
21017 8月2日 晴 良 （27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

714� ルグランフリソン 牡2鹿 54 M．デムーロ前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 472 ―1：35．9 4．4�

611� タニノアーバンシー 牝2黒鹿54 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 英 Yuzo Tani-
mizu 490 ―1：36．32� 5．1�

815 ミ ネ ッ ト 牝2鹿 54 北村 宏司窪田 康志氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 440 ―1：37．04 5．3�
23 パラノーマル 牝2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―1：37．1	 7．7�
47 ストロングファルコ 牡2黒鹿54 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 安平 追分ファーム 434 ―1：37．2クビ 10．7�
24 キンシロケット 牡2鹿 54 蛯名 正義若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 464 ―1：37．41� 26．1	
12 トーホウデサント 牡2鹿 54 江田 照男東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 462 ―1：37．5� 122．9

35 ニケトップラン 牝2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 432 ―1：37．6	 81．4�
510 ワールドフェーマス 牡2栗 54 川須 栄彦吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 高昭牧場 462 ―1：38．02� 15．0
36 メジャースターダム 牡2栗 54 戸崎 圭太伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 552 ―1：38．63� 5．5�
612 フラヴィニー 牝2鹿 54 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 むかわ 市川牧場 448 ―1：38．7� 91．8�
11 ヤ マ ブ キ 牡2栗 54 武士沢友治中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 462 ―1：39．01	 287．1�
48 シカイリョーコー 牡2青鹿54 大野 拓弥田上 雅春氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 448 ―1：39．1� 71．1�
59 シンボリアース 牡2黒鹿54 田辺 裕信シンボリ牧場 尾形 和幸 浦河 丸幸小林牧場 446 ―1：39．2	 118．2�
713 ホイストポイント 牡2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 450 ―1：40．810 290．5�
816 グランデボーボー 牡2鹿 54 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 新ひだか 原口牧場 468 ―1：41．22� 146．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，923，800円 複勝： 44，023，300円 枠連： 15，530，300円
馬連： 68，321，800円 馬単： 35，401，800円 ワイド： 33，967，300円
3連複： 78，575，300円 3連単： 108，757，700円 計： 425，501，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 180円 � 170円 枠 連（6－7） 920円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 410円 �� 420円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，960円 3 連 単 ��� 8，340円

票 数

単勝票数 計 409238 的中 � 76873（1番人気）
複勝票数 計 440233 的中 � 89342（1番人気）� 56349（5番人気）� 62461（2番人気）
枠連票数 計 155303 的中 （6－7） 12968（1番人気）
馬連票数 計 683218 的中 �� 49054（1番人気）
馬単票数 計 354018 的中 �� 13979（1番人気）
ワイド票数 計 339673 的中 �� 21252（2番人気）�� 20690（3番人気）�� 16011（4番人気）
3連複票数 計 785753 的中 ��� 29961（2番人気）
3連単票数 計1087577 的中 ��� 9446（4番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―12．0―12．6―12．7―11．3―10．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．1―37．1―49．7―1：02．4―1：13．7―1：24．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F33．5
3 14，5－11（6，10）（4，1）7，3（8，9）（12，15）（2，16，13） 4 14，5，11（6，10）（4，1）（3，7）9，8（12，15）－（2，16，13）

勝馬の
紹 介

�ルグランフリソン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Theatrical 初出走

2013．3．21生 牡2鹿 母 Leaning Tower 母母 Valse Musette 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ヤマブキ号の調教師小桧山悟は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

フラヴィニー号の調教師杉浦宏昭は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グランデボーボー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月2日まで平地

競走に出走できない。

21018 8月2日 晴 良 （27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

12 ボーアムルーズ 牝2鹿 54 大野 拓弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 栗田 徹 新ひだか 服部 牧場 472 ―1：24．2 10．5�

611 アオイサンシャイン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484 ― 〃 クビ 9．5�

715 ラインセイラ 牝2栗 54 松岡 正海大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 452 ―1：24．3クビ 50．8�
818 アッパレドンキ 牝2鹿 54 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 404 ― 〃 クビ 2．3�
612 リンガスウラン 牝2黒鹿54 柴田 善臣伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 谷岡牧場 398 ―1：24．51� 32．8�
35 ダイワドレッサー 牝2鹿 54 三浦 皇成大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 450 ―1：24．6� 4．9	
816 プリンセスオーラ 牝2鹿 54 田中 勝春大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 422 ―1：24．7� 14．5

24 ヴェロレジーナ 牝2栗 54 吉田 豊森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 452 ―1：25．01� 157．6�
59 ナムラバイオレット 牝2栗 54 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 478 ―1：25．21� 41．7�
713 チェリークォーツ 牝2鹿 54 M．デムーロ 社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 432 ―1：25．3� 7．3�
36 オレンジガール 牝2鹿 54 村田 一誠樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 410 ―1：25．51� 65．6�
47 ロトクレドール 牝2栗 54 蛯名 正義國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 462 ―1：25．71� 43．9�
11 アイヅナヨタケ 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太真部 晴德氏 佐藤 吉勝 えりも 能登 浩 456 ― 〃 アタマ 233．5�
817 デルマアツヒメ 牝2栗 54 宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 412 ―1：26．02 210．2�
510 カームリップル 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人ライオンレースホース� 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 476 ―1：26．42� 41．3�
23 サムライッコ 牝2青鹿 54

51 ▲野中悠太郎西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 426 ―1：26．5� 304．9�
48 ニシノグリーディ 牝2鹿 54 柴田 大知西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 坂 牧場 430 ―1：27．03 131．6�

（17頭）
714 コ イ キ 牝2鹿 54 丸田 恭介石瀬 浩三氏 土田 稔 新ひだか 中田 英樹 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 39，290，000円 複勝： 36，151，800円 枠連： 18，288，600円
馬連： 63，077，700円 馬単： 35，521，700円 ワイド： 31，847，400円
3連複： 74，742，200円 3連単： 105，954，700円 計： 404，874，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 290円 � 300円 � 940円 枠 連（1－6） 3，560円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 9，140円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 5，140円 �� 3，800円

3 連 複 ��� 39，890円 3 連 単 ��� 237，080円

票 数

単勝票数 差引計 392900（返還計 168） 的中 � 31710（5番人気）
複勝票数 差引計 361518（返還計 123） 的中 � 35366（4番人気）� 34059（5番人気）� 8746（10番人気）
枠連票数 計 182886 的中 （1－6） 3977（15番人気）
馬連票数 差引計 630777（返還計 386） 的中 �� 11590（14番人気）
馬単票数 差引計 355217（返還計 138） 的中 �� 2914（27番人気）
ワイド票数 差引計 318474（返還計 223） 的中 �� 7040（11番人気）�� 1570（47番人気）�� 2133（38番人気）
3連複票数 差引計 747422（返還計 975） 的中 ��� 1405（104番人気）
3連単票数 差引計1059547（返還計 1305） 的中 ��� 324（564番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．7―35．8―48．3―1：00．9―1：12．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．9
3 ・（8，10）（6，16，18）（9，11）（3，5，13）（4，15，12）2－（1，7）－17 4 ・（8，10）18（6，16，11）（9，13）（3，5，12）（4，15，2）－（1，7）－17

勝馬の
紹 介

ボーアムルーズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2013．4．14生 牝2鹿 母 ダイワチャーム 母母 エグズマキー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 コイキ号は，疾病〔右前屈腱部打撲傷〕のため出走取消。
※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 アランチャ号・エイトレンジャーズ号・タカラピクシイ号・レディートゥーゴー号


