3 連 単 ��� 1，504，690円

票 数

単勝票数 計 345707 的中 � 6285（11番人気）
複勝票数 計 404691 的中 � 8536（12番人気）� 3306（16番人気）� 22538（7番人気）
枠連票数 計 217208 的中 （2－5） 1713（26番人気）
馬連票数 計 587095 的中 �� 302（129番人気）
馬単票数 計 290869 的中 �� 72（249番人気）
ワイド票数 計 354953 的中 �� 264（132番人気）�� 1447（62番人気）�� 772（89番人気）
3連複票数 計 762342 的中 ��� 158（461番人気）
3連単票数 計 913195 的中 ��� 44（2220番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．6―13．2―12．7―11．9―10．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．7―49．9―1：02．6―1：14．5―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．3
3 ・（16，6）12（5，11，14）（13，17）（1，7，15）4（2，8）9（3，10） 4 ・（16，6，12）（5，11，14）（1，7，13，17）（2，4，15）（3，9，8）10

勝馬の
紹 介

グ リ ト ニ ル �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 メジロライアン 初出走

2014．2．16生 牡2鹿 母 ファーストサイト 母母 スギノシャーロット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 プロディジャス号は，枠入り不良。
※カリーニョミノル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21018 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走13時00分 （芝・左）

牝，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

612 クイントゥープル 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―1：23．8 8．7�
611 チャーミングヤッコ 牝2鹿 54 吉田 豊森 保彦氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 476 ―1：23．9� 3．2�
47 ファームフェイス 牝2鹿 54 柴田 善臣�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 452 ― 〃 ハナ 8．8�
11 マルターズコメット 牝2鹿 54 田中 勝春藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 424 ―1：24．0クビ 123．6�
713 ウインプラージュ 牝2鹿 54

52 △伴 啓太�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 410 ― 〃 クビ 74．2	
24 プレシャスジュエル 牝2鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム 452 ―1：24．1� 14．3

816 ニシノレディー 牝2黒鹿54 的場 勇人西山 茂行氏 高木 登 むかわ 清水ファーム 426 ―1：24．31� 18．0�
510 ロイヤルルシアン 牝2芦 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 タニグチ牧場 430 ―1：24．51� 56．8�
817 ピンクドルフィン 牝2栗 54 宮崎 北斗 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 428 ―1：24．71� 130．2
59 フレンドカグラ 牝2鹿 54 岩部 純二横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 山田 昇史 476 ―1：24．91� 149．8�
12 ワラッチャウヨネ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 400 ―1：25．0� 21．4�
35 セヴンゴシック 牝2栗 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436 ―1：25．21� 6．4�
48 クールマドカ 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 474 ―1：25．3� 9．4�
23 リ ュ ネ ッ ト 牝2栗 54 内田 博幸落合 幸弘氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 416 ―1：25．4� 14．6�
715 カンノンリオ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎久保 佳和氏 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター 376 ― 〃 アタマ 90．1�

36 ユメノカガヤキ 牝2鹿 54 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田ファーム 470 ― 〃 ハナ 72．5�
714 シゲルビッグホーン 牝2栗 54 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか 松本牧場 460 ―1：25．61� 18．0�
818 ラブリーガーデン 牝2黒鹿54 北村 友一田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 長浜 秀昭 442 ― 〃 ハナ 62．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，454，900円 複勝： 42，616，700円 枠連： 23，593，000円
馬連： 61，825，300円 馬単： 28，652，000円 ワイド： 37，472，100円
3連複： 80，498，600円 3連単： 95，539，600円 計： 403，652，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 220円 � 140円 � 230円 枠 連（6－6） 1，580円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，040円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 19，910円

票 数

単勝票数 計 334549 的中 � 32473（3番人気）
複勝票数 計 426167 的中 � 44626（3番人気）� 96666（1番人気）� 41142（5番人気）
枠連票数 計 235930 的中 （6－6） 11561（7番人気）
馬連票数 計 618253 的中 �� 33517（3番人気）
馬単票数 計 286520 的中 �� 6457（9番人気）
ワイド票数 計 374721 的中 �� 16132（4番人気）�� 8927（8番人気）�� 16181（3番人気）
3連複票数 計 804986 的中 ��� 18828（4番人気）
3連単票数 計 955396 的中 ��� 3478（30番人気）

ハロンタイム 12．5―10．4―11．1―12．3―12．7―12．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―22．9―34．0―46．3―59．0―1：11．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F37．5
3 5－14－（13，17）（4，6）15（10，12）（1，11，18）－（7，16）－（8，9，3）－2 4 5，14－（13，17）（4，15）6（10，12）（1，11，18）（7，16，3）（8，9）－2

勝馬の
紹 介

クイントゥープル �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2014．4．24生 牝2栗 母 マイネクイーン 母母 ファストルック 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ウインプラージュ号の騎手伴啓太は，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10，000円。（被害馬：4番・17

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アイーダ号・カリーニョミノル号・シエルブラン号・セツナイキモチ号・チシャーキャット号・ドナペリドット号・

ニシノオマージュ号・プロセッコ号



21019 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時30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

814 ボ ル ド ー 牡3栗 56 的場 勇人坂本 万夫氏 的場 均 新冠 村上 欽哉 520＋ 41：12．9 7．0�
712 マ ッ ク ー ル 牡3鹿 56 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 B480－ 21：13．0� 2．6�
46 ロマンコスモ �3栗 56 内田 博幸菅 實氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 506＋ 41：13．63� 3．2�
610 ボラテリティパズル 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 巧也池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 536－ 61：13．81� 7．5�
47 ルクナバード 牡3鹿 56

54 △伴 啓太�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 444－ 8 〃 クビ 42．0	
23 ヒロノブライアン 牡3黒鹿56 木幡 初広小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 野坂牧場 412＋ 81：14．22� 226．6

35 エンパイアフリート �3鹿 56 武士沢友治山田 弘氏 高木 登 日高 浦新 徳司 480＋ 41：14．3� 162．5�
11 シカイリョーコー 牡3青鹿56 蛯名 正義田上 雅春氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 61：14．5� 18．0�
59 クインズカハ 牡3栗 56 柴田 大知 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新ひだか 松田牧場 B514＋ 2 〃 アタマ 39．8
815 チェリーピッカー 牡3鹿 56 二本柳 壮佐藤 守宏氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 478＋ 61：14．6� 68．2�
713 シ フ ク �3鹿 56 岩部 純二�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 412－341：15．87 178．0�
611 ローズポップ 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�髙昭牧場 的場 均 浦河 磯野牧場 414 ―1：16．11� 179．3�
34 ルクレツィア 牝3鹿 54 M．デムーロ髙橋 貴士氏 武藤 善則 日高 中前牧場 420＋ 8 〃 アタマ 10．6�
58 サスナーシルニー 牡3青鹿 56

55 ☆石川裕紀人ホースアディクト伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 460＋ 61：17．05 114．5�
22 ペイシャスナッチ 牝3鹿 54 石橋 脩北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 480－ 6 （競走中止） 22．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 30，625，200円 複勝： 44，765，500円 枠連： 15，989，300円
馬連： 71，053，700円 馬単： 40，722，400円 ワイド： 38，364，800円
3連複： 93，738，800円 3連単： 148，732，300円 計： 483，992，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 150円 � 110円 � 120円 枠 連（7－8） 810円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 300円 �� 340円 �� 150円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 6，350円

票 数

単勝票数 計 306252 的中 � 34944（3番人気）
複勝票数 計 447655 的中 � 53971（3番人気）� 145051（1番人気）� 91545（2番人気）
枠連票数 計 159893 的中 （7－8） 15298（2番人気）
馬連票数 計 710537 的中 �� 56343（2番人気）
馬単票数 計 407224 的中 �� 12658（6番人気）
ワイド票数 計 383648 的中 �� 28826（2番人気）�� 24165（3番人気）�� 81891（1番人気）
3連複票数 計 937388 的中 ��� 110467（1番人気）
3連単票数 計1487323 的中 ��� 16973（13番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―12．0―13．0―12．3―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボ ル ド ー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．4．23 東京8着

2013．5．15生 牡3栗 母 イ チ コ ロ 母母 ラブバティータ 4戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 シフク号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

エンパイアフリート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ペイシャスナッチ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 シフク号・エンパイアフリート号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サスナーシルニー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年8月31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。
（非抽選馬） 4頭 サンマルメーカー号・マックスゴーゴー号・ラマレ号・レアファインド号

21020 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・左・外）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

56 ネイチャーレット 牡3鹿 54
51 ▲野中悠太郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 藤原牧場 450＋ 22：00．0 10．8�

68 ダークネブラス 牡4青鹿57 津村 明秀 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋102：00．1� 4．9�

33 ア ウ ェ イ ク 牝3鹿 52 吉田 豊 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 456－ 22：00．41� 2．5�
11 シュンクルーズ 牡4黒鹿57 吉田 隼人村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 458＋ 62：00．61� 44．7�
55 クインズクオーツ 牡3栗 54 蛯名 正義 �クイーンズ・ランチ 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 440± 02：00．7� 34．4	
44 エバーシャルマン 牝4黒鹿55 M．デムーロ宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476＋20 〃 アタマ 3．3

22 	 トーセンソユーズ 牡5栗 57

54 ▲木幡 初也島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 千代田牧場 504－ 62：00．8� 123．4�
812 シャイニーリーヴァ 牡6鹿 57 田中 勝春小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 480＋ 42：01．01� 13．3
79 ウインティアラ 牝4鹿 55

54 ☆石川裕紀人�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 8 〃 アタマ 15．8�
811 ニシノカザブエ 牝5黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 422＋12 〃 ハナ 69．8�
710 ソムニアシチー 牝6鹿 55 北村 友一 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 444－ 22：01．1� 25．4�
67 	 キャンディキー 牝5青鹿55 武士沢友治北前孔一郎氏 高橋 文雅 新冠 中本牧場 454－ 42：01．2� 109．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，310，000円 複勝： 45，955，400円 枠連： 16，894，200円
馬連： 77，573，700円 馬単： 42，362，400円 ワイド： 40，715，100円
3連複： 96，561，400円 3連単： 165，326，200円 計： 519，698，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 220円 � 150円 � 120円 枠 連（5－6） 2，070円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 660円 �� 460円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 18，670円

票 数

単勝票数 計 343100 的中 � 25413（4番人気）
複勝票数 計 459554 的中 � 38830（5番人気）� 77113（2番人気）� 127515（1番人気）
枠連票数 計 168942 的中 （5－6） 6322（11番人気）
馬連票数 計 775737 的中 �� 24336（10番人気）
馬単票数 計 423624 的中 �� 5482（22番人気）
ワイド票数 計 407151 的中 �� 14618（8番人気）�� 22022（4番人気）�� 39659（2番人気）
3連複票数 計 965614 的中 ��� 32924（5番人気）
3連単票数 計1653262 的中 ��� 6420（59番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―11．8―12．3―12．7―12．6―12．2―11．7―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．2―36．0―48．3―1：01．0―1：13．6―1：25．8―1：37．5―1：48．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネイチャーレット �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．10．4 中山6着

2013．4．16生 牡3鹿 母 ネヴァカグラ 母母 エイブルカグラ 7戦2勝 賞金 15，125，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21021 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2日 第9競走 ��
��1，400�

し ば た じ ょ う

新 発 田 城 特 別
発走14時35分 （芝・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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

11 メンデンホール 牝3黒鹿52 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 482＋201：21．0 66．6�

816 レッドマジュール 牝4青鹿55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 440± 01：21．53 2．2�
24 コスモイノセント 牡5青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 464－101：21．6� 14．1�
715 ニシノオタケビ 牡4鹿 57 石川裕紀人西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 476－ 4 〃 クビ 14．1�
713 シャイニングアロー 牝3青 52 柴田 善臣矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 442± 0 〃 アタマ 22．7�
12 コ リ ー ナ 牝3鹿 52 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 436＋ 21：21．7� 14．2	
35 ホウオウマリリン 牝3栗 52 吉田 豊小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 402＋ 8 〃 ハナ 35．6

48 	 チェルカトーレ 牝4栗 55 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 菊川 正達 えりも エクセルマネジメント 428＋ 4 〃 ハナ 7．5�
59 ブ ル ロ ー ネ 牝4黒鹿55 津村 明秀山口 敦広氏 和田正一郎 新ひだか 小河 豊水 476＋ 2 〃 ハナ 34．6�
36 ステイブレイズ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新冠 中本 隆志 470－ 61：21．8クビ 52．6
23 タカラジャンヌ 牝5鹿 55 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 436＋101：22．0� 108．4�
47 ニシノハレブタイ 牡3鹿 54 柴田 大知西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 474＋ 4 〃 クビ 30．7�
611 ヨ イ ミ ヤ 牝3栗 52 江田 照男�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 416＋14 〃 ハナ 18．6�
817 カワキタピリカ 牡3鹿 54 内田 博幸川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 490± 01：22．32 6．5�
818 ボーアムルーズ 牝3鹿 52 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 栗田 徹 新ひだか 服部 牧場 484± 01：22．51
 33．2�
510 サクラパリュール 牝5鹿 55 宮崎 北斗�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 498＋ 61：22．71
 194．6�
612	 ケンブリッジヒカリ 牝4鹿 55 木幡 初也中西 宏彰氏 石栗 龍彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 464－ 21：23．12� 388．8�
714 イ オ ラ ニ �5黒鹿57 北村 友一 �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－ 61：23．31
 22．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 47，003，600円 複勝： 69，540，600円 枠連： 33，522，800円
馬連： 128，180，100円 馬単： 57，524，800円 ワイド： 69，240，700円
3連複： 176，005，100円 3連単： 244，923，900円 計： 825，941，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，660円 複 勝 � 1，350円 � 150円 � 310円 枠 連（1－8） 1，200円

馬 連 �� 9，320円 馬 単 �� 29，320円

ワ イ ド �� 3，130円 �� 7，170円 �� 670円

3 連 複 ��� 28，120円 3 連 単 ��� 286，400円

票 数

単勝票数 計 470036 的中 � 5642（15番人気）
複勝票数 計 695406 的中 � 9664（15番人気）� 172230（1番人気）� 52604（5番人気）
枠連票数 計 335228 的中 （1－8） 21567（5番人気）
馬連票数 計1281801 的中 �� 10650（29番人気）
馬単票数 計 575248 的中 �� 1471（91番人気）
ワイド票数 計 692407 的中 �� 5543（35番人気）�� 2390（75番人気）�� 28230（3番人気）
3連複票数 計1760051 的中 ��� 4694（82番人気）
3連単票数 計2449239 的中 ��� 620（808番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．4―11．3―12．0―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―34．0―45．3―57．3―1：09．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メンデンホール �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．10．4 中山3着

2013．3．27生 牝3黒鹿 母 ストロベリーフェア 母母 Storm Song 6戦2勝 賞金 17，734，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サイモングレゴリー号

21022 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2日 第10競走 ��
��1，200�

い わ む ろ お ん せ ん

岩 室 温 泉 特 別
発走15時10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
1：09．2
1：08．7

重
重

47 ドリームドルチェ 牡4青鹿57 野中悠太郎ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 512－ 21：10．9 5．1�
712 エンドレスシャイン 牡5鹿 57 北村 友一岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 436－ 41：11．21� 37．4�
11 リバーソウル 牡5黒鹿57 柴田 善臣林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474± 01：11．51� 37．4�
58 メイショウワダイコ 牡4鹿 57 津村 明秀松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 多田 善弘 538＋ 81：11．6	 4．0�
815 ラフィネシチー 牝5青鹿55 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 458－ 41：11．91� 14．2�
22 シ ェ ア ー ド 牡3鹿 54 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 468＋ 4 〃 クビ 9．7	
35 マ レ ー ナ 牝5黒鹿55 杉原 誠人山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486－ 8 〃 アタマ 47．8

46 
 オ ホ ー ツ ク 牡4芦 57 石川裕紀人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Inside Move 558－ 21：12．11� 6．4�
34 ヒカルランナー 牡7鹿 57 岩部 純二安蒜 一修氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 522＋ 21：12．63 136．2�
611 ティップトップ 牝5鹿 55 M．デムーロ 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 510＋ 6 〃 アタマ 5．7
59 ウィズエモーション 牝3鹿 52 柴田 大知 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 476＋ 41：12．81� 26．5�
713 タイセイラナキラ 牝3栗 52 吉田 豊田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 藤春 修二 510＋ 21：13．12 39．0�
23 � トレジャーステイト 牝4鹿 55 内田 博幸 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 458－ 21：13．2	 21．3�
610 キャプテンシップ 牡4鹿 57 田中 勝春玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 512－ 41：13．3	 17．4�
814 チ ャ ー ム 牝3栗 52 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496± 01：13．93	 16．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 48，160，100円 複勝： 67，000，500円 枠連： 40，121，500円
馬連： 145，237，600円 馬単： 58，296，100円 ワイド： 67，599，500円
3連複： 189，138，600円 3連単： 251，521，400円 計： 867，075，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 210円 � 740円 � 870円 枠 連（4－7） 3，430円

馬 連 �� 11，120円 馬 単 �� 18，240円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 2，580円 �� 7，810円

3 連 複 ��� 37，730円 3 連 単 ��� 329，750円

票 数

単勝票数 計 481601 的中 � 74819（2番人気）
複勝票数 計 670005 的中 � 102819（2番人気）� 21185（10番人気）� 17773（12番人気）
枠連票数 計 401215 的中 （4－7） 9054（12番人気）
馬連票数 計1452376 的中 �� 10118（41番人気）
馬単票数 計 582961 的中 �� 2396（69番人気）
ワイド票数 計 675995 的中 �� 6207（35番人気）�� 6802（30番人気）�� 2207（75番人気）
3連複票数 計1891386 的中 ��� 3759（134番人気）
3連単票数 計2515214 的中 ��� 553（1010番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．4―12．4―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―33．9―46．3―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 ・（3，8）（7，10，11，13）（2，15）－（5，12，6）－9，1，4，14 4 ・（3，8）（7，11，13）（2，10，15）－（5，12，6）－9，1，4－14
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームドルチェ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2014．11．22 東京3着

2012．4．17生 牡4青鹿 母 オリジナルデザート 母母 パイナップルスター 14戦4勝 賞金 42，436，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アキノアッパー号・ブリンディス号・メイショウカフウ号・リターンラルク号
（非抽選馬）10頭 ウォリアーズソウル号・クリノカグヤマ号・コパノリスボン号・ゴールデンバローズ号・シャラク号・セトアロー号・

ビッグギグ号・ラブミークン号・リュクサンブール号・ロンドンタウン号



21023 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，000�第16回アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・直線）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳53�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳53�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

新潟市長賞（1着）
賞 品

本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

44 ベ ル カ ン ト 牝5栗 55 M．デムーロ�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 490＋ 4 54．1 2．4�
813 ネ ロ 牡5栗 56 内田 博幸西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 460－ 6 〃 アタマ 3．0�
56 プリンセスムーン 牝6栗 54 北村 友一玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B498＋ 4 54．31	 4．8�
711 アットウィル 牡6栗 56 蛯名 正義宮川 純造氏 高橋 義忠 浦河 富田牧場 498＋ 2 54．62 9．3�
33 ローズミラクル 牡6青鹿56 吉田 隼人 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 552－ 2 〃 クビ 23．9	
812 アースソニック 牡7鹿 56 石橋 脩前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 502＋10 54．7クビ 19．7

710 ブライトチェリー 牝6芦 54 杉原 誠人 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 476± 0 54．8
 50．0�
68 フレイムヘイロー �8栗 56 木幡 巧也�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 474± 0 〃 クビ 77．1�
45 � マイネルエテルネル 牡6栗 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 愛 Redpender
Stud Ltd 494－ 6 55．01	 63．3

11 ヤマニンプチガトー 牝7栗 54 村田 一誠土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 494± 0 55．1 92．4�
22 ヤサカオディール 牝7黒鹿54 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 452± 0 55．2
 248．2�
57 ファンデルワールス �7鹿 56 西田雄一郎 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム B500＋ 8 55．41	 118．7�
69 � サトノデプロマット 牡6黒鹿56 柴田 善臣里見 治氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 B498－12 55．5 27．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 220，595，200円 複勝： 209，111，900円 枠連： 108，701，200円
馬連： 604，843，900円 馬単： 331，002，400円 ワイド： 260，506，300円
3連複： 923，411，800円 3連単： 2，072，148，500円 計： 4，730，321，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（4－8） 330円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 170円 �� 240円 �� 230円

3 連 複 ��� 480円 3 連 単 ��� 1，800円

票 数

単勝票数 計2205952 的中 � 723047（1番人気）
複勝票数 計2091119 的中 � 566319（1番人気）� 473322（2番人気）� 349527（3番人気）
枠連票数 計1087012 的中 （4－8） 250399（1番人気）
馬連票数 計6048439 的中 �� 1279828（1番人気）
馬単票数 計3310024 的中 �� 369395（1番人気）
ワイド票数 計2605063 的中 �� 446673（1番人気）�� 255480（3番人気）�� 272148（2番人気）
3連複票数 計9234118 的中 ���1433072（1番人気）
3連単票数 計20721485 的中 ��� 831642（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―10．6―10．1―11．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―32．8―42．9

上り4F42．1－3F31．9
勝馬の
紹 介

ベ ル カ ン ト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2013．8．3 小倉1着

2011．3．2生 牝5栗 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 18戦6勝 賞金 244，573，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ベルカント号の騎手M．デムーロは，競走後半での御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

21024 7月31日 晴 良 （28新潟2）第2日 第12競走 ��1，800�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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

47 サ マ ー ラ ヴ 牡5黒鹿 57
54 ▲木幡 初也�Basic 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム B450－ 41：53．3 15．3�

814� パブリックフレンド 牡4青 57 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 472－101：53．62 12．4�
34 ダイワハッスル 牡4栃栗57 石橋 脩大城 敬三氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム B476－16 〃 ハナ 41．8�
46 グラスアクト 牡3鹿 54 吉田 豊半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 458＋101：53．7クビ 5．4�
58 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 460＋ 2 〃 ハナ 16．6	
11 � ス ケ ロ ク 牡4栗 57 柴田 大知サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 498－ 41：53．8� 45．9

23 キールコネクション 牡4栗 57 M．デムーロ水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B472＋ 21：54．01� 3．9�
713 クワッドアクセル 牡4栗 57 内田 博幸�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 480＋141：54．42� 17．8�
611� クリノロッキー 牡6栗 57 蛯名 正義栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 31：54．5� 16．7
815 ジュンザワールド 牡3鹿 54 津村 明秀河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 522＋181：54．6クビ 7．3�
712� ユーガッタフレンド 牡5鹿 57 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 宮内牧場 498＋121：54．7� 148．4�
35 タンサンドール 牡3栗 54

53 ☆石川裕紀人 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 クビ 5．3�
59 エ ル ゼ ロ 牡3鹿 54

51 ▲野中悠太郎磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 492＋ 6 〃 ハナ 12．8�
22 カゼノトビラ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 456± 01：55．23 51．8�
610� ローレルウラノス 牡4栗 57 吉田 隼人 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 522＋ 81：57．4大差 59．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 86，748，700円 複勝： 105，623，600円 枠連： 59，692，400円 馬連： 216，796，200円 馬単： 94，309，100円
ワイド： 115，266，400円 3連複： 301，777，100円 3連単： 448，445，100円 5重勝： 662，002，900円 計： 2，090，661，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 460円 � 440円 � 720円 枠 連（4－8） 1，040円

馬 連 �� 8，000円 馬 単 �� 19，350円

ワ イ ド �� 2，660円 �� 4，030円 �� 5，960円

3 連 複 ��� 73，430円 3 連 単 ��� 414，690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����� 12，872，270円

票 数

単勝票数 計 867487 的中 � 45121（7番人気）
複勝票数 計1056236 的中 � 62563（8番人気）� 64777（7番人気）� 36703（11番人気）
枠連票数 計 596924 的中 （4－8） 44114（4番人気）
馬連票数 計2167962 的中 �� 20996（36番人気）
馬単票数 計 943091 的中 �� 3655（81番人気）
ワイド票数 計1152664 的中 �� 11279（37番人気）�� 7378（52番人気）�� 4954（64番人気）
3連複票数 計3017771 的中 ��� 3082（221番人気）
3連単票数 計4484451 的中 ��� 784（1237番人気）
5重勝票数 計6620029 的中 ����� 36

ハロンタイム 12．8―10．7―12．2―13．0―12．8―12．8―12．8―12．6―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．5―35．7―48．7―1：01．5―1：14．3―1：27．1―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．0
1
3
・（2，7）（6，8）（1，15，10）－5－（3，9，14）－12－（11，13）4・（2，7）8，6（15，10，13）1，5（3，14）（11，4）（9，12）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サ マ ー ラ ヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2013．8．11 新潟10着

2011．4．25生 牡5黒鹿 母 フェスティブシャン 母母 マジックオナー 31戦2勝 賞金 25，020，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パヴェダイヤモンド号

３レース目
５レース目



（28新潟2）第2日 7月31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 178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

229，550，000円
9，980，000円
1，800，000円
25，610，000円
69，320，000円
5，663，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
627，061，200円
748，289，300円
374，920，100円
1，564，819，000円
794，674，800円
780，282，800円
2，218，369，600円
3，938，221，200円
662，002，900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 11，708，640，900円

総入場人員 25，274名 （有料入場人員 ）
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