
２２０１５ ８月１５日 晴 不良 （２２新潟３）第２日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

４６ セイウンスマイル 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西山 茂行氏 牧 光二 浦河 高岸 順一 ４１６＋ ４１：５４．０ ２７．１�

３４ トータルシーオー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 ラツキー牧場 ４５８＋ ４１：５４．３１� ２．４�
７１３ シャイニングサヤカ 牝３黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真田原 邦男氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 ４７６＋１２１：５４．４� ５．０�
８１４ ピサノドラクロワ 牡３栗 ５６ 石橋 脩市川 義美氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ４ 〃 クビ ４．５�
１１ タマノリテラシー 牝３栗 ５４ 江田 照男玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４９２＋ ８１：５４．６１� ７．６�
２３ ダノンプリベット 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣�ダノックス 萩原 清 新冠 蛯名牧場 ４５８＋１０１：５４．８１� １０．３�
２２ ホッコーファルコン 牡３鹿 ５６ 張田 京矢部 幸一氏 河野 通文 新ひだか 桜井牧場 ４８０＋ ４１：５５．０１� ７３．４	

（船橋）

６１１ ラッキーカフェ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信今井 正一氏 小西 一男 日高 下河辺牧場 ４５６± ０ 〃 クビ １７４．０

４７ ヤ ブ サ メ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀栗田 康次氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B５１８－ ４ 〃 ハナ ３５．８�
３５ ボンジュールヒカリ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ４９２－ ６１：５５．１クビ ２７．８�
５８ ワールドエンペラー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎水谷 精吾氏 伊藤 伸一 新ひだか 塚尾牧場 ４５６＋１６１：５５．５２� １９４．１
８１５ マイネスペラーレ 牝３栗 ５４ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４７８＋ ４１：５５．６クビ ３８．４�
６１０ アフタースクール 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司加藤 春夫氏 的場 均 様似 様似共栄牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ４５．６�
５９ フレンチビスティー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広備前島敏子氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ４１：５７．１９ ５３．６�
７１２ イッサイガッサイ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一内藤 好江氏 鈴木 勝美 新ひだか 出羽牧場 ４７２＋ ４１：５８．１６ ２９８．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，０１３，８００円 複勝： ２２，３３６，８００円 枠連： １５，０１９，９００円

普通馬連： ４８，５４１，８００円 馬単： ３８，６５０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３９１，２００円

３連複： ６０，８８５，６００円 ３連単： １０５，７４０，５００円 計： ３２３，５８０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７１０円 複 勝 � ４９０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（３－４） １，７４０円

普通馬連 �� ３，２８０円 馬 単 �� １０，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� １，９１０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５，０６０円 ３ 連 単 ��� ４９，３６０円

票 数

単勝票数 計 １４０１３８ 的中 � ４０８０（６番人気）
複勝票数 計 ２２３３６８ 的中 � ７５４０（７番人気）� ７０５９７（１番人気）� ３５５００（２番人気）
枠連票数 計 １５０１９９ 的中 （３－４） ６３９３（８番人気）
普通馬連票数 計 ４８５４１８ 的中 �� １０９４５（１２番人気）
馬単票数 計 ３８６５０６ 的中 �� ２７８８（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３９１２ 的中 �� ４１５１（１２番人気）�� ２１０１（２０番人気）�� ２１１７２（１番人気）
３連複票数 計 ６０８８５６ 的中 ��� ８８８７（１５番人気）
３連単票数 計１０５７４０５ 的中 ��� １５８１（１３６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．９―１３．６―１３．０―１２．１―１２．６―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．１―３７．０―５０．６―１：０３．６―１：１５．７―１：２８．３―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

セイウンスマイル �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．２．２８ 中山２着

２００７．４．８生 牝３黒鹿 母 スイートウィリアム 母母 チャイナブリーズ ５戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔発走状況〕 フレンチビスティー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 セイウンスマイル号の騎手田中勝春は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）
〔調教再審査〕 フレンチビスティー号は，発走調教再審査。
※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 ネイチャーゼウス号・ミステリークイーン号・ロトシリウス号
※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。


