
21049 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

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

中央レコード
1：08．7
1：07．8

良
良

48 ワイナルダム 牡2青鹿54 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 438－161：09．8 31．9�
612 エ マ ー ブ ル 牝2栗 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 新冠 長浜 秀昭 402± 0 〃 クビ 12．0�
11 アメイズミー 牡2鹿 54 蛯名 正義�G1レーシング 栗田 博憲 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 21：10．01� 6．0�
59 ガッテンパートナー 牡2栗 54 吉田 豊大島 芳子氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 444＋ 41：10．21� 12．1�
12 ユメチョキン 牝2栗 54 石橋 脩上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 428－ 21：10．41� 3．5	
36 インフルエンサー 牡2鹿 54 内田 博幸中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 430－ 2 〃 クビ 15．1

35 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 452－ 41：10．5クビ 38．3�
714 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 424－ 6 〃 クビ 35．8�
24 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 434－ 41：10．71� 104．1
23 コスモクウェンチ 牡2鹿 54

53 ☆石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 462± 01：10．8	 23．2�
611 セレステアルスター 牝2青鹿54 丸田 恭介�錦岡牧場 和田 正道 新冠 錦岡牧場 410－ 61：10．9� 54．5�
816 ピンクドルフィン 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 420－ 81：11．43 62．3�
815 ニシノマッハ 牡2鹿 54 大野 拓弥西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 444－ 21：11．93 8．7�
47 ペルビスワンダー 牡2黒鹿54 武士沢友治村田 滋氏 星野 忍 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462± 01：12．96 259．5�
713 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± 01：14．6大差 200．4�
510 タ リ ズ マ 牡2青鹿54 戸崎 圭太林 正道氏 奥村 武 浦河 日進牧場 464± 0 （競走中止） 4．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，433，800円 複勝： 33，660，100円 枠連： 14，401，200円
馬連： 46，242，700円 馬単： 23，344，900円 ワイド： 28，120，900円
3連複： 64，356，100円 3連単： 76，572，300円 計： 307，132，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，190円 複 勝 � 720円 � 320円 � 240円 枠 連（4－6） 12，590円

馬 連 �� 14，850円 馬 単 �� 35，650円

ワ イ ド �� 3，500円 �� 2，480円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 37，320円 3 連 単 ��� 362，840円

票 数

単勝票数 計 204338 的中 � 5419（9番人気）
複勝票数 計 336601 的中 � 10653（9番人気）� 28069（6番人気）� 40695（3番人気）
枠連票数 計 144012 的中 （4－6） 886（26番人気）
馬連票数 計 462427 的中 �� 2413（44番人気）
馬単票数 計 233449 的中 �� 491（99番人気）
ワイド票数 計 281209 的中 �� 2042（37番人気）�� 2910（27番人気）�� 4940（18番人気）
3連複票数 計 643561 的中 ��� 1293（112番人気）
3連単票数 計 765723 的中 ��� 153（892番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．8―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイナルダム �
�
父 サニングデール �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．6．5 東京12着

2014．4．11生 牡2青鹿 母 オレンジキュラソー 母母 オレンジジャスミン 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 アメイズミー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 タリズマ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 アメイズミー号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ペルビスワンダー号・シゲルラッコ号は，4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。

21050 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時40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

56 ジェードグリーン 牡2鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 458－ 61：48．0 2．5�
44 マイネルユニブラン 牡2黒鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 492－ 6 〃 クビ 5．2�
812 ル ド ベ キ ア 牝2栗 54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 武市 康男 浦河 中村 雅明 436－ 41：48．63� 51．2�
11 スターストラック 牡2黒鹿54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：49．02� 7．9�
45 ボヌールバトー 牝2黒鹿54 武士沢友治�出口牧場 石栗 龍彦 日高 出口牧場 416＋ 21：49．21� 34．6	
813 セ イ ソ 牝2鹿 54 江田 照男�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 394＋ 2 〃 クビ 21．7

68 ウインクバック 牝2栗 54 戸崎 圭太 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 422－ 41：49．41 3．2�
22 フレンドカグラ 牝2鹿 54 吉田 豊横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 山田 昇史 476± 01：49．5� 104．6�
57 ワンダフルメモリー 牝2青鹿54 田辺 裕信飯田 良枝氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 468± 01：49．92� 23．8
33 シンボリバロン 牡2青鹿 54

51 ▲木幡 巧也シンボリ牧場 尾形 和幸 日高 シンボリ牧場 460± 01：50．11 106．1�
711 キョウエイバロック 牡2鹿 54 岩部 純二田中 晴夫氏 萱野 浩二 新冠 ハシモトフアーム 460－ 21：50．2� 162．8�
69 オ イ チ 牝2青鹿54 丸田 恭介石井 義孝氏 浅野洋一郎 新冠 岩見牧場 442－ 61：50．94 117．5�
710 ボウソウノカゼ 牡2青鹿54 杉原 誠人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 462＋ 61：51．53� 310．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，762，800円 複勝： 31，351，200円 枠連： 10，108，700円
馬連： 41，648，700円 馬単： 24，192，500円 ワイド： 24，273，000円
3連複： 56，867，400円 3連単： 86，646，300円 計： 298，850，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 150円 � 560円 枠 連（4－5） 470円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，580円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 6，670円 3 連 単 ��� 18，610円

票 数

単勝票数 計 237628 的中 � 79131（1番人気）
複勝票数 計 313512 的中 � 82137（1番人気）� 61161（3番人気）� 8883（8番人気）
枠連票数 計 101087 的中 （4－5） 16641（2番人気）
馬連票数 計 416487 的中 �� 57102（2番人気）
馬単票数 計 241925 的中 �� 20229（2番人気）
ワイド票数 計 242730 的中 �� 28762（2番人気）�� 3547（19番人気）�� 3029（21番人気）
3連複票数 計 568674 的中 ��� 6386（21番人気）
3連単票数 計 866463 的中 ��� 3374（52番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．1―48．5―1：01．1―1：13．5―1：25．4―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェードグリーン �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．24 福島2着

2014．3．12生 牡2鹿 母 ドレスデングリーン 母母 グリーンポーラ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※ワンダフルメモリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

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５日



21051 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5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

713 アームズレングス 牝3鹿 54 大野 拓弥諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486 ―1：55．6 37．4�
815 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 422＋ 21：55．81� 6．9�
610 ムチャチャマヒカ 牝3鹿 54

51 ▲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 446－ 6 〃 クビ 30．7�

11 フォースマジュール 牝3鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 小島 太 安平 ノーザンファーム 494－ 21：55．9� 4．9�
712 パントコート 牝3鹿 54 蛯名 正義伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 458± 01：56．11� 7．2�
59 ゼロカラノキセキ 牝3鹿 54 戸崎 圭太広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 492＋ 41：56．3� 1．8	
814 セシャルマン 牝3鹿 54 吉田 豊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 458－ 2 〃 アタマ 12．5

23 テ ア ニ ン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 巧也スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 490－ 61：57．15 83．0�
35 クリノリーズ 牝3栗 54 杉原 誠人栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 前川 隆範 416± 0 〃 ハナ 66．6�
22 ショウナンマハロ 牝3鹿 54 武士沢友治国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 484＋101：57．52� 100．3
47 ココロノキャンバス 牝3栗 54

52 △伴 啓太田頭 勇貴氏 中舘 英二 日高 いとう牧場 410＋161：57．81� 61．0�
58 サクラトップピサ 牝3鹿 54 村田 一誠�トップフェロウ奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 B444＋ 21：58．54 211．1�
611 ポーラバイオ 牝3芦 54 宮崎 北斗バイオ� 奥平 雅士 平取 坂東牧場 428＋ 42：00．2大差 112．0�
46 ショショット 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎井上 一郎氏 杉浦 宏昭 新ひだか 乾 皆雄 444－ 22：01．37 220．7�
34 グアディアーナ 牝3鹿 54

51 ▲菊沢 一樹藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 川上牧場 464＋ 22：05．3大差 164．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，257，100円 複勝： 48，740，300円 枠連： 11，722，800円
馬連： 45，234，900円 馬単： 29，595，700円 ワイド： 27，321，600円
3連複： 62，677，700円 3連単： 102，688，400円 計： 351，238，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，740円 複 勝 � 1，730円 � 290円 � 830円 枠 連（7－8） 1，110円

馬 連 �� 14，010円 馬 単 �� 27，030円

ワ イ ド �� 3，420円 �� 9，180円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 69，020円 3 連 単 ��� 559，760円

票 数

単勝票数 計 232571 的中 � 4965（7番人気）
複勝票数 計 487403 的中 � 6685（8番人気）� 51101（2番人気）� 14567（6番人気）
枠連票数 計 117228 的中 （7－8） 8144（4番人気）
馬連票数 計 452349 的中 �� 2501（24番人気）
馬単票数 計 295957 的中 �� 821（46番人気）
ワイド票数 計 273216 的中 �� 2056（24番人気）�� 756（50番人気）�� 3973（14番人気）
3連複票数 計 626777 的中 ��� 681（105番人気）
3連単票数 計1026884 的中 ��� 133（652番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．7―49．7―1：02．7―1：15．4―1：28．7―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．2
1
3
11，2，9（12，15）－（5，7，10）1，13，6（4，14）－（3，8）・（11，2）（9，15）12（1，10）（5，13）（7，14）＝（3，8）6－4

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

勝馬の
紹 介

アームズレングス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2013．3．31生 牝3鹿 母 ノットユアビジネス 母母 ニフティディード 1戦1勝 賞金 4，800，000円
〔その他〕 グアディアーナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショショット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月13日まで平地競走に

出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 グアディアーナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年9月13日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ソノラ号

21052 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5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

33 アムールスキー 牡5鹿 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋143：05．3 11．7�

34 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－ 43：05．4� 2．5�

58 ヒューガライゼン 牝4栗 58 平沢 健治塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 478＋ 63：05．72 71．6�
57 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 508－ 23：05．8クビ 7．7�
45 ツジスーパーサクラ 牝4芦 58 植野 貴也辻 俊夫氏 音無 秀孝 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 83：06．43� 33．0	
46 クリノイザナミ 牝5青 58 大江原 圭栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 446－ 43：07．57 5．3

11 	 アメリカンゴールド 牡4鹿 60 浜野谷憲尚吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate 536＋ 23：08．03 8．6�
813	 バルダメンテ �7青鹿60 高野 和馬前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 528－123：10．3大差 16．0�
69 ネ ク ス ト 牡3鹿 58 石神 深一橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 474± 03：10．93� 29．3
610
 サウスポールツアー 牝4栗 58 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 420－ 4 〃 同着 67．4�
711 エンパイアライン 牝4黒鹿58 金子 光希 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 森 笹川大晃牧場 502＋ 4 〃 クビ 51．0�
814 レッドソレイユ �5鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 448－123：11．75 15．1�
712
 トーセンスラッガー 牡4黒鹿60 中村 将之島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 450－12 〃 アタマ 37．7�
22 ローレルブレット 牡7黒鹿60 山本 康志 �ローレルレーシング 竹内 正洋 新冠 川島牧場 452± 03：12．33� 14．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，337，100円 複勝： 17，097，100円 枠連： 11，083，000円
馬連： 32，374，100円 馬単： 18，741，200円 ワイド： 17，932，200円
3連複： 49，672，200円 3連単： 68，446，900円 計： 228，683，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 370円 � 130円 � 1，750円 枠 連（3－3） 2，080円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 3，790円

ワ イ ド �� 780円 �� 11，370円 �� 3，800円

3 連 複 ��� 57，930円 3 連 単 ��� 314，070円

票 数

単勝票数 計 133371 的中 � 9069（5番人気）
複勝票数 計 170971 的中 � 9845（6番人気）� 49122（1番人気）� 1755（14番人気）
枠連票数 計 110830 的中 （3－3） 4123（8番人気）
馬連票数 計 323741 的中 �� 14552（5番人気）
馬単票数 計 187412 的中 �� 3699（12番人気）
ワイド票数 計 179322 的中 �� 6245（6番人気）�� 392（70番人気）�� 1188（42番人気）
3連複票数 計 496722 的中 ��� 643（137番人気）
3連単票数 計 684469 的中 ��� 158（721番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 50．6－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アムールスキー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．12．8 中山4着

2011．2．6生 牡5鹿 母 ビワパシフィカス 母母 パシフィカス 障害：1戦1勝 賞金 7，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 インスタントリー号・サンディアタッチ号・シュピーゲル号・ロジサンデー号・ワイルドジーク号



21053 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5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

610 ニシノアモーレ 牝2栗 54 大野 拓弥西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 420 ―1：49．6 34．9�
33 オメガジェルベーラ 牡2栗 54 戸崎 圭太原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 484 ―1：50．34 3．9�
46 コスモヴァーズ 牡2青鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 430 ― 〃 ハナ 57．2�
34 ファイトエルフ 牡2青鹿54 M．デムーロ西村 健氏 森 秀行 むかわ 市川牧場 428 ―1：50．62 10．8�
712 ラッキーアドバンス 牡2芦 54 石橋 脩柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 452 ―1：50．7クビ 22．2�
22 レッドエレノア 牝2青鹿54 C．ルメール 	東京ホースレーシング 木村 哲也 新ひだか 矢野牧場 506 ―1：50．8� 2．1

711 タガノアンピール 牡2黒鹿 54

53 ☆石川裕紀人八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 550 ― 〃 アタマ 29．5�
45 マスカレードシチー 牡2青鹿54 内田 博幸 	友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 桑田牧場 468 ―1：50．9クビ 35．4�
69 コスモワンエイティ 牡2鹿 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 414 ―1：51．85 143．7
813	 オルファリオン 牡2青鹿54 蛯名 正義 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 米 AR Enter-
prises, Inc 514 ―1：52．01� 9．8�

814	 プラウドデイ 牡2鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 小島 茂之 米 Don Alberto
Corporation 464 ―1：52．85 25．9�

58 シ バ ク サ 牡2栗 54 丸田 恭介泉 一郎氏 土田 稔 新ひだか 前田牧場 452 ―1：52．9� 170．2�
11 アポロマーキュリー 牝2栗 54 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 三輪 幸子 452 ―1：53．22 52．7�
57 ヤマニンイリザブル 牝2鹿 54 村田 一誠土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 436 ―1：54．15 20．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，071，500円 複勝： 32，052，200円 枠連： 15，100，000円
馬連： 46，402，700円 馬単： 28，628，900円 ワイド： 26，954，700円
3連複： 60，851，000円 3連単： 86，931，100円 計： 329，992，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，490円 複 勝 � 640円 � 170円 � 890円 枠 連（3－6） 3，610円

馬 連 �� 5，150円 馬 単 �� 15，240円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 8，020円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 49，330円 3 連 単 ��� 422，980円

票 数

単勝票数 計 330715 的中 � 8032（9番人気）
複勝票数 計 320522 的中 � 11107（9番人気）� 65098（2番人気）� 7784（11番人気）
枠連票数 計 151000 的中 （3－6） 3241（13番人気）
馬連票数 計 464027 的中 �� 6975（19番人気）
馬単票数 計 286289 的中 �� 1408（44番人気）
ワイド票数 計 269547 的中 �� 4477（14番人気）�� 847（61番人気）�� 3638（20番人気）
3連複票数 計 608510 的中 ��� 925（115番人気）
3連単票数 計 869311 的中 ��� 149（748番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．0―13．2―13．2―12．4―12．2―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―36．0―49．2―1：02．4―1：14．8―1：27．0―1：38．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノアモーレ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2014．3．24生 牝2栗 母 ニシノマナムスメ 母母 ニシノフラワー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 タガノアンピール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。発走時刻5分遅延。
〔調教再審査〕 タガノアンピール号は，発走調教再審査。
※アポロマーキュリー号・オルファリオン号・シバクサ号・ヤマニンイリザブル号・ラッキーアドバンス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投
票したものとみなした。

21054 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13時00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

23 イデアオブダンディ 牡3栗 56 蛯名 正義益田 修一氏 柄崎 孝 日高 山田 政宏 460＋ 81：54．3 10．4�
814� エラクレーア 牝3青鹿54 戸崎 圭太吉田 和美氏 木村 哲也 独 Gestut Wit-

tekindshof 496－101：54．51� 2．3�
712 ロ ジ カ ロ ン 牡3栗 56 大野 拓弥久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B442± 01：55．24 2．7�
610 ヒロインボーイ 牡3鹿 56 丸田 恭介�東振牧場 堀井 雅広 むかわ 東振牧場 470＋ 21：55．41	 26．5�
815 ウインバーニング 牡3鹿 56 内田 博幸�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 454－ 21：55．82	 15．4	
34 エンパイアステート 
3鹿 56 津村 明秀 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506－101：56．01� 8．3

22 ジンクフィンガー 牡3鹿 56 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 454－ 41：56．53 22．2�
46 ヤワタフェスタ 牡3栗 56

53 ▲木幡 巧也平岩 健一氏 菊川 正達 日高 木村牧場 470－ 6 〃 クビ 138．8�
59 トーアシラヌイ 牡3青鹿 56

53 ▲菊沢 一樹高山ランド� 加藤 和宏 豊浦トーア牧場 444＋ 21：57．03 161．9
11 コトブキエース 牡3黒鹿56 二本柳 壮鹿島 敏裕氏 中舘 英二 むかわ 上水牧場 482＋ 6 〃 アタマ 222．8�
713 ヴェロレジーナ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 454＋ 41：57．1クビ 111．0�

611 ト ー レ ク ン 牡3鹿 56 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 412－ 61：57．41� 210．8�
47 ラブオールミー 牝3鹿 54 西田雄一郎栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 460＋ 41：58．57 196．2�
35 ウエスタンボルト 
3鹿 56 田中 勝春西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム B450＋ 21：58．92	 26．4�
58 ネオヴォルヴァ 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 498－ 61：59．11	 32．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，464，900円 複勝： 31，674，300円 枠連： 14，443，300円
馬連： 54，345，500円 馬単： 29，635，000円 ワイド： 29，987，800円
3連複： 64，465，200円 3連単： 91，429，300円 計： 342，445，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 170円 � 120円 � 140円 枠 連（2－8） 560円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 430円 �� 410円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 11，190円

票 数

単勝票数 計 264649 的中 � 20222（4番人気）
複勝票数 計 316743 的中 � 40736（3番人気）� 80302（1番人気）� 55166（2番人気）
枠連票数 計 144433 的中 （2－8） 19887（2番人気）
馬連票数 計 543455 的中 �� 32540（4番人気）
馬単票数 計 296350 的中 �� 5922（13番人気）
ワイド票数 計 299878 的中 �� 16083（5番人気）�� 16773（3番人気）�� 45720（1番人気）
3連複票数 計 644652 的中 ��� 46350（2番人気）
3連単票数 計 914293 的中 ��� 5921（27番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―12．3―12．6―12．8―12．7―13．9―13．1―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．4―35．7―48．3―1：01．1―1：13．8―1：27．7―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イデアオブダンディ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．10．31 東京9着

2013．5．11生 牡3栗 母 ユーワクイーン 母母 エプソムジョーオー 11戦1勝 賞金 7，250，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 カタスミ号・クインズカハ号・ネオスピード号・ベルラヴォーロ号・マイウェイレコード号・ワンショットキラー号



21055 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5日 第7競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走13時30分 （芝・直線）
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
53．7
53．7

良
良

11 オレンジガール 牝3鹿 54
51 ▲木幡 初也樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 430± 0 55．4 20．8�

713 ペッシュカネル 牝3栗 54 嘉藤 貴行清水 敏氏 田中 清隆 浦河 バンブー牧場 446＋16 〃 クビ 17．4�
817 ス ー リ ー ズ 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 日高 天羽 禮治 452＋ 8 〃 ハナ 79．4�
36 キョウエイアムール 牝3栗 54

52 △伴 啓太田中 晴夫氏 武市 康男 新ひだか 藤沢牧場 408－ 4 55．5� 4．2�
611 ハクシンヴィーナス 牝3鹿 54

51 ▲藤田菜七子新井原 博氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 428＋ 6 〃 クビ 59．6�
23 ウィズリーガーデン 牝3栗 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 452－ 4 55．71� 2．7�
714 レディカリーナ 牝3鹿 54

53 ☆石川裕紀人 	友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 B462＋ 6 55．8	 16．6

818 レーヌユニヴェール 牝3鹿 54 村田 一誠田中 純一氏 根本 康広 浦河 杵臼牧場 436－ 6 〃 ハナ 13．1�
12 クリスタルガーデン 牝3鹿 54 吉田 豊田頭 勇貴氏 土田 稔 厚真 大川牧場 458＋14 56．01� 57．3�
35 ミライヘノサイン 牝3鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 シンユウフアーム 434＋ 2 〃 クビ 16．4
510 スパルタトウショウ 牝3鹿 54 西田雄一郎トウショウ産業	 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470＋12 〃 ハナ 19．0�
612 パテティーク 牝3鹿 54 内田 博幸 �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 420－15 56．1� 22．3�
24 ダイワオッズ 牡3栗 56 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 462＋ 2 56．2クビ 26．7�
816 サンマルラグーン 牝3鹿 54 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 絵笛牧場 B416－ 4 〃 アタマ 104．8�
47 ロッツオブラブ 牝3栗 54 石橋 脩 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム 400＋ 2 〃 クビ 14．3�
59 セイユウスプリング 牝3芦 54

51 ▲菊沢 一樹松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 432－22 56．3クビ 105．1�
48 フラヴィニー 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 むかわ 市川牧場 464＋ 4 56．61	 22．2�
715 レスプランドール 牝3栗 54 大野 拓弥水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 464＋20 56．92 32．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，834，600円 複勝： 36，883，100円 枠連： 25，082，600円
馬連： 70，913，400円 馬単： 31，637，500円 ワイド： 41，889，800円
3連複： 102，135，900円 3連単： 117，234，500円 計： 458，611，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，080円 複 勝 � 530円 � 480円 � 1，810円 枠 連（1－7） 4，150円

馬 連 �� 11，170円 馬 単 �� 21，880円

ワ イ ド �� 3，350円 �� 18，930円 �� 9，560円

3 連 複 ��� 262，330円 3 連 単 ��� 944，380円

票 数

単勝票数 計 328346 的中 � 12622（9番人気）
複勝票数 計 368831 的中 � 18981（8番人気）� 21197（6番人気）� 4965（16番人気）
枠連票数 計 250826 的中 （1－7） 4680（20番人気）
馬連票数 計 709134 的中 �� 4917（37番人気）
馬単票数 計 316375 的中 �� 1084（71番人気）
ワイド票数 計 418898 的中 �� 3263（38番人気）�� 567（128番人気）�� 1127（97番人気）
3連複票数 計1021359 的中 ��� 292（538番人気）
3連単票数 計1172345 的中 ��� 90（2444番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．7―10．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．0―43．5

上り4F43．4－3F33．1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オレンジガール �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 フレンチグローリー デビュー 2015．8．2 新潟11着

2013．4．11生 牝3鹿 母 ディコーラム 母母 ドレツシング 10戦1勝 賞金 5，550，000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 フェイクプロミス号

21056 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

813 モンサンアルナイル 牡3栗 54
51 ▲木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B512＋ 21：52．1 2．8�

814 ロードシャリオ 牡4鹿 57 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 470－ 21：52．31� 3．4�
33 タイセイスペリオル 牡3鹿 54 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 470－ 41：52．72� 5．6�
610 ニシノプレシャス 牝4栗 55 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 新冠 川上牧場 446＋ 81：53．87 112．7�
69 メイショウフェイク 牡4鹿 57 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B504＋ 41：54．01� 40．4�
11 チェストケゴールド 牡3鹿 54 大野 拓弥了德寺健二氏 高木 登 平取 船越 伸也 480＋ 21：54．1� 26．4	
22 ポルトボナール 牡4黒鹿 57

56 ☆石川裕紀人後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 488－ 6 〃 アタマ 36．7

58 クロノスタシス 牡3芦 54 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 516－ 4 〃 クビ 5．1�
34 ナンヨーファミユ 牡3鹿 54 石橋 脩中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 452－ 21：54．2クビ 16．3
45 グランドエンジェル 牝5鹿 55 内田 博幸�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458＋ 41：54．41� 30．1�
711 タイセイストーム 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 初也田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 494－ 81：54．61� 221．0�
46 コスモボアソルテ 牡4芦 57 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新ひだか 元茂 義一 502＋141：54．81� 59．5�
712 トーセンモバイル 	4鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 474－101：55．86 220．4�
57 タイタニウム 牡4鹿 57 M．デムーロ吉田 安惠氏 鹿戸 雄一 平取 追分ファーム 454＋ 21：58．9大差 41．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，589，600円 複勝： 49，839，100円 枠連： 21，782，900円
馬連： 74，899，700円 馬単： 36，451，600円 ワイド： 42，679，900円
3連複： 95，278，200円 3連単： 130，426，400円 計： 492，947，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 130円 � 170円 枠 連（8－8） 530円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 210円 �� 380円 �� 440円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 3，640円

票 数

単勝票数 計 415896 的中 � 114783（1番人気）
複勝票数 計 498391 的中 � 113923（1番人気）� 100475（2番人気）� 60997（4番人気）
枠連票数 計 217829 的中 （8－8） 31804（3番人気）
馬連票数 計 748997 的中 �� 128206（1番人気）
馬単票数 計 364516 的中 �� 34817（1番人気）
ワイド票数 計 426799 的中 �� 60047（1番人気）�� 26715（3番人気）�� 22384（4番人気）
3連複票数 計 952782 的中 ��� 74429（1番人気）
3連単票数 計1304264 的中 ��� 25936（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．4―49．8―1：02．4―1：14．7―1：27．2―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンサンアルナイル �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．8．9 札幌5着

2013．2．10生 牡3栗 母 マイティーボタン 母母 スルーザシーズン 6戦2勝 賞金 18，860，000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〕 タイタニウム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月13日まで平地競走

に出走できない。



21057 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5日 第9競走 ��
��2，000�

い と い が わ

糸 魚 川 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
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 280，000円 80，000円 40，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

812 ゴールドエッセンス 牝4鹿 55 M．デムーロ吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 418－ 42：00．7 4．3�
33 コスモジャーベ 牡3黒鹿54 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 坂本 智広 468＋ 22：00．91� 14．5�
811 トーアライジン 牡3芦 54 江田 照男高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 500＋10 〃 クビ 40．8�
67 マコトギンスバーグ 牡4鹿 57 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 450－102：01．0クビ 7．4�
22 コートオブアームズ 牡4鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446－12 〃 クビ 3．4	
56 スクエアフォールド 	3鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B452－ 82：01．1
 4．5

55 � レッドベリンダ 牝4鹿 55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 464＋122：01．2
 22．9�
11 レッドイグニス 牡3黒鹿54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458－ 2 〃 クビ 6．8�
710 モウカッテル 牡3鹿 54 石川裕紀人田中 邦彦氏 森 秀行 日高 沖田牧場 446＋ 42：01．51� 62．4
68 シュンクルーズ 牡4黒鹿57 大野 拓弥村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 454－ 42：01．6クビ 20．6�
44 ウインレナータ 牝4黒鹿55 伴 啓太�ウイン 中野 栄治 浦河 杵臼牧場 452＋ 62：01．7
 136．0�
79 ウインティアラ 牝4鹿 55 石橋 脩�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 426－ 42：01．91� 40．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 35，130，200円 複勝： 50，039，200円 枠連： 16，659，900円
馬連： 86，983，300円 馬単： 39，718，300円 ワイド： 43，018，400円
3連複： 102，411，000円 3連単： 161，453，400円 計： 535，413，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 200円 � 420円 � 870円 枠 連（3－8） 3，110円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 2，790円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 33，190円 3 連 単 ��� 137，380円

票 数

単勝票数 計 351302 的中 � 64060（2番人気）
複勝票数 計 500392 的中 � 81991（2番人気）� 29274（7番人気）� 12584（10番人気）
枠連票数 計 166599 的中 （3－8） 4139（12番人気）
馬連票数 計 869833 的中 �� 18816（13番人気）
馬単票数 計 397183 的中 �� 5290（23番人気）
ワイド票数 計 430184 的中 �� 8753（14番人気）�� 3947（31番人気）�� 2009（45番人気）
3連複票数 計1024110 的中 ��� 2314（91番人気）
3連単票数 計1614534 的中 ��� 852（400番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．4―12．5―12．9―12．9―12．1―11．2―10．8―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．0―49．5―1：02．4―1：15．3―1：27．4―1：38．6―1：49．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドエッセンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Essence of Dubai デビュー 2015．2．22 京都5着

2012．4．14生 牝4鹿 母 ドバイマジェスティ 母母 Great Majesty 13戦3勝 賞金 28，230，000円

21058 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5日 第10競走 ��1，800�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 273，000円 78，000円 39，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

44 ワーキングプライド 牝4鹿 55 M．デムーロ �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502＋ 21：47．2 2．8�

57 アースプレイ 牝5青鹿55 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 464＋ 4 〃 クビ 63．4�

33 バ ン ゴ ー ル 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 430＋ 61：47．3� 2．1�
812 スマイルシャワー 牝5鹿 55 伊藤 工真 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 486± 01：47．51 37．6�
56 ティックルゴールド 牝5鹿 55 大野 拓弥 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 61：47．71 8．3�
22 レッドオーラム 牝5鹿 55 田辺 裕信 	東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 486＋ 8 〃 クビ 33．1

68 デルフィーノ 牝5青鹿55 石川裕紀人 	ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 466＋201：47．91� 7．2�
813� カ ル シ ャ ン 牝4鹿 55 蛯名 正義門野 重雄氏 森 秀行 新ひだか フジワラフアーム 438－ 41：48．11� 100．6�
69 � マンディスキュア 牝5黒鹿55 伴 啓太�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 476＋ 41：48．31 304．0
710 エリーフェアリー 牝5鹿 55 内田 博幸谷川 正純氏 谷原 義明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B494＋ 8 〃 クビ 52．1�
45 フェイトカラー 牝5黒鹿55 石橋 脩吉田 和美氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム B520－ 41：48．4クビ 79．3�
711 ファンシーリシェス 牝4鹿 55 横山 典弘原 	子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 458± 01：48．72 15．7�
11 スラリーアイス 牝4黒鹿55 野中悠太郎川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 462－ 41：49．23 243．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，052，400円 複勝： 64，377，400円 枠連： 21，774，400円
馬連： 114，875，700円 馬単： 59，561，800円 ワイド： 52，114，200円
3連複： 141，948，600円 3連単： 267，859，300円 計： 766，563，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 620円 � 110円 枠 連（4－5） 1，370円

馬 連 �� 11，770円 馬 単 �� 15，680円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 150円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 40，440円

票 数

単勝票数 計 440524 的中 � 122460（2番人気）
複勝票数 計 643774 的中 � 111911（2番人気）� 11816（8番人気）� 277001（1番人気）
枠連票数 計 217744 的中 （4－5） 12298（5番人気）
馬連票数 計1148757 的中 �� 7560（23番人気）
馬単票数 計 595618 的中 �� 2848（33番人気）
ワイド票数 計 521142 的中 �� 5314（19番人気）�� 125365（1番人気）�� 6872（16番人気）
3連複票数 計1419486 的中 ��� 25731（11番人気）
3連単票数 計2678593 的中 ��� 4801（98番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―36．2―48．9―1：01．5―1：13．8―1：25．5―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワーキングプライド �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．11．9 京都2着

2012．2．18生 牝4鹿 母 ワーキングウーマン 母母 ワーキングイオン 15戦4勝 賞金 65，387，000円
〔制裁〕 アースプレイ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※スラリーアイス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



21059 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5日 第11競走 ��
��1，400�新 潟 日 報 賞

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，27．8．15以降28．8．7まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

新潟日報賞（1着）
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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

713 ウインガニオン 牡4黒鹿55 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 21：20．0 12．6�
611 アルマエルナト �5栗 54 横山 典弘コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 460－ 41：20．42� 39．6�
510 ブラヴィッシモ 牡4鹿 57．5 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B496± 0 〃 アタマ 3．7�
816 オコレマルーナ 牡7青鹿55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 456＋ 8 〃 ハナ 8．7�
24 クリノコマチ 牝5栗 51 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 6 〃 ハナ 87．4�
35 ダノンルージュ 牝6鹿 52 内田 博幸�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482－ 81：20．61	 53．6	
612 ベステンダンク 牡4栗 55 M．デムーロ 市川義美ホールディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 490± 0 〃 ハナ 3．6

815 ボンジュールココロ 牝6鹿 52 丸田 恭介田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 476－121：20．7クビ 54．5�
36 ユキノアイオロス �8鹿 54 蛯名 正義井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 472－ 81：20．8
 31．8�
714 スリーカーニバル 牝6鹿 51 村田 一誠永井商事� 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 474－14 〃 クビ 71．9
47 アンジェリック 牝5鹿 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 大和田 成 浦河 杵臼牧場 480＋ 6 〃 クビ 13．5�
59 ストーミーシー 牡3栗 54 江田 照男�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 536＋201：21．01	 9．7�
48 ムーンクレスト 牡4鹿 55 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 468± 0 〃 アタマ 8．5�
23 ウエスタンメルシー 牝5鹿 54 武士沢友治西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 462＋ 61：21．1クビ 19．9�
12 エ ネ ア ド 牡7鹿 54 大野 拓弥 �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－ 21：21．31 26．4�
11 クラウンロゼ 牝6鹿 52 柴田 善臣矢野 恭裕氏 天間 昭一 新冠 カミイスタット 500＋ 2 〃 クビ 107．9�
817 メイショウハガクレ 牡7鹿 53 木幡 巧也松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 470＋ 21：21．51� 95．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 76，273，000円 複勝： 109，011，800円 枠連： 65，568，200円
馬連： 276，028，400円 馬単： 110，701，400円 ワイド： 127，420，400円
3連複： 401，267，600円 3連単： 580，993，200円 計： 1，747，264，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 370円 � 980円 � 180円 枠 連（6－7） 2，490円

馬 連 �� 36，870円 馬 単 �� 60，640円

ワ イ ド �� 9，540円 �� 1，340円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 52，750円 3 連 単 ��� 427，630円

票 数

単勝票数 計 762730 的中 � 48164（6番人気）
複勝票数 計1090118 的中 � 72320（6番人気）� 23355（11番人気）� 198572（1番人気）
枠連票数 計 655682 的中 （6－7） 20392（10番人気）
馬連票数 計2760284 的中 �� 5801（77番人気）
馬単票数 計1107014 的中 �� 1369（134番人気）
ワイド票数 計1274204 的中 �� 3375（78番人気）�� 25221（14番人気）�� 8952（38番人気）
3連複票数 計4012676 的中 ��� 5705（153番人気）
3連単票数 計5809932 的中 ��� 985（1084番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．3―45．9―57．5―1：08．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．1
3 13（4，11）（8，10）（5，14，17）9（1，16）（3，12）（2，6）15，7 4 13（4，11）（8，10）5（9，14，17）16（1，3）12（2，6）15，7

勝馬の
紹 介

ウインガニオン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー 2014．10．26 京都3着

2012．4．8生 牡4黒鹿 母 チャンネルワン 母母 フジノルージユ 15戦5勝 賞金 62，750，000円

21060 8月13日 晴 良 （28新潟2）第5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

11 ドラゴンゲート 牡4栗 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 476± 01：11．1 2．6�
23 � ストロボフラッシュ 牝3芦 52

51 ☆石川裕紀人吉田 和子氏 加藤 征弘 米 Doug Branham &
Felicia Branham 482＋121：12．16 3．5�

58 �	 ツインプラネット 
6鹿 57
54 ▲木幡 初也窪田 康志氏 中川 公成 米

Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

502－161：12．31� 26．0�
46 � ペニーウェディング 牝3鹿 52 吉田 豊吉田 和子氏 高橋 文雅 米 Lynn Schiff 510＋22 〃 クビ 27．8�
35 タケルラグーン 牡4鹿 57 石橋 脩森 保彦氏 池上 昌弘 平取 びらとり牧場 474－ 21：12．4� 12．8�
610 ラ ブ タ ー ボ 牝3鹿 52 津村 明秀田頭 勇貴氏 竹内 正洋 新ひだか 西村 和夫 422＋ 2 〃 アタマ 13．4�
22 ゴールドエッグ 牡4鹿 57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 494＋ 41：12．5 29．1	
815 ロワノワール 牡3黒鹿54 横山 典弘坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 41：12．6クビ 11．1

712 グランアラミス 
4栗 57 武士沢友治岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 池田牧場 496± 01：12．81 125．0�
59 サ ノ マ ル 牡3栗 54 内田 博幸佐野 信幸氏 尾形 和幸 新冠 ハクツ牧場 496± 01：13．01 9．8�
34 ゴールドキセキ 牡5黒鹿 57

54 ▲木幡 巧也ドリームホース 田村 康仁 新ひだか 飛野牧場 528＋ 21：13．21 150．3�
611 シゲルヒラマサ 牡3芦 54 田中 勝春森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 466＋ 6 〃 クビ 16．5�
814	 シゲルエチゴ 牡5芦 57

54 ▲野中悠太郎 ブルアンドベア 伊藤 正徳 日高 新井 昭二 446－161：13．51� 62．0�
713 キャプレット 牝4栗 55 西田雄一郎前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 21：13．82 250．9�
47 ペイシャバラード 牝3黒鹿52 大野 拓弥北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 448± 01：15．7大差 20．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 56，799，000円 複勝： 76，733，200円 枠連： 41，318，200円
馬連： 150，211，000円 馬単： 72，554，100円 ワイド： 89，551，800円
3連複： 214，218，700円 3連単： 329，941，500円 計： 1，031，327，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 140円 � 460円 枠 連（1－2） 340円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 210円 �� 1，410円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 3，560円 3 連 単 ��� 11，120円

票 数

単勝票数 計 567990 的中 � 169753（1番人気）
複勝票数 計 767332 的中 � 195759（1番人気）� 163982（2番人気）� 26524（10番人気）
枠連票数 計 413182 的中 （1－2） 92709（1番人気）
馬連票数 計1502110 的中 �� 294851（1番人気）
馬単票数 計 725541 的中 �� 73884（1番人気）
ワイド票数 計 895518 的中 �� 137017（1番人気）�� 14109（16番人気）�� 12706（20番人気）
3連複票数 計2142187 的中 ��� 45019（8番人気）
3連単票数 計3299415 的中 ��� 21500（20番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．6―12．2―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．6―46．8―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンゲート �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．14 東京4着

2012．3．16生 牡4栗 母 デュークタイフーン 母母 テールトゥノーズ 12戦3勝 賞金 32，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャバラード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年9月13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 オーバーウェルム号・スガノギムレット号・トミケンキルカス号・ラミアカーサ号



（28新潟2）第5日 8月13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 176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

185，720，000円
3，800，000円
10，640，000円
1，330，000円
18，930，000円
67，733，500円
5，390，800円
1，689，600円

勝馬投票券売得金
427，006，000円
581，459，000円
269，045，200円
1，040，160，100円
504，762，900円
551，264，700円
1，416，149，600円
2，100，622，600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
計 6，890，470，100円

総入場人員 9，908名 （有料入場人員 8，380名）
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