
21025 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3日 第1競走 ��
��1，800�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
1：46．6
1：45．9

良
良

79 レジェンドセラー 牡2鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 512－ 21：47．8 1．3�
78 マテラフィールド 牡2栗 54 M．デムーロ大野 剛嗣氏 森 秀行 日高 下河辺牧場 464－ 21：47．9� 7．7�
810 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 434－ 41：48．22 10．7�
33 フリージングレイン 牡2鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 494－ 21：48．52 20．0�
22 シ ン デ ン 牡2鹿 54

51 ▲木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 468＋ 21：48．6� 14．4	
55 マイネルエフォート 牡2鹿 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 41：49．02� 226．6

11 シュティーア 牝2青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 富田 恭司 436＋ 41：49．21� 127．6�
44 マロンタキシード 牡2栗 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 中川 欽一 B406＋ 21：49．73 15．8�
811 アルゴロオジエ 牝2黒鹿54 大野 拓弥 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 日高 三城牧場 484－ 21：49．8� 44．8
66 リンガスネオ 牡2黒鹿54 田辺 裕信伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 472＋ 61：50．22� 24．0�
67 スプリングフット 牡2鹿 54 宮崎 北斗島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 462－ 81：51．58 302．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 28，514，200円 複勝： 115，422，800円 枠連： 10，514，000円
馬連： 44，215，700円 馬単： 35，612，800円 ワイド： 30，677，800円
3連複： 59，945，000円 3連単： 126，970，900円 計： 451，873，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 130円 � 140円 枠 連（7－7） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 160円 �� 190円 �� 530円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 1，440円

票 数

単勝票数 計 285142 的中 � 168650（1番人気）
複勝票数 計1154228 的中 � 909023（1番人気）� 65152（2番人気）� 49985（3番人気）
枠連票数 計 105140 的中 （7－7） 25094（1番人気）
馬連票数 計 442157 的中 �� 95499（1番人気）
馬単票数 計 356128 的中 �� 57702（1番人気）
ワイド票数 計 306778 的中 �� 59437（1番人気）�� 41778（2番人気）�� 10943（7番人気）
3連複票数 計 599450 的中 ��� 73277（1番人気）
3連単票数 計1269709 的中 ��� 63799（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―35．2―48．1―1：01．1―1：13．8―1：25．4―1：36．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レジェンドセラー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．12 東京2着

2014．3．14生 牡2鹿 母 トップセラー 母母 プロモーション 2戦1勝 賞金 7，800，000円

21026 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （芝・直線）
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
55．4
55．4

良
良

814 スノードーナツ 牝2黒鹿54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 B454＋ 2 56．3 9．9�
610 タントミール 牝2鹿 54 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 藤本牧場 418± 0 56．61� 3．7�
711 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 B456＋ 2 〃 クビ 34．1�
58 フェアリーウイング 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 畠山牧場 432＋ 2 56．7� 3．2�
45 シルバーストーン 牡2芦 54

51 ▲木幡 初也峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 470＋ 6 57．23 7．3�
46 オ レ イ ア ス 牡2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 446－ 4 57．3� 18．0	
22 バルダッキーノ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 日高 小西ファーム 424－ 6 57．4クビ 32．7

712 ジ ョ リ ー 牝2鹿 54 武士沢友治�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 中田 英樹 454－12 57．5� 12．6�
34 ク ー ロ ゼ 牝2鹿 54 伊藤 工真�ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 増本牧場 420－ 4 57．6� 122．4�
57 ウインポディオ 牡2栗 54

51 ▲木幡 巧也ウイン 高木 登 浦河 栄進牧場 452＋ 2 57．7� 14．3�
69 シゲルラッコ 牝2栗 54

51 ▲野中悠太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 大林ファーム 376± 0 57．91� 90．1�
33 キ ョ ッ コ ウ 牝2栗 54 的場 勇人�ミルファーム 武市 康男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 432－ 8 58．0クビ 20．9�
813 ノ ー ム 牡2栗 54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 佐藤 陽一 420－ 2 58．21� 25．3�
11 ジャックマニー 牝2鹿 54

52 △伴 啓太本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 422＋ 2 58．83� 226．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，112，900円 複勝： 24，691，300円 枠連： 12，484，200円
馬連： 42，867，900円 馬単： 23，691，300円 ワイド： 24，127，500円
3連複： 61，170，100円 3連単： 80，319，200円 計： 290，464，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 250円 � 170円 � 610円 枠 連（6－8） 860円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 650円 �� 2，920円 �� 1，320円

3 連 複 ��� 12，560円 3 連 単 ��� 66，550円

票 数

単勝票数 計 211129 的中 � 17961（4番人気）
複勝票数 計 246913 的中 � 24843（4番人気）� 48008（2番人気）� 8258（10番人気）
枠連票数 計 124842 的中 （6－8） 11167（3番人気）
馬連票数 計 428679 的中 �� 21114（4番人気）
馬単票数 計 236913 的中 �� 4731（10番人気）
ワイド票数 計 241275 的中 �� 10081（5番人気）�� 2039（35番人気）�� 4661（17番人気）
3連複票数 計 611701 的中 ��� 3651（41番人気）
3連単票数 計 803192 的中 ��� 875（221番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―11．2―10．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．1―33．3―44．1

上り4F44．3－3F34．2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スノードーナツ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．3 福島10着

2014．5．24生 牝2黒鹿 母 エフエロッチ 母母 ロッチラヴウインク 3戦1勝 賞金 5，000，000円

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３日



21027 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

11 ビークイック 牡3栗 56 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 41：54．7 2．2�
814 メープルフレイバー 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 440－101：54．8� 68．9�
610 イチゴアミーラ 牝3黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 日高大洋牧場 444－ 81：55．54 7．0�
22 サンデリアーナ 牝3鹿 54 石橋 脩海谷 幸司氏 高橋 義博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498± 01：55．6クビ 18．2�
35 ドラゴンイモン 牡3黒鹿56 二本柳 壮井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 464＋ 21：55．7� 16．5�
23 クラウンロマン 牝3芦 54 戸崎 圭太矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 454＋ 6 〃 クビ 4．2	
46 ビ ダ ン シ 牡3黒鹿56 田中 勝春田中 春美氏 藤原 辰雄 新ひだか 田中 春美 476＋ 41：56．01� 192．0

47 プラトロッソ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也�Basic 田村 康仁 日高 森永牧場 462＋ 41：56．1� 10．2�
58 プルシアロワイヤル 牝3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 448＋ 81：56．41� 193．5
59 ショウナンラピュタ 牡3芦 56 田辺 裕信�湘南 大竹 正博 浦河 大北牧場 452＋ 2 〃 ハナ 8．2�
34 ミヤコノアバランチ 牡3芦 56 内田 博幸吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 472＋ 21：56．71� 32．0�
713 チ ャ ミ 牝3鹿 54 宮崎 北斗庄野 宏志氏 中川 公成 新冠 村本牧場 478－ 21：57．12� 322．9�
712 ライオットストーム 牡3青鹿 56

54 △伴 啓太西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 478＋14 〃 ハナ 36．9�
815 フレンドソング 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 418± 01：59．0大差 101．2�
611 アルマゲドン 牡3黒鹿56 津村 明秀大塚 亮一氏 萩原 清 新ひだか 筒井 征文 526－ 61：59．74 252．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，944，700円 複勝： 37，703，800円 枠連： 12，081，400円
馬連： 47，833，200円 馬単： 26，781，900円 ワイド： 28，976，700円
3連複： 63，407，800円 3連単： 94，520，400円 計： 336，249，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 1，240円 � 230円 枠 連（1－8） 4，400円

馬 連 �� 10，140円 馬 単 �� 16，090円

ワ イ ド �� 2，990円 �� 420円 �� 6，450円

3 連 複 ��� 19，600円 3 連 単 ��� 101，070円

票 数

単勝票数 計 249447 的中 � 87890（1番人気）
複勝票数 計 377038 的中 � 113670（1番人気）� 5070（10番人気）� 37233（4番人気）
枠連票数 計 120814 的中 （1－8） 2125（15番人気）
馬連票数 計 478332 的中 �� 3654（24番人気）
馬単票数 計 267819 的中 �� 1248（43番人気）
ワイド票数 計 289767 的中 �� 2364（27番人気）�� 19789（3番人気）�� 1079（41番人気）
3連複票数 計 634078 的中 ��� 2426（53番人気）
3連単票数 計 945204 的中 ��� 678（263番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―13．3―14．2―12．8―12．0―13．2―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．9―51．1―1：03．9―1：15．9―1：29．1―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．8
1
3
1，15，3（7，9）－10－4，12，2（6，14）5－8－13＝11
1，6，3，9－（10，12）14，7（15，4，2）－8，5，13＝11

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

勝馬の
紹 介

ビークイック �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．20 中山8着

2013．4．27生 牡3栗 母 ダイヤモンドギフト 母母 ダイヤモンドクイン 9戦1勝 賞金 10，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トーアシラヌイ号・ラブオールミー号
（非抽選馬） 2頭 キクノテソロ号・シルバーライン号

21028 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3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）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：01．4良

78 タイセイドリーム 牡6鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 546－ 23：03．1 3．5�
79 � トーセンハナミズキ 牝6鹿 58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 468－10 〃 クビ 14．9�
810 ブライトボーイ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 480－ 83：03．41� 3．9�
22 ララオムドゥクー 牡4鹿 60 石神 深一フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム B474－ 43：03．61� 4．3�
67 ロンギングケイシー 牡5黒鹿60 大江原 圭坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 クビ 10．9	
55 マイネルクレイズ 牡6黒鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム 484＋ 2 〃 アタマ 15．9

66 トライアゲイン 牡5鹿 60 高野 和馬�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 516＋ 83：03．92 20．4�
11 タ ピ エ ス 牡4鹿 60 中村 将之細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 486＋ 63：04．32� 105．0�
33 � エルインペレイター 	6鹿 60 浜野谷憲尚�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム B490－ 43：05．79 7．2
811 マイネルマーク 牡8青鹿60 蓑島 靖典 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 470± 03：06．23 34．4�
44 ドクタールキア 牝6鹿 58 江田 勇亮松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 468－ 83：07．15 23．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，893，300円 複勝： 24，019，900円 枠連： 10，438，800円
馬連： 38，017，500円 馬単： 20，679，400円 ワイド： 20，534，000円
3連複： 52，671，400円 3連単： 78，379，600円 計： 261，633，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 250円 � 160円 枠 連（7－7） 2，300円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 3，380円

ワ イ ド �� 830円 �� 320円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，520円 3 連 単 ��� 12，950円

票 数

単勝票数 計 168933 的中 � 37830（1番人気）
複勝票数 計 240199 的中 � 60198（1番人気）� 18438（6番人気）� 38972（2番人気）
枠連票数 計 104388 的中 （7－7） 3513（12番人気）
馬連票数 計 380175 的中 �� 12173（8番人気）
馬単票数 計 206794 的中 �� 4580（12番人気）
ワイド票数 計 205340 的中 �� 6000（9番人気）�� 18152（1番人気）�� 5473（12番人気）
3連複票数 計 526714 的中 ��� 15627（7番人気）
3連単票数 計 783796 的中 ��� 4387（28番人気）
上り 1マイル 1：42．4 4F 49．9－3F 37．4

コーナー
通過順位

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

2
�

・（10，8，4）7（2，5）1（3，9）6＝11・（10，8）（7，5，9）2，3（1，6）－4＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイドリーム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2012．6．30 中京2着

2010．2．24生 牡6鹿 母 モアザンベスト 母母 Laguna Seca 障害：3戦2勝 賞金 21，600，000円



21029 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3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 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

24 サンライズソア 牡2青鹿54 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 506 ―1：35．9 5．7�
816 アウトライアーズ 牡2鹿 54 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 474 ―1：36．0� 8．3�
59 レッドローゼス 牡2鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 464 ― 〃 クビ 3．4�
12 プーカローズ 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 日高 中前牧場 424 ―1：36．21� 35．8�
713 コ ン ボ ル ド 牡2芦 54 江田 照男金山 敏也氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 446 ―1：36．3� 31．0	
715 ランプルール 牡2黒鹿54 戸崎 圭太吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 460 ―1：36．72� 3．1

23 ウィズネイチャー 牡2栗 54

51 ▲木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 464 ―1：37．01� 21．3�
35 トゥザイオン 牝2鹿 54 横山 典弘�酒井牧場 金成 貴史 浦河 酒井牧場 454 ―1：37．1クビ 54．2�
818 グリッタードリーム 牝2鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �社台レースホース武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448 ―1：37．31� 14．3

48 コントローラー 牡2栗 54 的場 勇人�ヒダカファーム的場 均 浦河 榊原 敏明 458 ―1：37．83 200．0�
612 パレスハングリー 牝2黒鹿54 村田 一誠西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 464 ―1：38．01� 238．7�
47 ノーティカルマイル 牡2鹿 54 内田 博幸 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ―1：38．31� 41．9�
510 ナンヨーサターン 牡2鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 新ひだか 平野牧場 400 ―1：38．4� 48．6�
36 ネ コ ビ ッ チ 牡2鹿 54 武士沢友治桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 466 ―1：38．72 108．8�
611 ブラックモトヒメ 牝2黒鹿54 大野 拓弥黒澤 尚氏 柴田 政人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 448 ―1：38．91� 153．6�
11 ウインエアリーズ 牡2黒鹿54 石橋 脩�ウイン 宗像 義忠 日高 加藤牧場 448 ― 〃 クビ 60．5�
714 タイセイサニー 牡2栗 54 津村 明秀田中 成奉氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 508 ―1：39．0� 243．8�
817 シゲルヤマネコ 牝2鹿 54 田中 勝春森中 蕃氏 松山 将樹 新冠 中央牧場 484 ―1：39．74 125．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，911，500円 複勝： 37，832，100円 枠連： 16，349，500円
馬連： 52，881，500円 馬単： 28，437，200円 ワイド： 32，117，400円
3連複： 66，676，100円 3連単： 87，456，000円 計： 355，661，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 170円 � 210円 � 140円 枠 連（2－8） 1，020円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 770円 �� 400円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，200円 3 連 単 ��� 14，280円

票 数

単勝票数 計 339115 的中 � 49439（3番人気）
複勝票数 計 378321 的中 � 55945（3番人気）� 39002（4番人気）� 82370（2番人気）
枠連票数 計 163495 的中 （2－8） 12390（6番人気）
馬連票数 計 528815 的中 �� 18690（6番人気）
馬単票数 計 284372 的中 �� 6218（12番人気）
ワイド票数 計 321174 的中 �� 10170（6番人気）�� 21773（3番人気）�� 15382（5番人気）
3連複票数 計 666761 的中 ��� 22682（4番人気）
3連単票数 計 874560 的中 ��� 4439（27番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．8―12．9―12．4―11．3―10．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．4―37．2―50．1―1：02．5―1：13．8―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンライズソア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2014．3．9生 牡2青鹿 母 ア メ ー リ ア 母母 ビハインドザマスク 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21030 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時00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

35 アフィニータ 牝3鹿 54
53 ☆石川裕紀人 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：01．3 3．9�

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 482＋ 42：01．4� 12．9�
713 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 504＋ 62：01．61� 8．6�
24 ヒラボクマドンナ 牝3青鹿54 大野 拓弥�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 438＋ 42：01．81 3．4�
816 キングドラゴン 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 520－ 22：02．01	 3．3	
59 トーホウカンナ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行東豊物産� 伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム 420＋ 42：02．32 34．7

48 カ ー ニ バ ル 牡3栗 56 吉田 豊石川 達絵氏 戸田 博文 新ひだか 畠山牧場 446 ―2：02．4� 17．6�
47 ベルウッドサコン 牡3黒鹿56 田中 勝春鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 市川フアーム 454＋102：02．93 73．8�
818 ミ カ タ 
3黒鹿56 江田 照男青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 守矢牧場 416－ 6 〃 ハナ 75．4
11 ニシノタカラモノ 牡3青鹿56 武士沢友治西山 茂行氏 杉浦 宏昭 浦河 高昭牧場 490－ 42：03．0� 287．5�
36 デ ル マ ネ ネ 牝3栗 54

51 ▲菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 448± 0 〃 ハナ 330．0�
611 シャンティエン 牡3黒鹿 56

54 △伴 啓太 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 482＋ 22：03．63� 269．0�
12 マイネルラザンツ 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 藤沢牧場 496＋ 42：03．81 32．5�
715 ウインクロノス 牡3栗 56 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 42：04．33 32．4�
714 ドーンフライト 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 442－ 62：04．61� 389．2�
612 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 486± 0 〃 クビ 368．4�
510 ルックオブラヴ 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也広尾レース� 黒岩 陽一 新ひだか 木村 秀則 464＋102：04．7� 54．9�
23 フェルナンド 牡3鹿 56

53 ▲藤田菜七子�ラ・メール 奥村 武 新ひだか チャンピオンズファーム 450 ―2：04．8クビ 92．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，946，400円 複勝： 40，240，500円 枠連： 15，413，300円
馬連： 56，777，300円 馬単： 28，565，800円 ワイド： 31，012，300円
3連複： 69，417，100円 3連単： 86，849，100円 計： 359，221，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 290円 � 290円 枠 連（3－8） 590円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 770円 �� 890円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 5，710円 3 連 単 ��� 23，790円

票 数

単勝票数 計 309464 的中 � 61997（3番人気）
複勝票数 計 402405 的中 � 62659（3番人気）� 34052（4番人気）� 33393（5番人気）
枠連票数 計 154133 的中 （3－8） 20176（2番人気）
馬連票数 計 567773 的中 �� 21617（8番人気）
馬単票数 計 285658 的中 �� 6691（11番人気）
ワイド票数 計 310123 的中 �� 10642（8番人気）�� 9012（9番人気）�� 5048（16番人気）
3連複票数 計 694171 的中 ��� 9104（16番人気）
3連単票数 計 868491 的中 ��� 2646（64番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―12．4―13．6―12．7―12．7―11．8―11．7―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―35．5―49．1―1：01．8―1：14．5―1：26．3―1：38．0―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0
1
3

・（4，6）15，14，7（9，12）（16，18）（1，5，13，10）－8，17，3－（11，2）・（4，15，7）（6，16，17）（13，18）2（5，12）（14，9，8，10）1，11，3
2
4

4，6，15（14，7）（16，18）（9，13，12）（5，10）（1，8，17）－（3，2）－11・（4，15，7，17）（16，6）13（5，18，2）（14，8，12，10）（9，1）11，3
勝馬の
紹 介

アフィニータ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．4．10 中山5着

2013．1．23生 牝3鹿 母 パーフェクトマッチ 母母 マッチザピース 3戦1勝 賞金 6，500，000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 ヴォーグダンス号



21031 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3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）

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
1：09．2
1：08．7

重
重

713 レアファインド 牝3鹿 54 石橋 脩�G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 452＋ 21：12．7 66．7�
47 レーヴドミカ 牝3栗 54 田中 勝春尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 472－ 21：13．01� 27．4�
712 シングンガガ 牝3黒鹿54 吉田 豊伊坂 重憲氏 高市 圭二 日高 広富牧場 444－181：13．32 2．9�
814 サ ノ コ コ 牝3鹿 54 田辺 裕信佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 482＋181：13．4� 8．9�
58 ギャラクシーセレブ 牝3鹿 54 戸崎 圭太松村 真司氏 加藤 征弘 新冠 スカイビーチステーブル 456－ 6 〃 クビ 6．3�
23 スプリットセコンド 牝3鹿 54 内田 博幸�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 452＋ 21：13．5クビ 8．8	
611 ルナマティーノ 牝3鹿 54 柴田 善臣赤沼 秀典氏 二ノ宮敬宇 浦河 大北牧場 466＋12 〃 クビ 9．9

46 レオディーセ 牝3青鹿54 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 浦河 吉田 又治 B394－ 21：13．6クビ 270．2�
59 クラシックス 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 巧也木村 直樹氏 大竹 正博 新冠 村田牧場 468＋ 41：13．91� 10．5�
815 ハッピープリティー 牝3栗 54 蛯名 正義道永 幸治氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 432± 0 〃 クビ 5．0
11 ブルーネビュラ 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 448＋ 51：14．0クビ 119．1�
35 ブラックベリー 牝3青鹿54 江田 照男�ラ・メール 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 450－ 21：14．1� 34．8�
610 メイショウボーテ 牝3芦 54 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 日の出牧場 494－ 61：14．63 304．5�
34 ピ ポ パ ポ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 競優牧場 436＋141：14．81 245．5�
22 カシマペパーミント 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎松浦 一久氏 奥村 武 茨城 栗山 道郎 B482＋141：16．7大差 27．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，298，400円 複勝： 45，329，600円 枠連： 17，310，100円
馬連： 65，290，600円 馬単： 31，260，000円 ワイド： 35，266，800円
3連複： 77，468，900円 3連単： 103，123，500円 計： 405，347，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，670円 複 勝 � 1，270円 � 680円 � 160円 枠 連（4－7） 3，570円

馬 連 �� 47，960円 馬 単 �� 97，680円

ワ イ ド �� 7，510円 �� 2，850円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 48，130円 3 連 単 ��� 458，670円

票 数

単勝票数 計 302984 的中 � 3629（11番人気）
複勝票数 計 453296 的中 � 7366（11番人気）� 14589（8番人気）� 101577（1番人気）
枠連票数 計 173101 的中 （4－7） 3751（13番人気）
馬連票数 計 652906 的中 �� 1055（56番人気）
馬単票数 計 312600 的中 �� 240（118番人気）
ワイド票数 計 352668 的中 �� 1190（52番人気）�� 3193（26番人気）�� 5553（23番人気）
3連複票数 計 774689 的中 ��� 1207（109番人気）
3連単票数 計1031235 的中 ��� 163（816番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．1―12．8―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―35．0―47．8―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レアファインド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Storm Bird デビュー 2015．8．9 新潟8着

2013．5．15生 牝3鹿 母 ネットオークション 母母 Antique Auction 6戦1勝 賞金 4，800，000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 ココロノキャンバス号

21032 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3日 第8競走 ��
��1，400�ダ リ ア 賞

発走14時00分（番組第9競走を順序変更） （芝・左）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 161，000円 46，000円 23，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

33 リンクスゼロ 牡2黒鹿54 M．デムーロ目谷 一幸氏 森 秀行 新冠 イワミ牧場 460± 01：23．4 4．7�
44 マイネルバールマン 牡2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新ひだか 藤沢牧場 498＋ 21：23．61� 2．0�
77 タケショウベスト 牝2鹿 54 蛯名 正義�ナイト商事 田中 清隆 浦河 富菜牧場 452± 01：23．81� 7．4�
55 サンアンカレッジ 牡2栗 54 二本柳 壮加藤 信之氏 岩戸 孝樹 日高 神島 芳仁 474－ 21：24．22	 124．4�
66 ハッピーランラン 牝2鹿 54 戸崎 圭太馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 478－ 21：24．41� 3．1	
22 パシオンシャンス 牝2栗 54 江田 照男髙樽さゆり氏 水野 貴広 浦河 猿橋 義昭 438± 01：24．71
 52．3

11 サノノジャングル 牡2栗 54 内田 博幸佐野 信幸氏 中野 栄治 平取 川向高橋育

成牧場 394－ 81：25．12	 60．5�
（7頭）

売 得 金
単勝： 45，121，500円 複勝： 37，900，100円 枠連： 発売なし
馬連： 51，314，200円 馬単： 39，474，100円 ワイド： 24，620，500円
3連複： 62，665，900円 3連単： 211，825，000円 計： 472，921，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 190円 �� 350円 �� 220円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 3，610円

票 数

単勝票数 計 451215 的中 � 79903（3番人気）
複勝票数 計 379001 的中 � 78056（3番人気）� 141508（1番人気）
馬連票数 計 513142 的中 �� 97874（2番人気）
馬単票数 計 394741 的中 �� 27100（5番人気）
ワイド票数 計 246205 的中 �� 35973（2番人気）�� 15415（6番人気）�� 28446（4番人気）
3連複票数 計 626659 的中 ��� 62069（3番人気）
3連単票数 計2118250 的中 ��� 42451（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．9―24．4―36．4―49．0―1：00．9―1：11．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．4
3 3，4，2，6，5，7－1 4 3，4（2，6）（5，7）－1

勝馬の
紹 介

リンクスゼロ �

父 アドマイヤマックス �


母父 ホワイトマズル デビュー 2016．6．12 阪神2着

2014．2．22生 牡2黒鹿 母 チ ャ メ 母母 コスモハイクラス 4戦2勝 賞金 25，261，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。



21033 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3日 第9競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走14時35分（番組第8競走を順序変更） （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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

510 ヨ イ ミ ヤ 牝3栗 52 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド 412－ 41：33．7 24．8�
48 ストリートキャップ 牡4芦 57 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 486＋ 21：34．33� 2．6�
818 スモークフリー 牡4芦 57 横山 典弘 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 522＋ 21：34．4� 4．9�
715 エーデルメイシュ 牝3鹿 52

49 ▲木幡 巧也 �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＋121：34．5� 10．8�

35 セレナビアンカ 牝5鹿 55 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 452＋ 21：34．71	 152．9	
12 ケ ル ベ ロ ス 牡3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 426－101：34．8
 14．9

36 クインズサン 牡3青 54 吉田 豊 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 日進牧場 440＋ 21：35．01	 4．3�
612 ボ ル ゲ ー ゼ �4黒鹿57 津村 明秀 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：35．21	 11．8�
713 モンテエベレスト �6青鹿57 蛯名 正義毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 504＋14 〃 クビ 15．4
59 シャドウカラーズ 牝5鹿 55

52 ▲菊沢 一樹飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 クビ 179．7�
23 ウインスラッガー 牡7栗 57 柴田 大知�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 508＋ 61：35．3� 97．9�
817 スミレタンポポ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 398＋10 〃 クビ 165．3�
816 カ ケ ダ シ 牡6鹿 57 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 510＋101：35．4クビ 388．8�
24 � ミラクルナイト 牡4芦 57 武士沢友治小野 博郷氏 柴田 政人 新冠 山岡ファーム 472＋ 4 〃 クビ 173．0�
714� シークレットベース 牝8鹿 55 石橋 脩山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 428－ 61：35．82� 129．2�
47 ヤギリジャスパー 牡3鹿 54 内田 博幸内田ヤエ子氏 小西 一男 新ひだか 桜井牧場 518－ 21：35．9クビ 107．9�
611� サイモングレゴリー 牡4黒鹿57 柴田 善臣澤田 昭紀氏 天間 昭一 浦河 三嶋牧場 502＋ 61：36．43 376．1�
11 ニーマルキング 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 470＋ 2 （競走中止） 26．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 37，377，800円 複勝： 50，052，700円 枠連： 23，298，000円
馬連： 90，654，900円 馬単： 41，831，500円 ワイド： 45，842，200円
3連複： 113，883，400円 3連単： 153，559，800円 計： 556，500，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，480円 複 勝 � 480円 � 130円 � 170円 枠 連（4－5） 2，930円

馬 連 �� 4，080円 馬 単 �� 10，520円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 2，250円 �� 350円

3 連 複 ��� 6，610円 3 連 単 ��� 57，290円

票 数

単勝票数 計 373778 的中 � 12012（8番人気）
複勝票数 計 500527 的中 � 18333（9番人気）� 126842（1番人気）� 78166（3番人気）
枠連票数 計 232980 的中 （4－5） 6154（14番人気）
馬連票数 計 906549 的中 �� 17219（17番人気）
馬単票数 計 418315 的中 �� 2981（37番人気）
ワイド票数 計 458422 的中 �� 9269（15番人気）�� 4828（27番人気）�� 38173（2番人気）
3連複票数 計1138834 的中 ��� 12908（20番人気）
3連単票数 計1535598 的中 ��� 1943（176番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．2―12．4―11．8―11．1―10．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―36．0―48．4―1：00．2―1：11．3―1：21．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨ イ ミ ヤ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．9．20 中山2着

2013．3．13生 牝3栗 母 パ リ ー ジ ョ 母母 アレグリアス 11戦2勝 賞金 21，850，000円
〔発走状況〕 ウインスラッガー号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 ニーマルキング号は，競走中に疾病〔左肩跛行及び左寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

21034 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3日 第10競走 ��
��2，000�

し な の が わ

信 濃 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，1，000万円以下，27．8．8以降28．7．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 378，000円 108，000円 54，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

47 シンボリジャズ 牡6鹿 55 木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 492± 01：58．7 29．8�
611 サンライズクロンヌ 牡3栗 53 M．デムーロ松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 中田 英樹 478＋ 8 〃 クビ 2．3�
714 エイシンハドソン 牡5鹿 56 石橋 脩�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 542± 0 〃 ハナ 7．3�
612 シルクブルックリン 牡7黒鹿54 柴田 善臣 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 554－ 41：58．91� 68．1�
510 アドマイヤコリン 牡8青鹿53 津村 明秀近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 448－ 61：59．0クビ 15．4	
35 キズナエンドレス 牝5鹿 53 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 480－ 2 〃 アタマ 21．9

713 メジャーステップ �5栗 54 大野 拓弥 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 498－ 21：59．1クビ 24．0�
815 ロンギングゴールド 牡6黒鹿55 吉田 豊坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 472＋10 〃 クビ 30．9�
48 ハドソンヤード 牡5黒鹿56 武士沢友治 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 476＋ 61：59．2� 16．0
817	 エスオンマイチェス 牡6黒鹿55 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B558± 0 〃 クビ 7．1�
24 ブラックバゴ 牡4黒鹿57 内田 博幸 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 512＋ 21：59．52 7．0�
816 ウェーブゴールド 牡5黒鹿53 田中 勝春万波 健二氏 中尾 秀正 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 482－ 62：00．13� 95．7�
12 コスモメリー 牝5鹿 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 446＋142：00．2� 14．7�
36 エアーウェーブ 牡6鹿 52 西田雄一郎小林竜太郎氏 松永 康利 平取 船越 伸也 518＋ 42：00．83� 246．6�
11 ラフェットデメール 牝5黒鹿51 江田 照男大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B472＋ 22：01．65 122．4�
23 	 イメージガール 牝6黒鹿51 石川裕紀人飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 474－ 2 （競走中止） 46．3�

（16頭）
59 サラトガスピリット 牡4栗 56 戸崎 圭太平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 508＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 29，565，200円 複勝： 44，238，700円 枠連： 28，847，400円
馬連： 59，352，900円 馬単： 26，602，200円 ワイド： 33，494，600円
3連複： 52，506，500円 3連単： 65，938，600円 計： 340，546，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，980円 複 勝 � 540円 � 140円 � 230円 枠 連（4－6） 2，510円

馬 連 �� 3，270円 馬 単 �� 9，230円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 2，080円 �� 400円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 52，360円

票 数

単勝票数 差引計 295652（返還計131230） 的中 � 7936（10番人気）
複勝票数 差引計 442387（返還計166741） 的中 � 15085（10番人気）� 116410（1番人気）� 45736（4番人気）
枠連票数 差引計 288474（返還計 5731） 的中 （4－6） 8891（11番人気）
馬連票数 差引計 593529（返還計615599） 的中 �� 14028（10番人気）
馬単票数 差引計 266022（返還計266034） 的中 �� 2161（26番人気）
ワイド票数 差引計 334946（返還計259654） 的中 �� 7374（11番人気）�� 3862（28番人気）�� 23468（1番人気）
3連複票数 差引計 525065（返還計1011748） 的中 ��� 6266（15番人気）
3連単票数 差引計 659386（返還計1351196） 的中 ��� 913（140番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．6―11．2―11．9―12．5―12．0―11．8―11．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．4―46．6―58．5―1：11．0―1：23．0―1：34．8―1：46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリジャズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Kenmare デビュー 2012．12．9 中山3着

2010．3．25生 牡6鹿 母 スイートケンメア 母母 Sweet Titania 29戦4勝 賞金 69，908，000円
〔競走除外〕 サラトガスピリット号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻3分遅延。
〔競走中止〕 イメージガール号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出走取消馬 ナムラシングン号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）



21035 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3日 第11競走 ��
��1，200�

え ち ご

越後ステークス
発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，27．8．8以降28．7．31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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

34 サ ン レ ー ン 牝6鹿 53 石川裕紀人 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 488－ 41：11．1 5．2�

815 ウィッシュハピネス 牝4青鹿55 蛯名 正義前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498＋201：11．42 10．1�

35 パイメイメイ 牝5鹿 52 秋山真一郎西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B482－ 8 〃 ハナ 28．8�
611� サンライズネオ 牡6黒鹿55 吉田 豊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 478± 01：11．5� 50．1�
47 ルミナスパレード 牝5黒鹿52 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 480－10 〃 アタマ 27．6�
713 サトノネプチューン 牡6鹿 54 田中 勝春里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：11．7	 42．5	
22 パーティードレス 牝5栗 53 横山 典弘原 
子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 14．3

46 モ ル ジ ア ナ 牝4栗 55．5 戸崎 圭太 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 クビ 2．7�
23 ガッサンプレイ 牡6栗 54 宮崎 北斗西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 476＋ 21：11．91� 61．2�
11 ゴーインググレート 牡6栗 56 M．デムーロ田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 492＋ 8 〃 クビ 3．9
58 グランフィデリオ 牡5青鹿54 木幡 巧也飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 438＋ 41：12．11 124．3�
610 ヤマチョウフェア 牡8黒鹿54 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 480＋ 41：12．41	 46．4�
814� コリンブレッセ 牡7鹿 55 大野 拓弥林 正道氏 吉村 圭司 米 Caroline C

Stautberg 514± 0 〃 クビ 68．3�
59 ゴーハンティング 8黒鹿56 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 498－18 〃 アタマ 20．1�
712 モ ン テ ネ オ 牡6黒鹿55 田辺 裕信毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 480＋101：12．6	 24．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 80，329，600円 複勝： 108，820，800円 枠連： 54，104，100円
馬連： 248，824，100円 馬単： 111，227，000円 ワイド： 117，206，600円
3連複： 347，717，400円 3連単： 527，261，300円 計： 1，595，490，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 360円 � 500円 枠 連（3－8） 1，850円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，730円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 22，270円 3 連 単 ��� 87，330円

票 数

単勝票数 計 803296 的中 � 123033（3番人気）
複勝票数 計1088208 的中 � 162111（3番人気）� 75012（5番人気）� 49764（7番人気）
枠連票数 計 541041 的中 （3－8） 22636（8番人気）
馬連票数 計2488241 的中 �� 76725（7番人気）
馬単票数 計1112270 的中 �� 17918（14番人気）
ワイド票数 計1172066 的中 �� 32444（6番人気）�� 17333（16番人気）�� 7204（43番人気）
3連複票数 計3477174 的中 ��� 11709（64番人気）
3連単票数 計5272613 的中 ��� 4377（247番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．4―12．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．6―47．1―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン レ ー ン �
�
父 Oasis Dream �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．3．17 阪神8着

2010．4．17生 牝6鹿 母 プリムローズレーン 母母 オ エ ノ セ ラ 32戦5勝 賞金 109，195，000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。
（非当選馬） 4頭 アビリティラヴ号・イーグルカザン号・スウィープアウェイ号・ナンヨーマーク号

21036 8月6日 晴 良 （28新潟2）第3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

815 キ ー タ イ プ 牡4栗 57 戸崎 圭太北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 高瀬 敦 438＋ 61：52．8 5．1�
47 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＋ 21：53．11� 8．4�
58 レッツゴースター 牡4栗 57 嘉藤 貴行�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 460＋ 21：53．42 12．5�
59 マイネルネッツ 牡4鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 476＋ 41：53．61	 20．5�
610
 アンリキャトル �5黒鹿57 吉田 豊村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464＋ 21：53．7クビ 176．3	
35 ラインフェルス 牡4栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 482＋ 21：53．91	 4．9

23 ケイブルグラム 牡3鹿 54 内田 博幸 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B510＋ 21：54．11 4．8�
712 サ ン ペ ド ロ 牡3栗 54

51 ▲木幡 巧也�ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 466－ 41：54．31	 12．9�
11 カズノテナンゴ 牡4栗 57

54 ▲野中悠太郎鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 476－ 21：54．4� 25．9
22 ミッキードラマ 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 新ひだか 矢野牧場 522± 01：54．61	 7．0�
611 エニシイチダイ �4鹿 57

54 ▲木幡 初也大塚 亮一氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 462－101：54．91� 128．7�
713 マコトグロズヌイ 牡5芦 57 田辺 裕信�ディアマント 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 528－ 41：55．11	 37．8�
46 ランドントウォーク 牡5青鹿57 柴田 善臣井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B468－ 41：56．37 246．7�
34 ジーアイウォーカー 牡4黒鹿57 武士沢友治岩崎 充利氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 478－ 81：57．25 180．9�
814 ブレスアロット 牡3栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 クビ 10．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，555，000円 複勝： 83，984，500円 枠連： 44，311，300円
馬連： 155，577，000円 馬単： 64，429，500円 ワイド： 81，267，500円
3連複： 201，573，600円 3連単： 279，855，400円 計： 973，553，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 220円 � 300円 � 340円 枠 連（4－8） 1，830円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，200円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 9，880円 3 連 単 ��� 52，310円

票 数

単勝票数 計 625550 的中 � 97744（3番人気）
複勝票数 計 839845 的中 � 110721（3番人気）� 71323（6番人気）� 61139（7番人気）
枠連票数 計 443113 的中 （4－8） 18738（9番人気）
馬連票数 計1555770 的中 �� 39362（13番人気）
馬単票数 計 644295 的中 �� 8552（23番人気）
ワイド票数 計 812675 的中 �� 18936（13番人気）�� 17487（16番人気）�� 12614（26番人気）
3連複票数 計2015736 的中 ��� 15293（41番人気）
3連単票数 計2798554 的中 ��� 3878（209番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．9―13．7―12．6―12．3―12．9―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．5―50．2―1：02．8―1：15．1―1：28．0―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
13，7（2，9，8）（1，14）（5，12）（4，6，15）－11－10－3・（13，7）15（2，8）（9，6）（5，1，14）（10，12，3）（11，4）

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

勝馬の
紹 介

キ ー タ イ プ �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 ジェニュイン デビュー 2015．5．30 東京8着

2012．4．15生 牡4栗 母 キーステージ 母母 キ ー ド ー ル 13戦3勝 賞金 25，590，000円



（28新潟2）第3日 8月6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 173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

206，720，000円
2，530，000円
10，120，000円
1，220，000円
20，100，000円
67，084，500円
5，138，200円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
441，570，500円
650，236，800円
245，152，100円
953，606，800円
478，592，700円
505，143，900円
1，229，103，200円
1，896，058，800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 6，399，464，800円

総入場人員 9，063名 （有料入場人員 7，494名）
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