
21097 8月29日 小雨 稍重 （27新潟2）第9日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時05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

611 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 434－ 41：47．7 4．2�

48 マイネルファン 牡2栗 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 418－ 41：48．01� 5．3�

23 フィンガーポスト 牡2鹿 54 吉田 豊伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 470± 01：48．1� 3．7�
47 バルダッサーレ 牡2黒鹿54 石橋 脩伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 472± 0 〃 クビ 33．0�
713 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± 0 〃 ハナ 9．8�
24 マ ッ ク ー ル 牡2鹿 54 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 482－ 81：48．84 7．7	
715 コスモヴェッキオ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 41：49．22� 41．3

714 サトノスピリット 牡2黒鹿54 北村 宏司里見 治氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 472－ 21：49．52 7．7�
612 パ イ ロ ッ ト 牡2黒鹿54 田辺 裕信小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 472＋ 2 〃 ハナ 45．7�
510 デルマアツヒメ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 404－ 21：49．6クビ 55．5
59 エヌケイボーイ 牡2黒鹿 54

52 △石川裕紀人長谷川兼美氏 菅原 泰夫 新ひだか 畠山牧場 466－ 4 〃 アタマ 69．1�
817 サムライダマシー 牡2鹿 54 丸山 元気西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 446－ 61：50．45 207．9�
36 コスモブランカ 牡2黒鹿54 松岡 正海岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 448＋ 21：50．5� 188．2�
818 ウインストアヘッド 牡2鹿 54 津村 明秀�ウイン 清水 英克 新ひだか 木村 秀則 448＋ 41：50．71 227．9�
35 ファインキャプテン 牡2栗 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 454－ 2 〃 クビ 289．6�
816 サキチョウサン 牝2鹿 54 吉田 隼人�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 424－ 81：50．8クビ 228．2�
12 クリスタルガーデン 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 厚真 大川牧場 452－ 21：51．22� 210．3�

（17頭）
11 ド ゥ ス ー ル 牝2鹿 54 江田 照男宮川 純造氏 武藤 善則 浦河 富田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，743，700円 複勝： 29，385，600円 枠連： 14，239，800円
馬連： 42，926，300円 馬単： 23，642，000円 ワイド： 23，500，000円
3連複： 55，657，300円 3連単： 68，006，100円 計： 276，100，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 160円 � 120円 枠 連（4－6） 1，210円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 420円 �� 320円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 7，070円

票 数

単勝票数 差引計 187437（返還計 1149） 的中 � 37383（2番人気）
複勝票数 差引計 293856（返還計 1311） 的中 � 50847（2番人気）� 41901（3番人気）� 71510（1番人気）
枠連票数 差引計 142398（返還計 7 ） 的中 （4－6） 9072（6番人気）
馬連票数 差引計 429263（返還計 5423） 的中 �� 25457（5番人気）
馬単票数 差引計 236420（返還計 2590） 的中 �� 7354（6番人気）
ワイド票数 差引計 235000（返還計 2759） 的中 �� 13578（3番人気）�� 19067（1番人気）�� 17611（2番人気）
3連複票数 差引計 556573（返還計 13427） 的中 ��� 35975（1番人気）
3連単票数 差引計 680061（返還計 23756） 的中 ��� 6969（5番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．5―12．4―12．7―12．4―11．7―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．3―47．7―1：00．4―1：12．8―1：24．5―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．9
3 4，5，8（2，3，12）（7，15）（11，14）（13，16）－（6，18）10（17，9） 4 4（5，8）（2，3，12）（11，7，15）（13，14）－（6，16）（10，18）（17，9）

勝馬の
紹 介

パラノーマル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．8．2 新潟4着

2013．4．1生 牝2栗 母 マイネソーサリス 母母 マイネマジック 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔出走取消〕 ドゥスール号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。

21098 8月29日 小雨 稍重 （27新潟2）第9日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時35分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

611 ハイレベルバイオ 牝3黒鹿54 柴田 大知バイオ� 牧 光二 安平 ノーザンファーム 504± 01：09．5 19．8�
817 レッドアフレイム 牡3鹿 56 石橋 脩 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 450＋ 4 〃 ハナ 3．2�
816 ロッソマドンナ 牝3青鹿54 大野 拓弥星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 408± 0 〃 クビ 13．2�
715 ボンジュールチカラ 牡3黒鹿56 丸山 元気田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 津田牧場 440－ 4 〃 アタマ 102．6�
11 コウユーココロザシ 牝3鹿 54 村田 一誠加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 498＋ 21：09．6クビ 5．7	
59 ジュビリーライン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B392－10 〃 ハナ 54．1

713 ベツァオバーン 牝3黒鹿 54

52 △石川裕紀人 �キャロットファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 396－ 4 〃 アタマ 9．8�
23 エイプリルラヴ 牝3黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 406－ 41：09．81� 44．6
818 ダノンエンジェル 牝3鹿 54 田辺 裕信�ダノックス 久保田貴士 千歳 社台ファーム 418－ 2 〃 ハナ 31．2�
48 ハネムーンソング 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 422± 0 〃 アタマ 4．4�
47 ストレートプレイ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース小島 太 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－ 4 〃 クビ 20．4�
35 スニップレイ 牡3青鹿56 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 尾形 充弘 日高 荒井ファーム 478± 0 〃 アタマ 330．4�
714 クラウンロベルト 牡3青鹿56 松岡 正海�クラウン 小野 次郎 浦河 高昭牧場 426－ 61：10．22 65．0�
12 スプリームゴールド 牝3芦 54 田中 勝春 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398＋ 4 〃 アタマ 23．8�
612� ヨ ッ ト マ ン 牡3鹿 56 江田 照男 �シルクレーシング 栗田 徹 米 Joel M. Carino &

Ocala Farm Corp 460＋ 2 〃 クビ 60．9�
36 ホウザンゴッド 牡3栗 56 内田 博幸加藤 豊三氏 的場 均 むかわ 清水ファーム 488－ 81：10．3	 72．9�
510 ル パ ン 牡3栗 56 杉原 誠人宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 B448＋ 21：10．4
 48．0�
24 ア ク イ ー ユ 牝3青鹿54 北村 宏司�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋101：10．71	 13．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，060，800円 複勝： 36，008，100円 枠連： 16，007，000円
馬連： 46，928，000円 馬単： 25，239，600円 ワイド： 29，139，700円
3連複： 64，001，000円 3連単： 75，231，700円 計： 314，615，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 520円 � 130円 � 430円 枠 連（6－8） 2，240円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 �� 10，960円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 4，330円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 20，260円 3 連 単 ��� 163，300円

票 数

単勝票数 計 220608 的中 � 8895（7番人気）
複勝票数 計 360081 的中 � 13079（8番人気）� 111109（1番人気）� 16374（6番人気）
枠連票数 計 160070 的中 （6－8） 5528（10番人気）
馬連票数 計 469280 的中 �� 7523（15番人気）
馬単票数 計 252396 的中 �� 1726（36番人気）
ワイド票数 計 291397 的中 �� 4171（17番人気）�� 1690（42番人気）�� 6986（7番人気）
3連複票数 計 640010 的中 ��� 2369（61番人気）
3連単票数 計 752317 的中 ��� 334（478番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．1―11．7―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．6―45．3―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．9
3 ・（1，4）16（3，5）8（11，17）（7，13）2（10，14，15）9（12，18）－6 4 ・（1，4，16）（3，5）8（11，17）（7，13）（2，14，15）10（9，18）（12，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハイレベルバイオ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．6．7 東京8着

2012．2．21生 牝3黒鹿 母 ボ シ ン シ ェ 母母 Hatoof 3戦1勝 賞金 4，600，000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。
（非当選馬） 3頭 ゴールデンワトル号・サンデンバロン号・ミエノキティ号
（非抽選馬） 2頭 イディル号・ブラウンルランシー号

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９日


