
21013 7月30日 晴 良 （29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 エングローサー 牡2鹿 54 戸崎 圭太中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 464＋ 21：35．8 3．2�
712 イ ベ リ ア 牡2黒鹿54 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492－101：36．01� 2．4�
23 ウーマンレジェンド 牝2黒鹿54 丸田 恭介栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 482＋ 41：36．1� 10．2�
58 マイネルセッカ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 430± 01：36．2� 30．1�
11 キングスキャット 牡2鹿 54 北村 友一 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 486－ 21：36．3� 111．0	
59 エンドゾーンダンス 牡2栗 54 吉田 隼人尾上 寿夫氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 448－ 41：36．4� 174．6

47 マコトオキツカガミ 牝2黒鹿54 大野 拓弥�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 430＋ 6 〃 ハナ 7．1�
22 ロードジパング 牡2栗 54 佐藤 友則 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 434－ 6 〃 ハナ 18．2�

（笠松）

814 アイファートニオー 牡2鹿 54
51 ▲野中悠太郎中島 稔氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 424－ 4 〃 クビ 237．4

34 オルレアンノムスコ 牡2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 456＋ 61：36．61� 57．5�
610 デュークストリート 牝2栗 54 北村 宏司吉田 照哉氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 432－181：36．7	 19．5�
46 キーポジション 牡2栗 54 吉田 豊北前孔一郎氏 土田 稔 新冠 大林ファーム 440＋ 6 〃 クビ 151．1�
713 ニシノベイオウルフ 牡2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 472± 01：36．8� 95．0�
35 クエントアスール 牡2黒鹿54 内田 博幸�アスール 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 502－ 21：38．9大差 27．8�
815 ククリナイフ 牡2黒鹿 54

51 ▲武藤 雅田頭 勇貴氏 谷原 義明 日高 豊洋牧場 436＋ 41：39．85 271．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，712，000円 複勝： 31，961，200円 枠連： 13，317，500円
馬連： 53，043，600円 馬単： 29，205，800円 ワイド： 32，827，100円
3連複： 73，545，700円 3連単： 102，939，500円 計： 362，552，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 110円 � 180円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 180円 �� 440円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 3，790円

票 数

単勝票数 計 257120 的中 � 65704（2番人気）
複勝票数 計 319612 的中 � 65605（2番人気）� 90300（1番人気）� 33531（4番人気）
枠連票数 計 133175 的中 （6－7） 25644（1番人気）
馬連票数 計 530436 的中 �� 96966（1番人気）
馬単票数 計 292058 的中 �� 24740（2番人気）
ワイド票数 計 328271 的中 �� 56730（1番人気）�� 16930（4番人気）�� 16790（5番人気）
3連複票数 計 735457 的中 ��� 54752（2番人気）
3連単票数 計1029395 的中 ��� 19646（5番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―12．5―12．5―12．4―10．9―12．2

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．5
3 1，5，15，8，12，2（14，7）4，11，6，9，3，13－10 4 1，5（8，15）（2，12）（14，7）（4，11）6，9，3，13，10

勝馬の
紹 介

エングローサー �
�
父 トランセンド �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．6．18 東京3着

2015．4．6生 牡2鹿 母 エンブレイス 母母 ペシェミョン 3戦1勝 賞金 7，300，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21014 7月30日 晴 良 （29新潟2）第2日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走10時40分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．2
1：56．1

良
良

611 インヘリットデール 牝3鹿 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：01．3 1．7�
36 キューンハイト 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 422± 02：01．72� 10．6�
816 ルックアットミー 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 462＋ 4 〃 ハナ 27．3�
815 ネオヴィットーリア 牝3黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹小林 仁幸氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム 456－ 62：01．91� 34．3�
510 パラディラタン 牝3栗 54

51 ▲木幡 育也堀 祥子氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 430＋ 42：02．32� 303．3	

47 フェアリーフォート 牝3黒鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 424－12 〃 アタマ 19．4

713 クインズゴールド 牝3鹿 54 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 422－ 82：02．4� 11．5�
714 シ ュ ケ ッ ト 牝3鹿 54 佐藤 友則吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 444－102：02．61� 44．4�

（笠松）

817 ショウナンダリア 牝3青鹿 54
53 ☆木幡 巧也国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 464－12 〃 ハナ 73．8

48 グラスルーチェ 牝3芦 54 大野 拓弥半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム 446－ 8 〃 クビ 62．8�
612 ミ ラ グ レ 牝3鹿 54 岩田 康誠�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 464－ 22：02．81� 3．9�
23 ヴァッラータ 牝3芦 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 404＋ 42：02．9� 88．9�
59 ジ ュ デ ッ カ 牝3鹿 54 北村 宏司�G1レーシング 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 02：03．0� 49．5�
12 ヤマニンレナータ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 460＋ 82：03．21� 373．5�
11 ステレオグラム 牝3青鹿54 吉田 隼人 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 488＋ 22：03．73 41．7�
24 レディロックバンド 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎吉田 千津氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 468＋ 2 〃 クビ 326．5�
35 アーバレスト 牝3鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 畠山 吉宏 新ひだか 田中 春美 476－102：04．01� 374．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 27，266，900円 複勝： 89，990，700円 枠連： 18，503，800円
馬連： 61，741，500円 馬単： 37，547，400円 ワイド： 38，895，700円
3連複： 90，593，200円 3連単： 141，497，200円 計： 506，036，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 360円 枠 連（3－6） 580円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 360円 �� 760円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 10，290円

票 数

単勝票数 計 272669 的中 � 126847（1番人気）
複勝票数 計 899907 的中 � 639900（1番人気）� 42405（3番人気）� 18901（6番人気）
枠連票数 計 185038 的中 （3－6） 24310（3番人気）
馬連票数 計 617415 的中 �� 62998（3番人気）
馬単票数 計 375474 的中 �� 29138（4番人気）
ワイド票数 計 388957 的中 �� 30490（2番人気）�� 12778（7番人気）�� 3790（22番人気）
3連複票数 計 905932 的中 ��� 16875（11番人気）
3連単票数 計1414972 的中 ��� 9962（24番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．6―12．8―12．5―12．4―12．0―11．8―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―36．2―49．0―1：01．5―1：13．9―1：25．9―1：37．7―1：49．5

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

インヘリットデール �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．3．19 阪神2着

2014．3．25生 牝3鹿 母 フサイチエアデール 母母 ラスティックベル 5戦1勝 賞金 12，300，000円
※出走取消馬 メイグランデ号（疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

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30日 晴 良 （29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）
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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 スペリオルシチー 牡3鹿 56 岩田 康誠 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 456＋ 81：53．8 5．2�

815 キャプテンルフィ 牡3黒鹿56 大野 拓弥千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 482± 01：55．7大差 12．5�
712 シャープシューター 牡3黒鹿56 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 500－121：56．12� 1．8�
58 ウ ル ラ ー レ 牡3栗 56 内田 博幸�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 484－ 8 〃 ハナ 13．5�
610� イーグルバローズ 牡3鹿 56 津村 明秀猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder

& N. Cole 546 ―1：56．52� 4．9	
22 ヒロノワカムシャ 	3黒鹿56 吉田 豊小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 462＋ 21：56．6
 274．1

611 ワイルドソング 牡3鹿 56 柴田 善臣西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 528－ 81：56．7クビ 11．8�
46 ファイトエルフ 牡3青鹿56 佐藤 友則西村 健氏 青木 孝文 むかわ 市川牧場 444－ 21：56．91� 106．4�

（笠松）

713 ノーブルシリウス 牡3栗 56
53 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 460－181：57．0� 385．0

59 クインズダルビー 牡3鹿 56 柴田 大知亀田 和弘氏 奥平 雅士 新ひだか 村上牧場 B460－ 2 〃 クビ 25．4�
814 ファイトプラス 牡3栗 56

53 ▲菊沢 一樹村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 462＋ 61：57．85 180．2�
35 ロードアプローズ 牡3鹿 56

54 △伴 啓太 �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 508＋ 81：58．43� 106．1�
34 グローリアスセラン 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也日下部勝德氏 小野 次郎 浦河 室田 千秋 B514＋101：58．5クビ 97．5�
47 オプレスバイオ 牡3鹿 56 的場 勇人バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 500－ 21：58．6� 433．3�
23 アルファリンクス 牡3青鹿 56

53 ▲野中悠太郎�貴悦 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 462－ 31：59．02� 272．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，776，700円 複勝： 63，068，900円 枠連： 15，114，800円
馬連： 61，939，900円 馬単： 38，410，400円 ワイド： 38，777，400円
3連複： 82，509，700円 3連単： 139，197，000円 計： 475，794，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 210円 � 110円 枠 連（1－8） 3，060円

馬 連 �� 3，140円 馬 単 �� 5，950円

ワ イ ド �� 810円 �� 250円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 14，570円

票 数

単勝票数 計 367767 的中 � 56417（3番人気）
複勝票数 計 630689 的中 � 55433（2番人気）� 35070（6番人気）� 359436（1番人気）
枠連票数 計 151148 的中 （1－8） 3826（10番人気）
馬連票数 計 619399 的中 �� 15259（9番人気）
馬単票数 計 384104 的中 �� 4834（16番人気）
ワイド票数 計 387774 的中 �� 10685（10番人気）�� 43915（1番人気）�� 28902（5番人気）
3連複票数 計 825097 的中 ��� 48181（3番人気）
3連単票数 計1391970 的中 ��� 6926（49番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．9―13．3―12．9―12．6―13．2―12．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．9―50．2―1：03．1―1：15．7―1：28．9―1：41．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スペリオルシチー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Bernardini デビュー 2016．11．12 東京3着

2014．3．8生 牡3鹿 母 ハタノボニート 母母 Shine Again 6戦1勝 賞金 9，400，000円
〔制裁〕 ウルラーレ号の騎手内田博幸は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルファリンクス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月30日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21016 7月30日 晴 良 （29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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：01．4良

58 プレジールシチー 牡6黒鹿60 江田 勇亮 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 500－ 23：06．9 5．2�
712 ヨ カ グ ラ �4栗 60 林 満明 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 472－ 23：07．11 3．3�
57 ゴールドメダリオン �5栗 60 難波 剛健西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 446－ 63：07．63 8．8�
22 � ジュールドトネール 牡7青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 アタマ 4．3�
814 サムライフォンテン 牡4黒鹿60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 480＋ 83：07．7� 11．9	
813� ホウザンゴッド 牡5栗 60 山本 康志加藤 豊三氏 南田美知雄 むかわ 清水ファーム 490＋ 43：07．91	 23．4

45 デュアルメジャー �5青鹿60 大江原 圭 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 476－ 43：08．11 15．8�
610 シ ロ ク ニ 牡3栗 58 石神 深一磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 466＋ 83：08．73� 30．9�
33 プレシャスムーン 牝6鹿 58 大庭 和弥鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 23：09．23 195．9
711 ホーガンブリッジ 牡3鹿 58 鈴木 慶太塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 496＋12 〃 クビ 218．5�
46 � アサクサゴールド 牡7黒鹿60 高野 和馬田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464－ 43：09．41� 6．8�
69 シ ッ プ ウ �6黒鹿60 草野 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 500－ 43：10．35 88．5�
34 モアザンイナフ 牡5黒鹿60 北沢 伸也宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 460＋ 43：17．6大差 60．8�
11 テイルインジエアー 牡3鹿 58 上野 翔 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 平取 北島牧場 484－ 13：19．19 129．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，798，500円 複勝： 27，266，400円 枠連： 14，752，500円
馬連： 45，360，000円 馬単： 23，799，300円 ワイド： 26，436，000円
3連複： 65，498，800円 3連単： 88，651，800円 計： 313，563，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 160円 � 240円 枠 連（5－7） 640円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 430円 �� 850円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 12，620円

票 数

単勝票数 計 217985 的中 � 33022（3番人気）
複勝票数 計 272664 的中 � 39371（3番人気）� 48875（1番人気）� 25116（5番人気）
枠連票数 計 147525 的中 （5－7） 17764（1番人気）
馬連票数 計 453600 的中 �� 39301（1番人気）
馬単票数 計 237993 的中 �� 9605（4番人気）
ワイド票数 計 264360 的中 �� 16716（3番人気）�� 7654（11番人気）�� 9342（8番人気）
3連複票数 計 654988 的中 ��� 18750（7番人気）
3連単票数 計 886518 的中 ��� 5091（26番人気）
上り 1マイル 1：48．2 4F 50．5－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレジールシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．2．2 東京1着

2011．5．13生 牡6黒鹿 母 エミネントシチー 母母 ヘップバーンシチー 障害：5戦1勝 賞金 11，680，000円
〔騎手変更〕 アサクサゴールド号の騎手浜野谷憲尚は，第2回小倉競馬第1日第8競走での落馬負傷のため高野和馬に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナポレオン号
（非抽選馬） 1頭 セルリアンコスモ号



21017 7月30日 晴 良 （29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 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

11 オーデットエール 牡2鹿 54 戸崎 圭太中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム 468 ―1：36．1 1．7�
66 ディアサルファー 牝2栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 476 ―1：36．2� 9．6�
33 ハピネスメーカー 牝2鹿 54 柴田 大知 �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 422 ―1：36．73 6．6�
55 サンドラフラッシュ 牝2芦 54 北村 宏司林 正道氏 奥村 武 新冠 山岡ファーム 410 ―1：37．02 6．0�
89 ジェイケイバスター 牝2鹿 54 内田 博幸小谷野次郎氏 柴田 政人 新冠 村上 欽哉 458 ―1：37．53 13．3�
77 アルファーティハ 牡2栗 54 嶋田 純次清水 敏氏 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 496 ― 〃 ハナ 28．4	
44 フッケバイン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 尾形 充弘 新ひだか 坂本 春雄 472 ―1：38．77 17．6

22 マイネルポーチカ 牡2栗 54 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 浦河 中村 雅明 486 ―1：39．33� 114．4�
88 ポイズンピル 牡2鹿 54

51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新冠 安達 洋生 442 ―1：39．62 54．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 33，085，900円 複勝： 47，043，900円 枠連： 8，733，700円
馬連： 44，833，900円 馬単： 32，885，700円 ワイド： 27，580，900円
3連複： 51，340，200円 3連単： 115，313，000円 計： 360，817，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（1－6） 670円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 250円 �� 230円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，150円

票 数

単勝票数 計 330859 的中 � 159853（1番人気）
複勝票数 計 470439 的中 � 267621（1番人気）� 36960（4番人気）� 44194（3番人気）
枠連票数 計 87337 的中 （1－6） 10079（3番人気）
馬連票数 計 448339 的中 �� 52510（3番人気）
馬単票数 計 328857 的中 �� 28155（3番人気）
ワイド票数 計 275809 的中 �� 29124（3番人気）�� 32356（2番人気）�� 11417（7番人気）
3連複票数 計 513402 的中 ��� 37763（3番人気）
3連単票数 計1153130 的中 ��� 26486（6番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．1―12．5―12．3―12．1―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．4―36．5―49．0―1：01．3―1：13．4―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーデットエール 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Sky Classic 初出走

2015．1．29生 牡2鹿 母 スカイアライアンス 母母 Swift Alliance 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21018 7月30日 晴 良 （29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

46 ル リ ハ リ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 420 ―1：23．3 13．4�
815 ドリームジャンボ 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 476 ―1：23．51� 36．5�
712 ベ リ ン ダ 牝2栗 54 石橋 脩�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 426 ―1：23．81� 8．7�
610 レ ユ シ ッ ト 牝2黒鹿54 大野 拓弥落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 460 ―1：24．01� 6．0�
22 ヤエノグラフ 牝2鹿 54 戸崎 圭太増田 和啓氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 434 ―1：24．1� 1．8	
35 ニシノアリオス 牝2黒鹿54 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 浦河 高昭牧場 442 ―1：24．42 7．2

59 シーズラック 牝2鹿 54 柴田 大知坂巻 勝彦氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 482 ―1：24．61� 17．4�
23 ハガキノハナ 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 418 ― 〃 クビ 85．6�
47 フジノビューティ 牝2黒鹿54 武士沢友治田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 446 ―1：24．7� 63．7
713 ハーキマーダイヤ 牝2鹿 54

51 ▲武藤 雅 �ダイヤモンドファーム 石栗 龍彦 浦河 ダイヤモンドファーム 430 ―1：24．8� 325．7�
34 ナ タ ー シ ャ 牝2青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458 ― 〃 クビ 160．3�
611 サイモンジルバ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 462 ―1：24．9クビ 66．3�
814 ウェディングベール 牝2芦 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 426 ―1：25．0� 152．5�
58 ブルベアワラビ 牝2黒鹿54 佐藤 友則 �ブルアンドベア 和田 雄二 浦河 谷口牧場 432 ―1：26．9大差 318．3�

（笠松）

11 ミネコガンバロウネ 牝2栗 54 菅原 隆一栗山 道郎氏 石毛 善彦 茨城 栗山 道郎 472 ―1：27．64 135．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 34，572，400円 複勝： 37，502，800円 枠連： 14，331，600円
馬連： 57，975，800円 馬単： 33，721，300円 ワイド： 34，579，900円
3連複： 71，868，600円 3連単： 108，213，800円 計： 392，766，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 320円 � 710円 � 250円 枠 連（4－8） 6，690円

馬 連 �� 12，880円 馬 単 �� 24，310円

ワ イ ド �� 3，000円 �� 1，190円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 27，550円 3 連 単 ��� 263，270円

票 数

単勝票数 計 345724 的中 � 21733（5番人気）
複勝票数 計 375028 的中 � 31640（5番人気）� 11966（7番人気）� 44253（4番人気）
枠連票数 計 143316 的中 （4－8） 1660（20番人気）
馬連票数 計 579758 的中 �� 3486（26番人気）
馬単票数 計 337213 的中 �� 1040（46番人気）
ワイド票数 計 345799 的中 �� 2931（24番人気）�� 7700（13番人気）�� 2976（23番人気）
3連複票数 計 718686 的中 ��� 1956（60番人気）
3連単票数 計1082138 的中 ��� 298（443番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．8―48．3―1：00．5―1：11．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ル リ ハ リ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 スターオブコジーン 初出走

2015．3．21生 牝2黒鹿 母 コスモランゲル 母母 マイネカンパーナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



21019 7月30日 晴 良 （29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 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
1：09．2
1：08．7

重
重

11 ロードコメット �3栗 56
53 ▲菊沢 一樹 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 506＋ 61：13．6 1．9�

611 ヘルデンレーベン 牡3鹿 56 吉田 豊 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム 502－14 〃 クビ 6．9�
610 キセキノキミヨ 牝3青鹿54 内田 博幸成田 隆好氏 加藤 和宏 新ひだか 本桐牧場 468＋101：13．81� 19．6�
713 フジマサシルバー 牡3芦 56 武士沢友治藤原 正一氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 518＋ 21：13．9� 56．9�
23 ミラクルゲート 牡3黒鹿 56

53 ▲木幡 育也関 駿也氏 宗像 義忠 日高 スマイルファーム 426－161：14．0� 9．1	
22 ハッピーパーティー 牝3芦 54

51 ▲野中悠太郎田頭 勇貴氏 小西 一男 浦河 笹地牧場 426－ 41：14．42� 89．9

34 トミケンタルモ 牝3鹿 54 吉田 隼人冨樫 賢二氏 上原 博之 浦河 ガーベラパー

クスタツド 440± 0 〃 ハナ 7．7�
47 トミケンスーペル 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也冨樫 賢二氏 竹内 正洋 日高 株式会社
RUMIファーム 412± 01：14．61� 12．3�

814 ファストシップ 牡3栗 56 宮崎 北斗八巻 弘一氏 本間 忍 白老 習志野牧場 504＋ 4 〃 クビ 11．2
59 クイーンズポケット 牝3鹿 54 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 登別 ユートピア牧場 464－101：14．7� 79．7�
712 ペイシャモンタナ 牝3黒鹿 54

52 △伴 啓太北所 直人氏 本間 忍 様似 髙村 伸一 440＋121：14．91 22．0�
58 ラインポレール 牡3青鹿 56

53 ▲武藤 雅大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 平取 中川 隆 484± 01：15．11� 64．4�
815 アピールダイヤ 牡3栗 56 嘉藤 貴行若松 伸治氏 栗田 徹 浦河 田中スタッド 476 ―1：15．2� 44．0�
35 ブリリアントレター 牝3栗 54 柴田 大知熊坂 俊一氏 根本 康広 福島 農事組合法人

天栄牧場 450＋101：16．05 286．6�
46 ゼネラルレジーナ 牝3黒鹿54 佐藤 友則 �ジェネラルレーシング 小桧山 悟 新冠 川上牧場 428－ 61：21．0大差 452．7�

（笠松）

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，503，300円 複勝： 46，105，800円 枠連： 18，780，700円
馬連： 72，463，200円 馬単： 34，735，000円 ワイド： 43，860，200円
3連複： 95，631，000円 3連単： 124，847，900円 計： 469，927，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 190円 � 280円 枠 連（1－6） 610円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 390円 �� 630円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 3，860円 3 連 単 ��� 12，420円

票 数

単勝票数 計 335033 的中 � 138164（1番人気）
複勝票数 計 461058 的中 � 135621（1番人気）� 55279（2番人気）� 30497（7番人気）
枠連票数 計 187807 的中 （1－6） 23495（1番人気）
馬連票数 計 724632 的中 �� 56202（4番人気）
馬単票数 計 347350 的中 �� 18454（4番人気）
ワイド票数 計 438602 的中 �� 31537（3番人気）�� 17663（6番人気）�� 7206（18番人気）
3連複票数 計 956310 的中 ��� 18551（14番人気）
3連単票数 計1248479 的中 ��� 7287（29番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―12．5―12．4―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．0―47．5―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードコメット �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 グルームダンサー デビュー 2016．7．16 福島11着

2014．4．29生 �3栗 母 アイノビジン 母母 コシジダンサー 10戦1勝 賞金 10，900，000円
〔制裁〕 ファストシップ号の騎手宮崎北斗は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）

フジマサシルバー号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼネラルレジーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月30日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21020 7月30日 晴 良 （29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

22 エイプリルミスト 牝3芦 52 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 422＋ 22：00．5 2．1�
810� ミュートロギア 牡4青鹿57 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B502＋122：00．6� 3．1�
11 レッドリュンヌ 牝4栗 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 426± 02：00．92 58．2�
55 アイノカケハシ 牝5鹿 55 津村 明秀國分 純氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 クビ 19．9�
66 ヒカルエリントン 牡7鹿 57 岩田 康誠吉橋 計氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 542＋282：01．0クビ 85．1	
44 キャリアベスト 牡3栗 54 吉田 豊�明栄商事 小西 一男 新ひだか 増本牧場 504＋ 82：01．1� 36．4

89 ドラゴンストーム 牡5青鹿57 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 2 〃 アタマ 6．8�
78 バトルサンバ 牡3栗 54 嘉藤 貴行山科 統氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 514± 02：02．37 62．8�
77 パ ッ ポ ー ネ 牡3鹿 54 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 下河辺牧場 486－ 2 〃 クビ 5．2
33 ミドリノイブキ 	4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹諸岡 慶氏 中野 栄治 日高 北田 剛 514－102：05．3大差 349．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 39，903，700円 複勝： 47，747，600円 枠連： 16，933，900円
馬連： 73，013，100円 馬単： 47，809，800円 ワイド： 38，282，100円
3連複： 83，498，600円 3連単： 194，485，700円 計： 541，674，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 630円 枠 連（2－8） 220円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 200円 �� 830円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 8，540円

票 数

単勝票数 計 399037 的中 � 151792（1番人気）
複勝票数 計 477476 的中 � 205560（1番人気）� 75281（2番人気）� 9073（8番人気）
枠連票数 計 169339 的中 （2－8） 58523（1番人気）
馬連票数 計 730131 的中 �� 150788（1番人気）
馬単票数 計 478098 的中 �� 59225（1番人気）
ワイド票数 計 382821 的中 �� 60578（1番人気）�� 10338（10番人気）�� 7087（15番人気）
3連複票数 計 834986 的中 ��� 21862（9番人気）
3連単票数 計1944857 的中 ��� 16502（28番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．7―12．1―13．2―13．3―12．5―11．6―10．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―35．7―47．8―1：01．0―1：14．3―1：26．8―1：38．4―1：48．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．7
3 8，10－7（6，9）2（3，4，5）1 4 ・（8，10）7（6，9）（4，2）3（1，5）

勝馬の
紹 介

エイプリルミスト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2016．7．23 福島5着

2014．1．27生 牝3芦 母 スターダムバウンド 母母 My White Corvette 6戦2勝 賞金 18，300，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※バトルサンバ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



21021 7月30日 晴 良 （29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 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

818 ベストアクター 牡3芦 54 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450－ 41：20．4 5．6�
612 コスモヨハネ 牡5栗 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 平取 北島牧場 496＋ 2 〃 クビ 4．9�
714 ウィンドライジズ 牡3鹿 54 石橋 脩平田 修氏 牧 光二 新冠 川島牧場 456－ 61：20．82� 6．7�
11 メモリーミネルバ 牝3鹿 52 吉田 豊島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 424＋ 61：21．22� 52．6�
48 ショウナンアエラ 牡3黒鹿54 北村 宏司国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 468－ 8 〃 クビ 4．5	
817 アークアーセナル 牡4鹿 57 大野 拓弥小阪 優友氏 国枝 栄 洞	湖 レイクヴィラファーム 484＋101：21．41
 64．0

47 � サ リ ネ ロ 牝3黒鹿52 津村 明秀吉田 和美氏 中川 公成 米

Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gai

500＋12 〃 クビ 11．6�
59 � クリノヴェルサイユ 牝4鹿 55 柴田 善臣栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 434＋ 61：21．5クビ 54．0�
715 カサマツブライト 牝3鹿 52 佐藤 友則 グリーンファーム尾島 徹 新冠 松本 信行 426－171：21．6� 265．7�

（笠松） （笠松）

510 ヴィータファン �4鹿 57 吉田 隼人猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 460＋101：21．7� 41．3�
24 ブ ロ ワ 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 468＋ 6 〃 クビ 20．7�
35 ブリリアントアート 牝3黒鹿52 嘉藤 貴行山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 412＋ 61：21．91
 174．9�
713 ラブミラーボード 牝5芦 55 武藤 雅増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 446－ 4 〃 クビ 469．9�
36 ツ ヅ ク 牝3鹿 52 岩部 純二清水 敏氏 伊藤 大士 新ひだか 岡田スタツド 452＋161：22．11
 16．4�
12 タンサンドール �4栗 57 酒井 学 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 480＋ 21：22．31
 76．2�
23 � スイートイデアル 牝5栃栗55 伴 啓太和田 啓子氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 454＋ 41：22．51
 448．2�
816� ラレッサングル 牝4鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 438－13 〃 クビ 33．8�
611 ショコラーチ 牝4鹿 55 岩田 康誠髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 458－ 81：23．67 5．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 43，644，200円 複勝： 69，463，200円 枠連： 33，239，800円
馬連： 135，113，100円 馬単： 52，851，900円 ワイド： 67，165，000円
3連複： 170，657，900円 3連単： 221，626，200円 計： 793，761，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 180円 � 190円 枠 連（6－8） 740円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，420円

ワ イ ド �� 680円 �� 870円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 17，660円

票 数

単勝票数 計 436442 的中 � 61505（3番人気）
複勝票数 計 694632 的中 � 90542（5番人気）� 100148（3番人気）� 96626（4番人気）
枠連票数 計 332398 的中 （6－8） 34388（2番人気）
馬連票数 計1351131 的中 �� 56600（8番人気）
馬単票数 計 528519 的中 �� 11561（14番人気）
ワイド票数 計 671650 的中 �� 25108（8番人気）�� 19204（9番人気）�� 32361（5番人気）
3連複票数 計1706579 的中 ��� 38430（9番人気）
3連単票数 計2216262 的中 ��� 9096（40番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．8―33．9―45．4―57．0―1：08．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 4，10（5，7）（6，11，14）（12，8）17－（18，9）－13，15－（2，3）－（1，16） 4 ・（4，10）（5，7）（12，6，8，14）11，17（18，9）－13，15－（2，3）1－16

勝馬の
紹 介

ベストアクター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．4．29 東京1着

2014．2．28生 牡3芦 母 ベストロケーション 母母 ダイナアクトレス 3戦2勝 賞金 15，913，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 カワキタピリカ号・ケイビイノキセキ号・スターオブペルシャ号・ニシノオウカン号・プエルトプリンセサ号・

メンデンホール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

21022 7月30日 晴 良 （29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

34 ストロングトリトン �5鹿 57 杉原 誠人村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 476± 01：10．8 14．2�
610 メイショウユメゴゼ 牝8栃栗55 岩田 康誠松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 490－ 2 〃 クビ 15．5�
611 ディオスコリダー 牡3黒鹿54 内田 博幸野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 494 1：10．9クビ 11．0�
713 オウケンビリーヴ 牝4芦 55 戸崎 圭太福井 明氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：11．32	 1．4�
59 サザンボルケーノ 牡3栗 54 北村 友一南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 488－ 21：11．4
 13．6�
11 シ ェ ア ー ド 牡4鹿 57 柴田 大知伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 476± 0 〃 クビ 21．9�
712 タマモシルクハット 牡4黒鹿57 武藤 雅タマモ	 水野 貴広 新冠 小泉牧場 464± 01：11．71
 103．6

35 ワキノハガクレ 牡5黒鹿57 吉田 豊脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 430＋101：11．8クビ 14．7�
815 トミケンキルカス 牡5栗 57 石橋 脩冨樫 賢二氏 大和田 成 新ひだか 飯岡牧場 514＋201：11．9
 118．2�
814� テキスタイルアート �5青鹿57 北村 宏司岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 ハナ 31．9
46 ダ ウ ト レ ス �6鹿 57 木幡 巧也	ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 506－ 41：12．0	 80．6�
47 タイセイプレシャス �5栗 57 佐藤 友則田中 成奉氏 池上 昌弘 新ひだか 前谷 武志 466± 01：12．21 156．9�

（笠松）

23 ヤマニンシャンデル 牝5栗 55 大野 拓弥土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 458－ 61：12．3
 55．0�
22 ブリンディス 牡5青鹿57 酒井 学新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B532＋121：12．83 15．4�
58 オメガハイヌーン 牡5鹿 57 吉田 隼人原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム B480± 01：13．01	 69．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，858，700円 複勝： 169，520，400円 枠連： 35，064，700円
馬連： 146，900，900円 馬単： 82，193，000円 ワイド： 75，631，200円
3連複： 197，177，000円 3連単： 357，172，600円 計： 1，117，518，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 820円 � 600円 � 810円 枠 連（3－6） 1，660円

馬 連 �� 7，040円 馬 単 �� 15，140円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 2，200円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 22，930円 3 連 単 ��� 164，830円

票 数

単勝票数 計 538587 的中 � 30183（4番人気）
複勝票数 計1695204 的中 � 54121（6番人気）� 76747（2番人気）� 54570（5番人気）
枠連票数 計 350647 的中 （3－6） 16365（6番人気）
馬連票数 計1469009 的中 �� 16156（15番人気）
馬単票数 計 821930 的中 �� 4069（28番人気）
ワイド票数 計 756312 的中 �� 11598（13番人気）�� 8812（22番人気）�� 11109（15番人気）
3連複票数 計1971770 的中 ��� 6448（62番人気）
3連単票数 計3571726 的中 ��� 1571（360番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―12．0―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングトリトン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat デビュー 2014．9．14 新潟1着

2012．2．3生 �5鹿 母 ストームティグレス 母母 アンファンテ 16戦4勝 賞金 49，136，000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 サンレイルージュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



21023 7月30日 晴 良 （29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17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 574，000円 164，000円 82，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

815 ラインミーティア 牡7鹿 56 西田雄一郎大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 470－ 2 54．2 38．7�
510	 フィドゥーシア 牝5鹿 54 石橋 脩前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 478＋ 2 〃 クビ 2．8�
714 レジーナフォルテ 牝3黒鹿51 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 490－ 4 54．41
 6．7�
816 アクティブミノル 牡5黒鹿56 酒井 学吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B488＋ 8 54．5クビ 3．4�
35 アースエンジェル 牝5青鹿54 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 454＋14 〃 クビ 178．4�
24 ラインスピリット 牡6黒鹿56 岩田 康誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 436－ 2 54．6� 25．6	
12 ブライトチェリー 牝7芦 54 柴田 大知 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム B474－ 6 54．7� 337．8

23 プレイズエターナル 牡7黒鹿56 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B490－ 4 54．8
 26．7�
11 ナリタスターワン 牡5鹿 56 柴田 善臣�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 462± 0 54．9� 61．1�
59 ネ ロ 牡6栗 58 戸崎 圭太西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 478－ 4 55．0クビ 5．2
612 レッドラウダ 牡4鹿 56 大野 拓弥 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 506± 0 55．42
 14．3�
713 キープレイヤー 牝6青鹿54 嶋田 純次下河邉 博氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 524＋16 55．61
 274．8�
48 ダンシングワンダー 牝5栗 54 北村 宏司窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 478± 0 55．7
 45．0�
611	 レヴァンテライオン 牡3黒鹿53 内田 博幸ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

B496＋10 〃 クビ 47．2�
47 シンボリディスコ 牡7栗 56 伴 啓太シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 490－ 6 56．02 46．6�
36 イ オ ラ ニ �6黒鹿56 木幡 巧也 �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 B480－ 2 56．2� 121．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 230，596，000円 複勝： 273，775，800円 枠連： 154，748，100円
馬連： 677，330，200円 馬単： 303，754，700円 ワイド： 318，958，400円
3連複： 1，073，943，500円 3連単： 1，847，797，300円 計： 4，880，904，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，870円 複 勝 � 560円 � 150円 � 220円 枠 連（5－8） 390円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 15，050円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 2，440円 �� 410円

3 連 複 ��� 7，210円 3 連 単 ��� 67，380円

票 数

単勝票数 計2305960 的中 � 47579（8番人気）
複勝票数 計2737758 的中 � 92946（9番人気）� 642873（1番人気）� 309432（4番人気）
枠連票数 計1547481 的中 （5－8） 304634（1番人気）
馬連票数 計6773302 的中 �� 121920（14番人気）
馬単票数 計3037547 的中 �� 15135（45番人気）
ワイド票数 計3189584 的中 �� 55374（14番人気）�� 31438（26番人気）�� 222815（2番人気）
3連複票数 計10739435 的中 ��� 111585（21番人気）
3連単票数 計18477973 的中 ��� 19882（211番人気）

ハロンタイム 11．8―10．0―10．4―10．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．8―32．2―42．5

上り4F42．4－3F32．4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインミーティア �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 オ ー ス デビュー 2012．7．29 札幌3着

2010．2．26生 牡7鹿 母 アラマサフェアリー 母母 アラマサキャップ 36戦5勝 賞金 123，363，000円

21024 7月30日 晴 良 （29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

814 スペルマロン �3栗 54 岩田 康誠西森 鶴氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 488＋ 41：53．6 6．1�
815 タイセイストーム 牡5青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 492－101：53．81	 5．1�
23 
 プレツィオーゼ �5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 436± 01：54．33 63．5�
22 � リードザフィールド 牡3栗 54

53 ☆木幡 巧也岡田 牧雄氏 高木 登 米 Brereton C. Jones
& B. Ned Jones 464＋10 〃 アタマ 26．4�

712
 ダッシングブルー 牡5黒鹿 57
55 △伴 啓太 �ブルーマネジメント蛯名 利弘 新冠 川上牧場 B516＋121：54．51� 55．0�

59 プ レ ゼ ン ス 牡3黒鹿54 吉田 豊 	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 494＋ 61：55．45 5．5


713 スターフラッシュ 牡3栗 54
51 ▲武藤 雅中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 466＋ 81：55．71 13．4�

11 グリシーヌシチー 牝5鹿 55 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B476＋221：55．91� 22．3�
611 アオイプリンス �4鹿 57 北村 宏司新谷 幸義氏 古賀 慎明 新ひだか 下屋敷牧場 522＋ 41：56．64 39．6
47 
 アイヅナヨタケ 牝4鹿 55 佐藤 友則真部 晴德氏 小笠 倫弘 えりも 能登 浩 480＋141：57．34 338．6�

（笠松）

58 エポックメーカー 牡3鹿 54 北村 友一林 正道氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 508＋ 21：57．4 29．3�
35 コットンパール 牝4鹿 55 西田雄一郎	ミルファーム 高市 圭二 日高 前野牧場 462＋ 81：57．61 189．3�
610 テンノサクラコ 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎天白 泰司氏 小西 一男 新冠 佐藤牧場 470－121：57．7	 25．5�
46 ウエヲムイテアルコ 牡4青 57 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 476＋101：59．310 2．9�
34 マイネルルミノーソ 牡3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 B484± 02：00．25 14．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 84，372，500円 複勝： 103，459，000円 枠連： 57，511，400円 馬連： 203，806，000円 馬単： 90，775，900円
ワイド： 122，121，000円 3連複： 292，906，900円 3連単： 458，514，700円 5重勝： 606，862，800円 計： 2，020，330，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 200円 � 1，140円 枠 連（8－8） 1，670円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 620円 �� 6，070円 �� 4，650円

3 連 複 ��� 34，210円 3 連 単 ��� 172，590円

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

キャリーオーバー なし����� 2，543，730円

票 数

単勝票数 計 843725 的中 � 110539（4番人気）
複勝票数 計1034590 的中 � 167873（2番人気）� 146528（3番人気）� 17545（13番人気）
枠連票数 計 575114 的中 （8－8） 26561（5番人気）
馬連票数 計2038060 的中 �� 87059（5番人気）
馬単票数 計 907759 的中 �� 19427（11番人気）
ワイド票数 計1221210 的中 �� 54197（4番人気）�� 4974（56番人気）�� 6522（47番人気）
3連複票数 計2929069 的中 ��� 6421（108番人気）
3連単票数 計4585147 的中 ��� 1926（518番人気）
5重勝票数 計6068628 的中 ����� 167

ハロンタイム 12．6―11．0―12．2―13．1―12．8―12．9―13．2―12．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―35．8―48．9―1：01．7―1：14．6―1：27．8―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スペルマロン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．8．7 新潟12着

2014．3．28生 �3栗 母 チャンピオンダイヤ 母母 ジェニーソング 11戦2勝 賞金 22，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウエヲムイテアルコ号・マイネルルミノーソ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年8月30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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 アルピニスト号・バトルサンバ号・ブラスロック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

３レース目
５レース目



（29新潟2）第2日 7月30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 174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
厩務員出走奨励金

231，530，000円
16，060，000円
1，890，000円
27，020，000円
67，966，000円
5，610，800円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
665，090，800円
1，006，905，700円
401，032，500円
1，633，521，200円
807，690，200円
865，114，900円
2，349，171，100円
3，900，256，700円
606，862，800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
5 重 勝
計 12，235，645，900円

総入場人員 24，628名 （有料入場人員 ）
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