
21049 8月12日 雨 良 （29新潟2）第5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

57 ロードトレジャー 牡2鹿 54 M．デムーロ �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 470＋ 61：48．8 4．3�
610 ギルトエッジ 牡2鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 526－ 61：49．01� 4．5�
58 プ ト ラ ナ 牝2栗 54 津村 明秀畑佐 博氏 相沢 郁 新冠 細川農場 468± 0 〃 クビ 3．4�
33 エイワファースト 牝2鹿 54 田中 勝春永井公太郎氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 452± 0 〃 ハナ 52．4�
814 ク イ ン チ 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 21：49．21� 19．0	
69 モ ノ ド ラ マ 牡2鹿 54 丸田 恭介 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：49．83� 4．7

34 ラヴベローナ 牝2鹿 54 北村 宏司菅原 広隆氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 462－ 41：49．9� 38．2�
46 エレガントテソーロ 牝2鹿 54 大野 拓弥了德寺健二氏 和田 雄二 安平 追分ファーム 430－ 41：50．0� 17．4�
45 マコトオキツカガミ 牝2黒鹿54 吉田 豊�ディアマント 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 422－ 8 〃 ハナ 32．0
11 ニシノベイオウルフ 牡2黒鹿54 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 468－ 41：50．1� 126．0�
711 マイネルゲルトナー 牡2栗 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 日高 瀬戸牧場 462＋101：50．63 50．3�
22 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 488－ 8 〃 クビ 124．3�
712 プラチナウィーク 牡2栗 54 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 鎌田 正嗣 482＋ 41：52．6大差 159．8�
813 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 482－ 4 〃 クビ 206．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，629，900円 複勝： 37，387，700円 枠連： 13，585，700円
馬連： 49，175，200円 馬単： 25，390，600円 ワイド： 30，063，700円
3連複： 70，303，200円 3連単： 88，090，000円 計： 339，626，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 130円 � 120円 枠 連（5－6） 230円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 330円 �� 290円 �� 260円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 256299 的中 � 49639（2番人気）
複勝票数 計 373877 的中 � 68938（2番人気）� 65660（3番人気）� 93754（1番人気）
枠連票数 計 135857 的中 （5－6） 44635（1番人気）
馬連票数 計 491752 的中 �� 37154（4番人気）
馬単票数 計 253906 的中 �� 10065（8番人気）
ワイド票数 計 300637 的中 �� 22458（4番人気）�� 26722（2番人気）�� 30475（1番人気）
3連複票数 計 703032 的中 ��� 59028（2番人気）
3連単票数 計 880900 的中 ��� 10822（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．9―48．7―1：01．4―1：13．7―1：25．1―1：36．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードトレジャー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2017．7．22 中京4着

2015．4．11生 牡2鹿 母 マツリダワルツ 母母 ユキノワルツ 2戦1勝 賞金 6，100，000円

21050 8月12日 雨 良 （29新潟2）第5日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40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

24 セイウンリリシイ 牝2鹿 54 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462－121：09．8 2．0�
35 クイーンズテソーロ 牝2栗 54 大野 拓弥了德寺健二氏 畠山 吉宏 新ひだか 前谷 武志 434± 01：10．12 8．2�
713 ハガキノハナ 牝2黒鹿54 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 416－ 21：10．52� 336．8�
12 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 472－ 4 〃 クビ 4．7�
11 ニシノシノブ 牝2芦 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 本間 忍 日高 日西牧場 432－ 8 〃 ハナ 203．2�
59 カ ガ ス タ ー 牡2鹿 54 田中 勝春香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 434± 01：10．71� 9．4	
48 ユ メ イ チ ズ 牡2栗 54 津村 明秀上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 462＋ 61：11．02 74．3

612 オマツリサワギ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 436± 01：11．42 38．7�
816 ハーキマーダイヤ 牝2鹿 54 丸田 恭介 �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 426－ 41：11．5� 150．3�
510 ス タ ー ビ レ 牝2栗 54 的場 勇人西森 鶴氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 414－ 8 〃 クビ 439．7
36 トキノメガミ 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也時田 勝弘氏 小桧山 悟 浦河 中山牧場 442－ 41：11．81	 25．6�
815 アリーヤベント 牝2黒鹿54 宮崎 北斗馬目 卓氏 萱野 浩二 新ひだか カタオカステーブル B448＋101：11．9	 596．7�
611 ピ リ リ 牝2鹿 54 吉田 豊今中 俊平氏 田島 俊明 新ひだか 増本牧場 404＋ 21：12．22 108．6�
714 トリニティハート 牝2黒鹿54 北村 宏司 �スピードファーム和田 正道 浦河 帰山 清貴 466± 01：12．51	 6．0�
47 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 464－ 81：13．03 518．5�
23 ブルベアワラビ 牝2黒鹿 54

52 △伴 啓太 �ブルアンドベア 和田 雄二 浦河 谷口牧場 428－ 4 〃 ハナ 545．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，943，200円 複勝： 35，594，200円 枠連： 11，489，600円
馬連： 49，101，900円 馬単： 27，457，100円 ワイド： 28，926，900円
3連複： 62，610，200円 3連単： 88，756，800円 計： 331，879，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 210円 � 3，700円 枠 連（2－3） 720円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 360円 �� 7，750円 �� 17，640円

3 連 複 ��� 51，650円 3 連 単 ��� 127，170円

票 数

単勝票数 計 279432 的中 � 112454（1番人気）
複勝票数 計 355942 的中 � 103396（1番人気）� 41893（5番人気）� 1538（12番人気）
枠連票数 計 114896 的中 （2－3） 12296（3番人気）
馬連票数 計 491019 的中 �� 43229（4番人気）
馬単票数 計 274571 的中 �� 15202（5番人気）
ワイド票数 計 289269 的中 �� 24112（3番人気）�� 888（38番人気）�� 388（59番人気）
3連複票数 計 626102 的中 ��� 909（80番人気）
3連単票数 計 887568 的中 ��� 506（265番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．4―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．0―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンリリシイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2017．7．1 福島2着

2015．4．25生 牝2鹿 母 コーンドリー 母母 ドリータルボ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ドリームジャンボ号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・14番）

ニシノシノブ号の騎手野中悠太郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・14番）
〔その他〕 ミネコガンバロウネ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアワラビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月12日まで平地競

走に出走できない。
※スタービレ号は，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12日 雨 稍重 （29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 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

611 スマイルメロディー 牝3栗 54 吉田 隼人堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 日西牧場 422－ 21：54．9 5．8�
59 ジュンハーツ 牝3黒鹿54 吉田 豊河合 純二氏 友道 康夫 千歳 増尾牧場 492－10 〃 ハナ 7．4�
815 ス ト レ ヌ ア 牝3黒鹿54 津村 明秀鈴木 慈雄氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 432＋ 61：55．0� 47．9�
23 フルオブグレース 牝3黒鹿54 内田 博幸 �社台レースホース木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：55．31� 2．9�
58 メイキャロル 牝3鹿 54 大野 拓弥千明牧場 勢司 和浩 浦河 千明牧場 470＋ 61：55．4� 19．5�
35 クリノユウコリン 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 育也栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 木下牧場 438－ 6 〃 アタマ 57．8	
712 フェイマスラブ 牝3鹿 54 柴田 大知堀江 貞幸氏 松山 将樹 新冠 若林牧場 B464± 01：56．14 36．1

46 ノーブルデザイア 牝3栗 54

51 ▲武藤 雅吉木 伸彦氏 菊川 正達 日高 大江牧場 440± 0 〃 クビ 160．0�
713 ムーンロード 牝3鹿 54 石橋 脩吉田 昭一氏 畠山 吉宏 新ひだか 静内酒井牧場 388± 01：56．41� 18．4�
47 ゴールデンマクリス 牝3栗 54 北村 宏司井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 456＋ 41：56．5クビ 149．3
34 ワンダーリアス 牝3鹿 54 岩田 康誠山本 信行氏 今野 貞一 浦河 グラストレーニ

ングセンター 446－ 41：57．67 9．0�
814 シャンノース 牝3栗 54 丸田 恭介水上 行雄氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 486－ 21：58．02� 153．7�
11 トーホウエネロ 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 452＋141：58．95 327．8�
610 ニシノオマージュ 牝3鹿 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 458＋101：59．96 188．8�
22 エ テ レ イ ン 牝3鹿 54

52 △伴 啓太�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 514± 0 （競走中止） 3．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，634，600円 複勝： 39，321，100円 枠連： 14，678，400円
馬連： 58，450，000円 馬単： 28，835，300円 ワイド： 34，079，000円
3連複： 81，910，800円 3連単： 98，755，300円 計： 382，664，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 220円 � 330円 � 850円 枠 連（5－6） 1，460円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 840円 �� 4，230円 �� 4，280円

3 連 複 ��� 42，130円 3 連 単 ��� 180，800円

票 数

単勝票数 計 266346 的中 � 36382（3番人気）
複勝票数 計 393211 的中 � 55867（3番人気）� 31305（5番人気）� 10119（10番人気）
枠連票数 計 146784 的中 （5－6） 7777（6番人気）
馬連票数 計 584500 的中 �� 21130（8番人気）
馬単票数 計 288353 的中 �� 4779（19番人気）
ワイド票数 計 340790 的中 �� 11000（10番人気）�� 2024（35番人気）�� 2001（36番人気）
3連複票数 計 819108 的中 ��� 1458（86番人気）
3連単票数 計 987553 的中 ��� 396（405番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．5―13．1―12．5―12．5―13．3―12．9―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．6―49．7―1：02．2―1：14．7―1：28．0―1：40．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマイルメロディー �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．10．30 東京7着

2014．3．27生 牝3栗 母 キシュウティアラ 母母 ビワプリムラ 10戦1勝 賞金 9，350，000円
〔発走状況〕 トーホウエネロ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬装整備。馬体検査。発走時刻6分遅延。
〔競走中止〕 エテレイン号は，競走中に疾病〔右手根骨複骨折〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔調教再審査〕 トーホウエネロ号は，発走調教再審査。

21052 8月12日 小雨 稍重 （29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 7，800，000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

33 トーアディラン �4栗 60 西谷 誠高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 480＋ 23：07．0 2．2�
610 シゲルシマダイ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 532＋ 83：07．21� 13．4�
814 マイネルヴァッサー 牡4鹿 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 4 〃 クビ 11．5�
46 メドウヒルズ 牡6栗 60 大庭 和弥�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 470－10 〃 ハナ 8．5�
58 � シゲルノマオイ 牡5栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 486＋ 43：07．3	 5．1�
22 エリーフェアリー 牝6鹿 58 金子 光希谷川 正純氏 武市 康男 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 490＋ 83：07．93	 13．5	
711 クワッドアクセル 牡5栗 60 鈴木 慶太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 472－103：08．32	 75．4

712 ボ ル ゲ ー ゼ �5黒鹿60 小野寺祐太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－ 6 〃 クビ 41．5�
34 モ ー ゼ ス 牡4黒鹿60 大江原 圭菊地 祐司氏 大江原 哲 洞
湖 レイクヴィラファーム 526＋183：09．47 17．1
57 マイネルフェアネス 牡3栗 58 上野 翔 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 浦河 斉藤英牧場 500± 03：13．5大差 166．6�
45 イルミナーレ 牝4黒鹿58 高野 和馬�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 446＋163：15．7大差 265．2�
11 ハリケーンリリー �6鹿 60 難波 剛健山上 和良氏 崎山 博樹 浦河 木村牧場 502－ 4 （競走中止） 7．6�
69 ハギノハイスタイル �4鹿 60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 浦河 大成牧場 B496－10 （競走中止） 48．3�
813 スズカハイルーラー 牡4栗 60 蓑島 靖典永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454－ 4 （競走中止） 160．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，686，900円 複勝： 25，603，400円 枠連： 13，212，700円
馬連： 43，334，600円 馬単： 23，710，800円 ワイド： 27，148，400円
3連複： 59，245，500円 3連単： 86，912，300円 計： 300，854，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 250円 � 250円 枠 連（3－6） 820円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 470円 �� 510円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 10，880円

票 数

単勝票数 計 216869 的中 � 76312（1番人気）
複勝票数 計 256034 的中 � 78747（1番人気）� 20607（5番人気）� 20818（4番人気）
枠連票数 計 132127 的中 （3－6） 12356（3番人気）
馬連票数 計 433346 的中 �� 26638（3番人気）
馬単票数 計 237108 的中 �� 10506（4番人気）
ワイド票数 計 271484 的中 �� 15400（3番人気）�� 13854（4番人気）�� 6013（13番人気）
3連複票数 計 592455 的中 ��� 13589（10番人気）
3連単票数 計 869123 的中 ��� 5791（26番人気）
上り 1マイル 1：47．5 4F 50．6－3F 37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーアディラン �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．6．21 東京9着

2013．2．14生 �4栗 母 トーアビバリーヒル 母母 トーアハリウッド 障害：9戦1勝 賞金 19，200，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を11時45分に変更。
〔競走中止〕 スズカハイルーラー号は，1周目4号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。

ハギノハイスタイル号は，8号障害〔ハードル〕の飛越を拒否したため競走中止。
ハリケーンリリー号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

〔制裁〕 クワッドアクセル号の騎手鈴木慶太は，2周目4号障害を内側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）
〔調教再審査〕 ハギノハイスタイル号は，障害調教再審査。
※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 シゲルヤマアラシ号・セガールフォンテン号・ナポレオン号



21053 8月12日 曇 稍重 （29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

814 サクステッド 牡2栗 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 470 ―1：48．5 67．1�
713� タニノフランケル 牡2青鹿54 M．デムーロ谷水 雄三氏 角居 勝彦 愛 Yuzo Tani-

mizu 528 ―1：48．81� 2．1�
611 ヴォウジラール 牡2鹿 54 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 500 ―1：49．11� 6．3�
34 オウケンムーン 牡2鹿 54 北村 宏司福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 466 ―1：49．2	 68．7�
11 ショウナンマリブ 牡2芦 54 吉田 豊国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 450 ―1：49．3� 79．7�
22 イダエンペラー 牡2青鹿54 岩田 康誠張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 496 ― 〃 アタマ 3．0	
23 エクレアハンター 牡2黒鹿54 石橋 脩李 柱坤氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 440 ―1：49．51
 120．3

47 ミッキーパパイア 牝2黒鹿54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 462 ―1：49．81� 15．1�
712� カ ミ ノ コ 牡2青鹿 54

51 ▲武藤 雅門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-
ter Farm 442 ― 〃 ハナ 46．6�

46 ニシノムソウ 牡2黒鹿54 丸田 恭介西山 茂行氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 480 ―1：50．22	 252．0
59 ディープファイヤー 牡2黒鹿54 柴田 善臣深見 敏男氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 452 ― 〃 クビ 122．1�
58 ク レ マ チ ス 牝2黒鹿54 津村 明秀�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 390 ―1：50．3クビ 82．9�
815 ロマンテソーロ 牝2青鹿54 大野 拓弥了德寺健二氏 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 440 ―1：50．4	 12．2�
35 マイネルソラニテ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 鎌田 正嗣 506 ―1：50．61 147．1�
610 ブルベアアシタバ 牡2鹿 54 丸山 元気 �ブルアンドベア 青木 孝文 浦河 成隆牧場 446 ―1：54．4大差 488．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 57，205，700円 複勝： 43，398，100円 枠連： 14，108，300円
馬連： 67，056，300円 馬単： 42，449，400円 ワイド： 37，349，900円
3連複： 80，931，900円 3連単： 124，765，700円 計： 467，265，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，710円 複 勝 � 780円 � 140円 � 170円 枠 連（7－8） 950円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 21，620円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 3，450円 �� 360円

3 連 複 ��� 8，870円 3 連 単 ��� 138，940円

票 数

単勝票数 計 572057 的中 � 7240（7番人気）
複勝票数 計 433981 的中 � 9504（7番人気）� 101024（2番人気）� 71955（3番人気）
枠連票数 計 141083 的中 （7－8） 11464（4番人気）
馬連票数 計 670563 的中 �� 7371（18番人気）
馬単票数 計 424494 的中 �� 1472（44番人気）
ワイド票数 計 373499 的中 �� 4390（18番人気）�� 2570（30番人気）�� 30371（3番人気）
3連複票数 計 809319 的中 ��� 6836（23番人気）
3連単票数 計1247657 的中 ��� 651（287番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．1―12．0―13．2―12．9―11．4―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．5―48．5―1：01．7―1：14．6―1：26．0―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F33．9
3 ・（10，7）（13，11）（2，14）9（1，6，12）3，8（4，5，15） 4 10，7（13，11，14）（2，9）（1，6，12）（3，8）（5，15）4

勝馬の
紹 介

サクステッド �
�
父 タートルボウル �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2015．3．30生 牡2栗 母 メガクライト 母母 エ ラ テ ィ ス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルベアアシタバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月12日まで平地

競走に出走できない。

21054 8月12日 曇 稍重 （29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 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

22 アーバンイェーガー 牡3黒鹿56 丸田 恭介西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 506± 01：54．9 3．6�
712 ピンキージョーンズ 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 426－ 21：55．32� 8．8�
713 ヒロノワカムシャ �3黒鹿56 宮崎 北斗小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 460－ 21：56．68 148．7�
11 カジノシップ 牡3鹿 56 柴田 善臣窪田 康志氏 奥村 武 新冠 小泉 学 508－12 〃 クビ 94．7�
59 ニシノキッカセキ 牡3鹿 56 大野 拓弥西山 茂行氏 手塚 貴久 浦河 谷川牧場 470＋ 21：56．91� 3．4�
23 グランティエラ 牡3鹿 56

53 ▲武藤 雅 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか グローリーファーム 506－ 41：57．11� 20．5


611 ワイルドソング 牡3鹿 56 吉田 豊西村 專次氏 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 524－ 41：57．52� 24．8�
610 ハンドレッドアーツ 牝3栗 54

51 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新ひだか 静内坂本牧場 466－ 41：58．56 80．6�
46 フ レ ス カ 牝3栗 54 北村 宏司水上 行雄氏 竹内 正洋 浦河 笠松牧場 468－ 61：58．6� 104．3
34 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± 01：59．02� 9．3�
815 ロ ジ キ セ キ 牡3黒鹿56 M．デムーロ久米田正明氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466－ 41：59．1クビ 5．9�
47 ディグアップセンス 牡3鹿 56 江田 照男広尾レース	 伊藤 正徳 新冠 富本 茂喜 424－ 61：59．2� 57．8�
58 ダノンウィンザー 牡3鹿 56

54 △伴 啓太	ダノックス 高柳 瑞樹 新冠 村上 欽哉 488－ 81：59．3� 57．2�
814 タカラキングダム �3鹿 56 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 456－ 21：59．51� 279．0�
35 シンボリラピッド 牡3黒鹿56 石橋 脩シンボリ牧場 斎藤 誠 様似 様似渡辺牧場 B492＋ 62：04．7大差 7．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，384，700円 複勝： 37，519，900円 枠連： 14，838，100円
馬連： 59，707，800円 馬単： 26，744，600円 ワイド： 33，432，800円
3連複： 70，074，700円 3連単： 87，311，700円 計： 357，014，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 320円 � 2，010円 枠 連（2－7） 1，610円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 870円 �� 5，030円 �� 13，360円

3 連 複 ��� 54，970円 3 連 単 ��� 179，320円

票 数

単勝票数 計 273847 的中 � 60436（2番人気）
複勝票数 計 375199 的中 � 74479（2番人気）� 29135（6番人気）� 3701（12番人気）
枠連票数 計 148381 的中 （2－7） 7109（8番人気）
馬連票数 計 597078 的中 �� 23550（9番人気）
馬単票数 計 267446 的中 �� 6623（12番人気）
ワイド票数 計 334328 的中 �� 10473（9番人気）�� 1674（38番人気）�� 625（71番人気）
3連複票数 計 700747 的中 ��� 956（113番人気）
3連単票数 計 873117 的中 ��� 353（424番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．1―49．4―1：02．2―1：14．8―1：28．1―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アーバンイェーガー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2017．2．25 中山7着

2014．5．25生 牡3黒鹿 母 マイグリーン 母母 マイサクセション 8戦1勝 賞金 9，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリラピッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月12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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハッピーパーティー号
（非抽選馬） 5頭 アビラウンケン号・エイシンスパンキー号・オニダツ号・クリノアパッチ号・スズカマイゲスト号



21055 8月12日 曇 稍重 （29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 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
53．7
53．7

良
良

818 ヤマニンベルベーヌ 牝3栗 54 菅原 隆一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 466＋ 4 56．0 24．5�
715 ウインプラージュ 牝3鹿 54 柴田 大知�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 416＋ 4 56．21� 7．9�
510 マ ッ タ ナ シ 牡3栗 56 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 476－ 4 56．3クビ 3．2�
714 セイユウダンサー 牝3青鹿54 宮崎 北斗松岡 正二氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 420＋ 1 56．83 54．1�
23 タマノプリマベーラ 牝3鹿 54 田中 勝春玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 466＋ 8 57．01 111．6�
48 ネコフッピー 牝3鹿 54

51 ▲武藤 雅桐谷 茂氏 星野 忍 新冠 須崎牧場 418± 0 〃 クビ 3．3	
612 ウインウェイク 牝3青鹿54 丸山 元気�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 412＋ 4 57．1クビ 9．8

816 テンゴールドラブ 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 育也天白 泰司氏 尾形 和幸 新冠 佐藤牧場 450＋10 〃 ハナ 63．0�
817 ヴァンドゥーズ 牝3黒鹿54 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－16 57．2� 41．1�
59 ティアップジャンコ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也田中 昇氏 小野 次郎 浦河 高昭牧場 448＋ 2 57．3クビ 50．9
11 スプリングアゲン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 スイートフアーム 428± 0 〃 アタマ 62．6�
24 タ カ ラ ユ メ 牝3栃栗 54

51 ▲野中悠太郎村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 396－ 6 57．4� 79．6�
35 プレシャスジュエル 牝3鹿 54 津村 明秀 �社台レースホース中舘 英二 安平 追分ファーム B448－ 2 〃 ハナ 8．5�
713 ノーティインパクト 牡3栗 56 嶋田 純次小関 昭次氏 尾形 和幸 新ひだか 服部 牧場 424＋ 2 〃 アタマ 10．8�
47 ク ー ロ ゼ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 伊藤 正徳 新ひだか 増本牧場 432＋12 57．82� 27．7�
12 イデアキング 	3鹿 56 江田 照男益田 修一氏 岩戸 孝樹 浦河 大道牧場 420－ 2 58．11� 246．8�
611 アキサージュ 牝3鹿 54 杉原 誠人石山 嘉七氏 佐藤 吉勝 新ひだか 田湯牧場 466－ 2 〃 クビ 80．1�
36 ムーンパスクイン 牝3鹿 54 武士沢友治木稲 安則氏 清水 英克 新ひだか 真歌伊藤牧場 476± 01：00．9大差 155．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，206，300円 複勝： 34，294，500円 枠連： 22，461，700円
馬連： 71，262，100円 馬単： 32，400，800円 ワイド： 38，466，900円
3連複： 93，936，700円 3連単： 117，066，200円 計： 438，095，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 560円 � 280円 � 160円 枠 連（7－8） 1，460円

馬 連 �� 12，790円 馬 単 �� 27，030円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 1，240円 �� 640円

3 連 複 ��� 11，020円 3 連 単 ��� 104，650円

票 数

単勝票数 計 282063 的中 � 9186（7番人気）
複勝票数 計 342945 的中 � 12706（8番人気）� 29498（4番人気）� 71203（2番人気）
枠連票数 計 224617 的中 （7－8） 11878（6番人気）
馬連票数 計 712621 的中 �� 4315（33番人気）
馬単票数 計 324008 的中 �� 899（66番人気）
ワイド票数 計 384669 的中 �� 3752（24番人気）�� 7881（11番人気）�� 16279（3番人気）
3連複票数 計 939367 的中 ��� 6392（31番人気）
3連単票数 計1170662 的中 ��� 811（276番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．8―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．3―44．5

上り4F43．9－3F33．5
勝馬の
紹 介

ヤマニンベルベーヌ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ヤマニンセラフィム デビュー 2017．3．12 中山12着

2014．3．18生 牝3栗 母 ヤマニンラレーヌ 母母 ヤマニンジュエリー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 タカラユメ号は，発進不良〔内側に逃避〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムーンパスクイン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月12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 パルトゥー号・モアナブルー号・ラブリイメッセージ号

21056 8月12日 曇 稍重 （29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

611 バイタルフォース �5鹿 57 M．デムーロ前田 幸治氏 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 508＋ 21：53．1 2．3�

47 フェニックスマーク 牡3鹿 54 横山 典弘伊東 純一氏 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 544＋ 61：53．63 2．9�
35 	 ナポレオンズワード �4黒鹿57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 470－ 81：53．92 13．1�
59 カ ブ キ モ ノ 牡4黒鹿57 内田 博幸國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B506＋ 61：54．21
 4．7�
712� リードザフィールド 牡3栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 466＋ 21：54．73 18．5�
814 ファンヴィー 牡3栗 54 江田 照男猿田 栄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B504± 01：55．01
 128．2	
610 ビレッジゴールド 牡4栗 57 田中 勝春村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B472－ 4 〃 クビ 97．3

22 	 プレツィオーゼ �5鹿 57

54 ▲武藤 雅髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 436± 01：55．31
 38．2�
11 	 ロードサンダー 牡4黒鹿57 村田 一誠 �ロードホースクラブ 藤原 辰雄 新ひだか ケイアイファーム 466± 01：55．5
 310．4�
815 ポルトドレーヴ �4鹿 57 北村 宏司村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 448－141：55．71� 63．5
713 グッドラックサマー 牡3栗 54

52 △伴 啓太澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 伊藤 敏明 534－ 21：57．29 21．9�
23 サンシャインベビー 牝4黒鹿55 的場 勇人野村 茂雄氏 的場 均 新ひだか 松本牧場 478－ 61：58．15 273．8�
34 サムライダマシー 牡4鹿 57 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 470＋ 81：58．52 150．0�
58 タイセイブラスト 牡4鹿 57 柴田 大知田中 成奉氏 菊川 正達 日高 日西牧場 508－ 21：59．24 94．6�
46 セ ラ フ ァ ン 牝3鹿 52 丸山 元気小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 B478＋162：01．3大差 155．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，975，700円 複勝： 49，694，300円 枠連： 22，667，400円
馬連： 84，064，700円 馬単： 44，649，800円 ワイド： 44，903，900円
3連複： 111，223，000円 3連単： 173，065，200円 計： 571，244，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（4－6） 360円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 720円

ワ イ ド �� 210円 �� 590円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 6，350円

票 数

単勝票数 計 409757 的中 � 141136（1番人気）
複勝票数 計 496943 的中 � 187152（1番人気）� 79657（2番人気）� 35948（4番人気）
枠連票数 計 226674 的中 （4－6） 47663（1番人気）
馬連票数 計 840647 的中 �� 154497（1番人気）
馬単票数 計 446498 的中 �� 46496（2番人気）
ワイド票数 計 449039 的中 �� 65417（1番人気）�� 17626（6番人気）�� 12327（9番人気）
3連複票数 計1112230 的中 ��� 42862（5番人気）
3連単票数 計1730652 的中 ��� 19739（12番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―12．8―12．8―12．6―12．5―13．2―13．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．1―35．9―48．7―1：01．3―1：13．8―1：27．0―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バイタルフォース �
�
父 Quality Road �

�
母父 Pleasant Tap デビュー 2015．4．4 中山12着

2012．2．24生 �5鹿 母 タップゴールド 母母 Color of Gold 11戦3勝 賞金 37，658，000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〕 サムライダマシー号・タイセイブラスト号・セラファン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，平成29年9月12日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ボーントゥレイン号



21057 8月12日 曇 稍重 （29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 294，000円 84，000円 42，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

44 ユニゾンデライト 牡4鹿 57 田中 勝春 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム 492＋101：59．6 7．9�
811 ラブリーアモン 牝4青 55 北村 宏司平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 480＋ 21：59．81� 12．2�
66 オーダードリブン 牡4黒鹿57 M．デムーロ �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454＋ 21：59．9	 4．3�
810 チェスナットコート 牡3栗 54 石橋 脩窪田 康志氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 456＋ 62：00．11
 3．4�
78 クイックモーション 牝4鹿 55 内田 博幸 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：00．2� 7．4�
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± 02：00．3	 34．5	
33 ハートオブスワロー 牝3黒鹿52 吉田 豊�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 424＋ 62：00．4クビ 16．5

79 ミルトプレスト 牡3鹿 54 吉田 隼人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 492－10 〃 アタマ 28．8�
11 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 538－ 42：00．61� 36．4�
22 クラウンジーニアス �5栗 57 宮崎 北斗クラウン 松永 康利 新冠 松浦牧場 480－322：00．7クビ 155．3�
67 � 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 B498－ 4 〃 クビ 4．3�
（11頭）

売 得 金
単勝： 39，772，600円 複勝： 61，568，600円 枠連： 21，100，200円
馬連： 99，701，700円 馬単： 45，363，700円 ワイド： 52，031，600円
3連複： 117，885，600円 3連単： 182，456，100円 計： 619，880，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 290円 � 340円 � 190円 枠 連（4－8） 1，180円

馬 連 �� 4，760円 馬 単 �� 8，420円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 1，080円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 8，180円 3 連 単 ��� 51，530円

票 数

単勝票数 計 397726 的中 � 40184（5番人気）
複勝票数 計 615686 的中 � 52828（5番人気）� 42321（6番人気）� 101161（3番人気）
枠連票数 計 211002 的中 （4－8） 13856（5番人気）
馬連票数 計 997017 的中 �� 16220（20番人気）
馬単票数 計 453637 的中 �� 4036（36番人気）
ワイド票数 計 520316 的中 �� 8394（22番人気）�� 12476（13番人気）�� 12220（14番人気）
3連複票数 計1178856 的中 ��� 10808（33番人気）
3連単票数 計1824561 的中 ��� 2567（189番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―11．8―12．2―12．8―12．4―12．0―11．4―10．7―12．1

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―48．2―1：01．0―1：13．4―1：25．4―1：36．8―1：47．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユニゾンデライト �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2015．11．29 東京6着

2013．4．21生 牡4鹿 母 マンデーデライト 母母 オーナーズデライト 6戦2勝 賞金 20，894，000円
［他本会外：1戦1勝］

21058 8月12日 曇 稍重 （29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 287，000円 82，000円 41，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

33 レッドアヴァンセ 牝4黒鹿55 M．デムーロ �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 446－181：46．1 2．3�
22 カワキタエンカ 牝3鹿 52 内田 博幸川島 吉男氏 浜田多実雄 新ひだか 木田牧場 456－ 21：46．31� 4．8�
56 ラヴアンドドラゴン 牝4鹿 55 岩田 康誠窪田 芳郎氏 藤原 英昭 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 81：46．51� 4．2�
44 ニシノアモーレ 牝3栗 52 大野 拓弥西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 B428＋14 〃 アタマ 13．4�
11 プリンセスルーラー 牝3黒鹿52 丸山 元気大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 490＋121：46．6	 19．5�
812 ダイワドレッサー 牝4鹿 55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 470± 01：46．7クビ 11．1	
710 ウインマハロ 牝5鹿 55 柴田 大知�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 436－ 21：46．91� 71．8

55 ブルックデイル 牝5青鹿55 石橋 脩 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B468－ 61：47．11� 29．7�
79 エ マ ノ ン 牝4黒鹿55 津村 明秀丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478－101：47．31� 13．0
68 アドマイヤピンク 牝5栗 55 柴田 善臣近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 474－ 21：47．51� 93．4�
67 コーラルプリンセス 牝3芦 52 吉田 隼人吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 524－ 21：47．6� 30．2�
811 ラインハーディー 牝6栗 55 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 506＋ 21：47．92 101．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，425，100円 複勝： 73，291，800円 枠連： 25，002，000円
馬連： 137，463，400円 馬単： 63，439，400円 ワイド： 67，373，600円
3連複： 170，937，100円 3連単： 267，763，700円 計： 864，696，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 170円 � 140円 枠 連（2－3） 610円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 320円 �� 250円 �� 410円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，600円

票 数

単勝票数 計 594251 的中 � 199069（1番人気）
複勝票数 計 732918 的中 � 185118（1番人気）� 92496（3番人気）� 137351（2番人気）
枠連票数 計 250020 的中 （2－3） 31674（2番人気）
馬連票数 計1374634 的中 �� 151973（2番人気）
馬単票数 計 634394 的中 �� 44403（2番人気）
ワイド票数 計 673736 的中 �� 52493（2番人気）�� 73351（1番人気）�� 39323（4番人気）
3連複票数 計1709371 的中 ��� 143940（1番人気）
3連単票数 計2677637 的中 ��� 53777（2番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．8―12．5―12．3―11．7―11．3―10．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．9―48．4―1：00．7―1：12．4―1：23．7―1：34．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドアヴァンセ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．11．21 京都2着

2013．4．24生 牝4黒鹿 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 14戦3勝 賞金 71，008，000円
※アドマイヤピンク号・ラインハーディー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



21059 8月12日 曇 稍重 （29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，28．8．13以降29．8．6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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

11 アポロノシンザン 牡5鹿 55 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 478－ 41：19．8 6．0�
817 ビップライブリー 牡4栗 57 大野 拓弥鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 458± 01：20．01� 3．6�
818 ディアマイダーリン 牝5鹿 53 田中 勝春窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 490± 01：20．1� 61．1�
12 ラプソディーア 牝3栗 51 吉田 豊 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424＋ 2 〃 クビ 4．8�
36 ルグランパントル 	5鹿 54 柴田 善臣 �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 474－ 6 〃 アタマ 42．2	
23 メイショウメイゲツ 牝5鹿 51 江田 照男松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 454－ 41：20．31� 25．4

714 ネオスターダム 牡5黒鹿56 内田 博幸一村 哲也氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 480＋ 4 〃 アタマ 8．6�
59 ピンストライプ 牡5青鹿56 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522－14 〃 ハナ 4．8�
48 ナイトフォックス 牡5鹿 54 丸田 恭介石瀬 浩三氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：20．4
 70．8
510� テ ン テ マ リ 牝6黒鹿52 丸山 元気合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 436－ 61：20．5クビ 28．6�
24 エリーティアラ 牝5青鹿52 北村 宏司谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 B462± 01：20．82 82．4�
47 クリノタカラチャン 牝7黒鹿50 野中悠太郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 410－ 61：20．9� 219．8�
35 スズカシャーマン 牝6芦 50 伊藤 工真永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 456－ 2 〃 ハナ 149．1�
611� スズカアーサー 牡8鹿 53 武士沢友治永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 496－ 2 〃 ハナ 165．3�
612 オ ヒ ア 牝5黒鹿52 小崎 綾也金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 460－ 61：21．0クビ 157．1�
715 マ リ オ ー ロ 牡5鹿 55 吉田 隼人菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 502＋ 4 〃 ハナ 19．3�
713� フレンドスイート 牝6鹿 51 柴田 大知横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 464－ 21：21．42� 163．8�
816 ディープジュエリー 牝5鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：21．82� 15．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 81，673，200円 複勝： 109，710，600円 枠連： 73，717，400円
馬連： 281，299，500円 馬単： 113，446，300円 ワイド： 123，057，300円
3連複： 383，581，100円 3連単： 568，185，400円 計： 1，734，670，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 160円 � 980円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 490円 �� 6，730円 �� 3，340円

3 連 複 ��� 22，900円 3 連 単 ��� 102，190円

票 数

単勝票数 計 816732 的中 � 107700（4番人気）
複勝票数 計1097106 的中 � 124744（4番人気）� 227406（1番人気）� 21227（11番人気）
枠連票数 計 737174 的中 （1－8） 137259（1番人気）
馬連票数 計2812995 的中 �� 179196（4番人気）
馬単票数 計1134463 的中 �� 31499（7番人気）
ワイド票数 計1230573 的中 �� 70820（4番人気）�� 4449（53番人気）�� 9073（36番人気）
3連複票数 計3835811 的中 ��� 12560（68番人気）
3連単票数 計5681854 的中 ��� 4031（311番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．8―11．2―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．6―33．4―44．6―56．2―1：07．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロノシンザン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Saint Liam デビュー 2014．6．22 函館3着

2012．3．25生 牡5鹿 母 アポロジャスミン 母母 Bernstein’s Babe 17戦5勝 賞金 81，889，000円
〔制裁〕 ビップライブリー号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
※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 ユキノアイオロス号

21060 8月12日 曇 稍重 （29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

815 アシャカセルクル 牡3黒鹿54 吉田 隼人吉冨 学氏 小笠 倫弘 日高 豊洋牧場 502－ 21：12．1 3．3�
59 スピーディクール 牡3栗 54 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 476± 01：12．31� 4．9�
814� アサクサレーサー 牡6黒鹿 57

54 ▲武藤 雅田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 470－ 8 〃 クビ 17．4�
47 アイアムキャツアイ 牝3黒鹿52 北村 宏司堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 446－ 21：12．93� 6．6�
58 エ ク ス シ ア 牝6鹿 55

52 ▲野中悠太郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438－ 2 〃 アタマ 12．7�
11 ナリノメジャー 牝3栗 52 丸田 恭介成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 21：13．0� 6．7	
46 � キキズブルーム 牝4鹿 55 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 448－ 21：13．21 273．8

35 トップアドバンス 牡6鹿 57

56 ☆小崎 綾也柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 470－ 8 〃 ハナ 161．0�

610 テ ン キ セ キ 牝4鹿 55 柴田 大知天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B476－ 81：13．41 9．7�
23 � シンキングカミユ 牝4鹿 55 宮崎 北斗佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 440＋201：13．93 255．8
713 パ ブ ロ 	4青鹿57 津村 明秀 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B464＋ 6 〃 クビ 33．6�
712� ペイシャスナッチ 牝4鹿 55 江田 照男北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 490＋ 41：14．0クビ 142．7�
611 ナイアガラモンロー 牝5鹿 55 内田 博幸塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 
川 啓一 B498－ 41：14．32 20．6�
22 � トキノシップー 	4青鹿57 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川上牧場 B478－ 41：14．4クビ 99．6�
34 メ リ ー ク ン 牡3鹿 54 吉田 豊ケンレーシング組合 田村 康仁 新ひだか ムーンシェル・インベストメンツ B446－141：15．03� 9．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，188，100円 複勝： 83，403，500円 枠連： 41，361，100円
馬連： 166，552，500円 馬単： 68，396，100円 ワイド： 89，316，500円
3連複： 215，602，700円 3連単： 308，913，700円 計： 1，036，734，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 180円 � 320円 枠 連（5－8） 610円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 460円 �� 930円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 19，090円

票 数

単勝票数 計 631881 的中 � 151793（1番人気）
複勝票数 計 834035 的中 � 163213（1番人気）� 123389（2番人気）� 54259（8番人気）
枠連票数 計 413611 的中 （5－8） 52268（1番人気）
馬連票数 計1665525 的中 �� 117067（2番人気）
馬単票数 計 683961 的中 �� 27127（2番人気）
ワイド票数 計 893165 的中 �� 53144（1番人気）�� 24279（11番人気）�� 14262（24番人気）
3連複票数 計2156027 的中 ��� 30258（15番人気）
3連単票数 計3089137 的中 ��� 11726（38番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．3―12．3―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．5―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシャカセルクル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2016．8．14 新潟11着

2014．3．24生 牡3黒鹿 母 プレトリアン 母母 フォースエネミー 7戦2勝 賞金 19，400，000円
〔制裁〕 メリークン号の騎手吉田豊は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

アサクサレーサー号の騎手武藤雅は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番・13番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アルマククナ号・シングンガガ号



（29新潟2）第5日 8月12日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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
厩務員出走奨励金

187，700，000円
5，060，000円
14，460，000円
1，390，000円
20，700，000円
70，662，000円
5，442，800円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
499，726，000円
630，787，700円
288，222，600円
1，167，169，700円
542，283，900円
606，150，500円
1，518，242，500円
2，192，042，100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 7，444，625，000円

総入場人員 12，065名 （有料入場人員 10，363名）
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