
２２０６１ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時００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

１：２１．６
１：２１．１

良

稍重

４６ � マイネインティマ 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 安達 昭夫 三石 ダイイチ牧場 ４２４－ ４１：２３．４ ５．６�

５７ � ワキノドライバー 牝２芦 ５４ 福永 祐一脇山 良之氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４ 〃 クビ ２．８�
３４ リネンフィールド 牝２栗 ５４ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 三石 平野牧場 ４６４＋ ２１：２３．７１� ８．１�
５８ � コパノベンザイテン 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人小林 祥晃氏 秋山 雅一 門別 ヤナガワ牧場 ４５４－ ４１：２３．８� ５０．３�
４５ �� セレナミニヨン 牝２青鹿５４ 田中 勝春島川 利子氏 中川 公成 静内 原 達也 ４５４± ０１：２３．９� ３８．４�
６９ オメガトゥルカラー 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４６－１４１：２４．０クビ １１．６�
３３ リワードマナキン 牝２栗 ５４ 蛯名 正義宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 越湖牧場 ４４２－ ４１：２４．３２ ２４．９	
７１２ ラードロジュノー 牝２黒鹿５４ 小野 次郎村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 北星村田牧場 ４６０＋ ４ 〃 ハナ １３．６

８１４ レオティアラ 牝２鹿 ５４

５２ △大野 拓弥�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４７４－ ２１：２４．５１	 ２４６．９�
６１０ キャプテンドリーム 牝２鹿 ５４ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４５２＋１６ 〃 ハナ １９４．１�
１１ ミヤビキャサリン 牝２黒鹿５４ 長谷川浩大村上 義勝氏 戸田 博文 様似 様似渡辺牧場 ４５０－ ４１：２４．６クビ ２０．０
８１３ アスクデピュティ 牝２栗 ５４ 石橋 脩廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：２４．８１	 ３．５�
７１１ グランドアムール 牝２鹿 ５４

５２ △塚田 祥雄�グランド牧場 大江原 哲 静内 グランド牧場 ４１２－ ２１：２５．０１� ４０５．４�
２２ �� コスモテヤン 牝２栗

５４
５１ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 斎藤 宏 浦河 丸村村下

ファーム ３８８＋ ６ 〃 クビ ３８７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，５１７，０００円 複勝： ２４，００９，０００円 枠連： ２１，０７２，２００円

普通馬連： ８５，２０４，１００円 馬単： ８３，４００，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，５２６，２００円

３連複： １１６，２４０，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３７１，９６８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（４－５） ５２０円

普通馬連 �� ６５０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ５００円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８５１７０ 的中 � ２６１３６（３番人気）
複勝票数 計 ２４００９０ 的中 � ４２２７４（２番人気）� ６８８２４（１番人気）� ２７２８５（４番人気）
枠連票数 計 ２１０７２２ 的中 （４－５） ３０４７５（１番人気）
普通馬連票数 計 ８５２０４１ 的中 �� ９７２９９（２番人気）
馬単票数 計 ８３４００４ 的中 �� ４０１５４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３５２６２ 的中 �� ２４２９２（１番人気）�� １０９８３（５番人気）�� １１５４１（４番人気）
３連複票数 計１１６２４００ 的中 ��� ６１７８８（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．３―３４．７―４６．９―５９．２―１：１１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３６．５
３ ６（１，３，７，１４）（５，９，８）－（１２，１０）（２，１３，１１，４） ４ ・（６，７）１４（１，３，９）８，５，１２（１３，１０，４）２，１１

勝馬の
紹 介

�マイネインティマ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．７．９ 京都２着

２００４．４．７生 牝２黒鹿 母 ダイイチコパン 母母 ダイイチアレキ ３戦１勝 賞金 ９，１００，０００円
〔制裁〕 マイネインティマ号の騎手佐藤哲三は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。



２２０６２ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

８１０ オールライトナウ 牡２芦 ５４ 勝浦 正樹平井 裕氏 本郷 一彦 三石 澤田 嘉隆 ５０４＋ ４１：１０．６ ６．１�

３３ ジョウノオアシス 牝２鹿 ５４ 吉田 豊小川 義勝氏 武藤 善則 門別 三城牧場 ４４６－ ２１：１０．９２ ８．０�
７８ セレブラール 牝２栗 ５４ 福永 祐一 �ノースヒルズマネ

ジメント 福永 甲 三石 土居 忠吉 ４６２－１０１：１１．０クビ １．４�
１１ エターナルフラワー 牝２鹿 ５４ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４８６＋ ８ 〃 クビ １５．０�
８１１ ボーンザスカイ 牝２青 ５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４３０＋ ６１：１１．１クビ ３６．３�
５５ � フィールフィット 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義吉野 文雄氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４５０－１８ 〃 クビ １３６．２	
４４ フラワーシーン 牝２鹿 ５４ 村田 一誠三枝 栄二氏 蛯名 信広 浦河 笹地牧場 ４２８－ ４１：１１．６３ １５．０

７９ �� キングケイザンオー 牡２栗 ５４ 長谷川浩大増田 陽一氏 中村 均 三石 斉藤 正男 ４４６－ ２１：１１．７� ４２．３�
６６ �� クリノトレジャー 牡２黒鹿５４ 横山 義行栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 �桁牧場 ４７２± ０１：１２．１２� ５８．６
６７ ホワイトアロー 牡２芦 ５４ 石神 深一�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 ４４０－ ８ 〃 クビ ２３３．０�
２２ タカイチワンダー 牝２栗 ５４

５１ ▲田中 博康�橋 一郎氏 斎藤 宏 静内 岡田 猛 ４２２－ ２１：１３．０５ ２６８．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，６４０，５００円 複勝： １８，２６１，３００円 枠連： １７，４７０，４００円

普通馬連： ７１，２２８，２００円 馬単： ９４，１２８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７２７，３００円

３連複： ９８，５２２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３３５，９７８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １００円 枠 連（３－８） １，４５０円

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ３，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １７０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６６４０５ 的中 � ２１６４４（２番人気）
複勝票数 計 １８２６１３ 的中 � ３１６９７（２番人気）� ２７６０４（３番人気）� ７２５０６（１番人気）
枠連票数 計 １７４７０４ 的中 （３－８） ８９３３（５番人気）
普通馬連票数 計 ７１２２８２ 的中 �� ２８９６３（６番人気）
馬単票数 計 ９４１２８７ 的中 �� １８０１６（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７２７３ 的中 �� ９２６０（５番人気）�� ３３３３８（１番人気）�� ２６１２６（２番人気）
３連複票数 計 ９８５２２１ 的中 ��� １２４５２２（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．９―１１．８―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．８―４６．６―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オールライトナウ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００６．７．２９ 小倉３着

２００４．２．２９生 牡２芦 母 イノセントラジー 母母 ルナオーキッド ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔発走状況〕 フィールフィット号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※クリノトレジャー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２２０６３ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６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

１：５０．２
１：４８．４

不良

重

１１ � コードテレグラム 牡３栗 ５６ 上村 洋行金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：５５．３ １６．８�

８１４ スプリングザスパ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 B４２８－ ２１：５５．４� １８．６�
３５ � ヒカルサンピラー 牡３栗 ５６ 村田 一誠�橋 京子氏 勢司 和浩 門別 藤本ファーム ５１２＋ ２１：５５．７２ ３．５�
６１０� チャンストゥウィン 牡３栗 ５６ 吉田 豊永田 清男氏 谷原 義明 三石 中橋 清 B４９４＋ ４１：５６．３３� ３．６�
４７ � トラストタイガー 牡３栗 ５６ 田中 勝春菅波 雅巳氏 河野 通文 浦河 桑田牧場 ５０２＋ ８１：５６．８３ ７．４�
７１２ デュークトーゴー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝河合 克俊氏 小西 一男 新冠 北星村田牧場 B４９０＋ ２１：５６．９クビ ２５．５�
８１５ フレンチアガサ 牝３栗 ５４

５１ ▲田中 博康 	社台レースホース矢野 進 千歳 社台ファーム ４６０－ ６１：５７．２１� ２３８．８

２３ � ユウターアクセス 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４６６－ １１：５７．３� ９６．７�
５９ カズノダンシング 牡３鹿 ５６

５４ △大野 拓弥	中山牧場 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 ４７０＋１０１：５７．４� １１．５�
５８ � クロコアイト 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹加藤 徹氏 松永 勇 新冠 松田 富士夫 ４７０－ ６１：５８．０３� ３１．８
６１１� ゲイルトゥモロー 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行�RRA 田中 清隆 浦河 地興牧場 ４９８－１０１：５８．１クビ ２５８．６�
７１３� サムライショウグン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一青山 洋一氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７０＋１０１：５８．３１� ７．１�
４６ ブルーベルベット 牝３栗 ５４ 長谷川浩大 �荻伏レーシング・クラブ 中村 均 三石 加野牧場 ４８４－ ２１：５８．４クビ １０．０�
２２ � ダイワフレイア 牝３栗 ５４ 佐藤 哲三大城 敬三氏 池上 昌弘 門別 坂口 豊翼 ４７８－ ２１：５９．０３� ７３．２�
３４ ベルモントブロンド 牝３栗 ５４ 池田 鉄平 	ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム B４６０－１０２：０２．１大差 ９０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，６３５，０００円 複勝： １８，３７２，３００円 枠連： ２４，９６５，８００円

普通馬連： ７９，９８０，８００円 馬単： ７７，９４５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４５３，１００円

３連複： １０６，６０５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３４２，９５８，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，６８０円 複 勝 � ４６０円 � ４２０円 � １６０円 枠 連（１－８） １４，５９０円

普通馬連 �� １６，５７０円 馬 単 �� ２７，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６４０円 �� １，０２０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� １２，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４６３５０ 的中 � ６８９３（７番人気）
複勝票数 計 １８３７２３ 的中 � ８９７９（８番人気）� １００３０（７番人気）� ３９８２４（２番人気）
枠連票数 計 ２４９６５８ 的中 （１－８） １２６３（２９番人気）
普通馬連票数 計 ７９９８０８ 的中 �� ３５６３（４４番人気）
馬単票数 計 ７７９４５７ 的中 �� ２０６５（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４５３１ 的中 �� １３３３（４１番人気）�� ５０２３（１１番人気）�� ５０７１（１０番人気）
３連複票数 計１０６６０５３ 的中 ��� ６３８６（４４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．５―１３．５―１３．４―１３．２―１３．３―１２．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３６．１―４９．６―１：０３．０―１：１６．２―１：２９．５―１：４２．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．１
１
３
１０－１５，４，２，１，９－（１３，１２）（６，１１，１４）（３，５）－８－７
１０（１５，２）（１，９，１２）１４－（１３，５）（４，１１）３－（６，８）７

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

勝馬の
紹 介

�コードテレグラム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 End Sweep デビュー ２００５．１１．１９ 京都１２着

２００３．２．３生 牡３栗 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne １０戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔発走状況〕 ベルモントブロンド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ベルモントブロンド号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルモントブロンド号は，平成１８年９月２７日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ダイワフレイア号は，平成１８年９月２７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） ６頭 アフリートバッハ号・キクカチルドレン号・キクノポロロッカ号・スナークオリオン号・ベルモントカイト号・

ホクセイダリア号



２２０６４ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１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

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

３５ ジェットバニヤン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春津村 靖志氏 河野 通文 千歳 ロイヤルファーム ４７６－ ８１：１２．０ １．６�

５９ ユウタージパング 牡３栗 ５６ 蛯名 正義上山 利広氏 国枝 栄 新冠 中本牧場 ５０４＋ ４１：１２．４２� ４．１�
２３ スイーツトラップ 牝３鹿 ５４

５２ △塚田 祥雄 �カタオカファーム清水 英克 新冠 グリー牧場 ３８８＋ ４１：１２．５� ５６．２�
３４ トランヴィーア 牡３栗 ５６ 中舘 英二吉田 勝己氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４９２－ ２１：１３．４５ ４８．８�
４６ � ゼンノアピール 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣大迫久美子氏 高橋 祥泰 米 Jim Slack ４５６－ ４１：１３．７１� １７．５�
５８ � ロンドンシチー 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 英 Edward Crow ５０６ ―１：１３．８� ４６．１	
４７ イーグルホーク 牡３鹿 ５６ 江田 照男
口 和弘氏 清水 美波 門別 インターナシヨナル牧場 ４９４－１４１：１４．０１	 ５５．６�
６１１ コルサトウショウ 牝３栗 ５４ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７０－ ８ 〃 クビ ６．６�
８１５ クロスライセンス 牡３栗 ５６ 福永 祐一吉橋 計氏 戸田 博文 浦河 桑田牧場 ４８０－ ４１：１４．６３� ６３．２
２２ オーセシボン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �ワールド・パーム 的場 均 三石 斉藤スタッド ４６４± ０１：１５．８７ ３９．８�
８１４ アイドルアワード 牝３栗 ５４ 池田 鉄平十二 政美氏 小島 茂之 浦河 モトスファーム ４３８ ―１：１６．２２� ３３．６�
７１２ メビウスリング 牝３栗 ５４ 西田雄一郎永嶋 啓治氏 二本柳俊一 浦河 ターフィー牧場 ４６０ ―１：１６．５１� ２１７．６�
７１３ イグザーション 牡３鹿 ５６ 田中 学田中 春美氏 蛯名 信広 三石 田中 春美 ４７４－１０１：１６．７１ ５２０．０�

（兵庫）

１１ シンワウインチニタ 牝３黒鹿５４ 金子 光希若尾 昭一氏 田村 康仁 静内 原 フアーム ４３４ ―１：１７．７６ ５３６．９�
６１０� ジェネスヤマト 牝３栗 ５４

５１ ▲佐藤 聖也山口 真吾氏 勢司 和浩 ア Darley ４６６＋３８１：１８．８７ ２７８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，９８４，６００円 複勝： １９，５０８，３００円 枠連： ２５，７９９，５００円

普通馬連： ９２，２７９，３００円 馬単： １０７，１３５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，４４７，８００円

３連複： １１８，２００，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４０６，３５５，３００円

払 戻 金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ５１０円 枠 連（３－５） ３００円

普通馬連 �� ３２０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ６４０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ２，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０９８４６ 的中 � １０８１４４（１番人気）
複勝票数 計 １９５０８３ 的中 � ７８０３７（１番人気）� ３４１０４（３番人気）� ５２１７（７番人気）
枠連票数 計 ２５７９９５ 的中 （３－５） ６５５９９（１番人気）
普通馬連票数 計 ９２２７９３ 的中 �� ２１４２８９（２番人気）
馬単票数 計１０７１３５２ 的中 �� １７０７９６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２４４７８ 的中 �� ３８１８６（２番人気）�� ７６９８（５番人気）�� ３６２８（１５番人気）
３連複票数 計１１８２００６ 的中 ��� ３５９１３（７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．４―１２．４―１１．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．５―３４．９―４７．３―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジェットバニヤン �
�
父 ジェットアラウンド �

�
母父 Relaunch デビュー ２００６．４．３０ 東京８着

２００３．２．２１生 牡３鹿 母 シルバープリティ 母母 Second Glance ６戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイドルアワード号・メビウスリング号・シンワウインチニタ号・ジェネスヤマト号は，平成１８年９月

２７日まで平地競走に出走できない。
イグザーション号は，平成１８年１０月２７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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 オンワードカルマ号・トーセンマンボ号・ヒノデリザーブ号・フジマサリーダー号
※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。



２２０６５ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１２時００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� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．５

良

良

２４ � アンサーフォーユー 牝３鹿 ５４ 四位 洋文小河 一�氏 国枝 栄 門別 渡辺 芳一 ４２０＋２６１：３４．８ ２５．３�

７１３� トーセンアラベスク 牝３栗 ５４
５２ △塚田 祥雄島川 �哉氏 古賀 慎明 静内 岡田スタツド ４７０＋ ４ 〃 クビ ７２．６�

１２ � トミケンカイドウ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 今井 秀樹 ４３２－ ６１：３５．０１ ５．０�
７１５ セレナガルーダ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義島川 利子氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド ５０６＋ ６ 〃 クビ ２．３�
５９ � ターゲットクリア �３栗 ５６ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４７４－１４ 〃 アタマ ７．９�
３６ ヒ カ ル ウ ミ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一高橋 光氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４６－ ６１：３５．４２� ６．３	
７１４	 バ シ マ ー 牝３黒鹿５４ 田中 学吉田 和美氏 友道 康夫 愛 J. M. Ryan ４８０ ―１：３５．５
 ５６．９


（兵庫）

８１７� アッパレムスメ 牝３鹿 ５４
５２ △大野 拓弥西村新一郎氏 吉永 正人 三石 小河 豊水 ４２０± ０１：３５．６クビ ６５．１�

４８ �� セレナガール 牝３黒鹿
５４
５１ ▲田中 博康島川 利子氏 佐々木亜良 新冠 新冠橋本牧場 ４０６＋ ４１：３５．７
 ４０６．８�

８１８	 エイワヴァージニア 牡３鹿 ５６
５５ ☆吉田 隼人永井公太郎氏 松山 康久 愛 Tower

Bloodstock ４７２－１６１：３５．９１� １０．８
５１０� ミヤギブレイド 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行菅原 光博氏 大和田 稔 新冠 カミイスタット ４３６± ０１：３６．１
 ５７．６�
４７ � ヒカルジュウジセイ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣�橋 京子氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４７０－ ８１：３６．３１� １６．４�
６１１� ダンストップレディ 牝３黒鹿５４ 小林 淳一山石 祐一氏 郷原 洋行 門別 シンコーファーム ４２６± ０１：３６．６１
 ７２０．１�
８１６	 エスペラーダ 牝３鹿 ５４ 上村 洋行 �キャロットファーム 池江 泰寿 米 Katsumi

Yoshida ４９４ ― 〃 アタマ ４１．７�
６１２ タイキトラップ 牡３鹿 ５６ 江田 照男�大樹ファーム 高橋 祥泰 大樹 大樹ファーム ５０４± ０１：３６．８１� ３５．５�
２３ スイートエトワール 牝３青鹿５４ 田中 勝春シンボリ牧場 田中 清隆 静内 中田 浩美 ４８６ ―１：３７．９７ １５７．０�
１１ � ブライティアシーズ 牝３青鹿５４ 長谷川浩大小林 昌志氏 清水 利章 新冠 新冠橋本牧場 B４３０± ０１：３８．４３ ２４３．５�
３５ ミュージックハート 牡３鹿 ５６ 大西 直宏�ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４８０－ ２１：４３．０大差 １７６．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，４７４，５００円 複勝： ２６，６１４，５００円 枠連： ２９，４１１，１００円

普通馬連： ９７，４０３，５００円 馬単： ９６，１８３，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５２１，６００円

３連複： １２６，９９７，４００円 ３連単： 発売なし 計： ４２３，６０５，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２，５３０円 複 勝 � ７１０円 � １，２９０円 � ２００円 枠 連（２－７） ２，５２０円

普通馬連 �� ６３，９６０円 馬 単 �� １９２，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２，６７０円 �� １，４２０円 �� ４，２２０円

３ 連 複 ��� ９７，２３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１４７４５ 的中 � ６７１２（７番人気）
複勝票数 計 ２６６１４５ 的中 � ８８６４（７番人気）� ４６０３（１２番人気）� ４４４４４（２番人気）
枠連票数 計 ２９４１１１ 的中 （２－７） ８６３４（１１番人気）
普通馬連票数 計 ９７４０３５ 的中 �� １１２４（７４番人気）
馬単票数 計 ９６１８３２ 的中 �� ３６９（１６４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５２１６ 的中 �� ４８６（７０番人気）�� ４５４７（１５番人気）�� １４７６（３６番人気）
３連複票数 計１２６９９７４ 的中 ��� ９６４（１６４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．６―１２．２―１２．０―１１．３―１１．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．１―３５．７―４７．９―５９．９―１：１１．２―１：２２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３４．９
３ ・（４，１４）（２，１２，１５）（１０，１３）（６，１７，１８）１１，８（３，９，１６）７（５，１） ４ ４，１４（２，１２，１５）（１０，１３）（１７，１８）６（３，８）（９，１１）１６（７，１）５

勝馬の
紹 介

�アンサーフォーユー �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．２．２５ 中山４着

２００３．４．１３生 牝３鹿 母 ネオサカエール 母母 ヨ シ イ ワ ト ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミュージックハート号は，平成１８年９月２７日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 セレナガール号・ダンストップレディ号・ミュージックハート号は，平成１８年９月２７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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 オエドニホンバシ号・キングポッシブル号・サンエムワダッチ号・パープルプローズ号・ピュアリクエスト号・

モーニングラヴ号・ロイバーフェリス号
※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。



２２０６６ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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

１：４７．８
１：４６．７

良

良

３６ � エーシンマーメイド 牝２黒鹿５４ 中舘 英二平井 宏承氏 沖 芳夫 浦河 室田 千秋 ４８６ ―１：４９．８ １４．６�

３５ � ダイワエンパイア 牡２青鹿５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 松山 康久 米 France Weiner &
Irwin J. Weiner ４５０ ― 〃 クビ １．５�

８１６� シルクトワイライト 牡２鹿 ５４ 田中 勝春有限会社シルク池上 昌弘 静内 出羽牧場 ４６４ ―１：５０．５４ ３９．５�
２３ � マイネルダイナモ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 金成吉田牧場 ４９８ ―１：５０．８２ ５．５�
５１０� エドノダンス 牡２芦 ５４ 石橋 脩遠藤 喜松氏 斎藤 宏 三石 沖田 忠幸 ５１２ ―１：５０．９	 ３１．５�
７１４� ヤギリプリンス 牡２鹿 ５４ 四位 洋文内田 勝治氏 上原 博之 三石（有）下河辺トレー

ニングセンター ４４４ ―１：５１．１１
 ３８．５�
８１５ フ チ ロ ン 牝２芦 ５４ 江田 照男棚網るみ子氏 沢 峰次 門別 佐々木 直孝 ４４０ ― 〃 アタマ １２９．５	
１１ � マチカネフクノカミ 牡２栗 ５４ 吉田 豊細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 ４５８ ―１：５１．２� ２１．２

２４ � ピンクバンサー 牡２栗 ５４ 福永 祐一榮 義則氏 森 秀行 米 Brereton

C. Jones ４９８ ―１：５１．６２� １２．８�
４７ イチエイムサシ 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信築地 榮一氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４７２ ―１：５１．７クビ ６９．７�
１２ � サンベルナール 牡２鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新冠 斉藤 安行 ４５４ ―１：５１．８� ４５．２

６１２� パ ラ イ ッ ソ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 笹倉 武久 平取 有限会社中
田牧場 ４３０ ― 〃 クビ １８．２�

５９ � ヒシクラフト 牡２鹿 ５４ 小野 次郎阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 ４８０ ―１：５２．０１
 １４４．６�
４８ テンジンカズトヨ 牡２黒鹿 ５４

５２ △塚田 祥雄�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５８ ―１：５２．４２� １７９．５�
７１３ キャプテンスパロウ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義小林 博雄氏 中野 栄治 門別 川島 貞二 ４７０ ―１：５２．５クビ ９８．２�
８１７ シルクアメイジング 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎有限会社シルク境 征勝 門別 ヤナガワ牧場 ４６８ ―１：５３．０３ ２６３．８�
６１１� マイネルエルドール 牡２鹿 ５４ 田中 学 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 新冠 ビッグレッドファーム B５２８ ―１：５５．２大差 １１３．４�
（兵庫）

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２３，４９９，９００円 複勝： ２２，０８３，２００円 枠連： ３１，４６８，５００円

普通馬連： ９０，００８，３００円 馬単： １０９，２６８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，０２３，８００円

３連複： １１３，６８５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４１２，０３７，２００円

払 戻 金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ３４０円 � １２０円 � ６８０円 枠 連（３－３） ９６０円

普通馬連 �� ８７０円 馬 単 �� ４，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ４，６６０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� １１，４４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３４９９９ 的中 � １２７６１（４番人気）
複勝票数 計 ２２０８３２ 的中 � １２２２０（４番人気）� ８６５３５（１番人気）� ５４００（１０番人気）
枠連票数 計 ３１４６８５ 的中 （３－３） ２４２９１（３番人気）
普通馬連票数 計 ９０００８３ 的中 �� ７７２２４（２番人気）
馬単票数 計１０９２６８２ 的中 �� １８２４１（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２０２３８ 的中 �� １０６００（３番人気）�� １０９８（４３番人気）�� ３８６７（１４番人気）
３連複票数 計１１３６８５３ 的中 ��� ７３４０（３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３７．１―４９．６―１：０２．５―１：１５．１―１：２６．４―１：３７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３４．７
３ ９，６（１１，１４）（４，１０）１５（５，７，１７）（１，１３，１６）（２，３）（８，１２） ４ ・（９，６）（１１，１４）（４，１０，１５，１７）５（７，１６）１３（１，２，３）（８，１２）

勝馬の
紹 介

�エーシンマーメイド �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Darn That Alarm 初出走

２００４．３．１７生 牝２黒鹿 母 エイシンモンテレー 母母 Lesley’s Tigress １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 フチロン号の騎手村田一誠は，負傷のため江田照男に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルエルドール号は，平成１８年９月２７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。



２２０６７ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２５分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

２２ ワンモアフリート 牝４鹿 ５５ 中舘 英二�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４３０＋ ４１：１１．２ ２．２�

８１４� トーホウカウンター 牝３栗 ５２ 四位 洋文東豊物産� 戸田 博文 浦河 吉田 隆 ４４２－ ２１：１１．９４ ３．１�
３４ � ヒシキャサリン 牝６栗 ５５

５３ △大野 拓弥阿部雅一郎氏 中野 隆良 新冠 カミイスタット B４７６＋ ４１：１２．３２� １０４．０�
５９ ルックアミリオン 牝３栗 ５２ 蛯名 正義竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ４４８± ０１：１２．４� ６．７�
７１３ リンクスクイン 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信荻野 猛夫氏 西塚 安夫 門別 田端牧場 ４５６± ０１：１２．５� ４１．１�
４６ � タケデンタンゴ 牝３青 ５２

５０ △塚田 祥雄武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ ３２．５	
５８ チャッティーギャル 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹 �社台レースホース高橋 裕 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：１２．８１� ４０．３

１１ � ランバイルビー 牝５栗 ５５ 大西 直宏佐藤 力治氏 岩城 博俊 門別 上田 昭治 ４５６－２０１：１３．０１� ２３２．５�
４７ �	 キ ア ー ミ 牝６栗 ５５ 二本柳 壮モナコ商事� 嶋田 功 三石 三石橋本牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ １６．１�
６１１� アジアンティック 牝３鹿 ５２ 後藤 浩輝ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４５８＋ ４１：１３．４２� ６４．６
６１０ レオキャロル 牝４栗 ５５ 佐藤 哲三�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 B４８８＋２８１：１３．７１� １２０．９�
２３ 	 ロココガール 牝４鹿 ５５ 田中 学�ミルファーム 小笠 倫弘 三石 山本 昇寿 ４５８＋１４１：１３．８クビ ３８５．１�

（兵庫）

７１２ レ オ ア ス カ 牝３栗 ５２ 石橋 脩�レオ 斎藤 宏 平取 びらとり牧場 ４９４＋ ６１：１４．０１
 １９６．５�
３５ レインボーデザイア 牝３黒鹿５２ 田中 勝春飯田総一郎氏 宗像 義忠 門別 千葉飯田牧場 ４９８＋１２１：１４．４２� ８．７�
８１５� カラーガード 牝４芦 ５５

５２ ▲田中 博康 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 門別 豊洋牧場 ４４８± ０１：１４．７１� ７１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，８９１，８００円 複勝： ２７，１６２，８００円 枠連： ２９，８６７，０００円

普通馬連： １１９，２０９，７００円 馬単： １２３，０４５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６０６，８００円

３連複： １４７，１０９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ４９５，８９３，４００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ８００円 枠 連（２－８） ２４０円

普通馬連 �� ２５０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ２，０４０円 �� ２，３１０円

３ 連 複 ��� ５，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８９１８ 的中 � ８１５３４（１番人気）
複勝票数 計 ２７１６２８ 的中 � ９３７１４（１番人気）� ６６３１０（２番人気）� ４２９１（１０番人気）
枠連票数 計 ２９８６７０ 的中 （２－８） ９２２９８（１番人気）
普通馬連票数 計１１９２０９７ 的中 �� ３６０５４９（１番人気）
馬単票数 計１２３０４５７ 的中 �� １７０１３３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６０６８ 的中 �� ６４４１４（１番人気）�� ２５９０（２２番人気）�� ２２８３（２６番人気）
３連複票数 計１４７１０９６ 的中 ��� ２０１２０（１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．４―１２．３―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．２―４６．５―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワンモアフリート �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００５．５．２１ 新潟２着

２００２．６．１０生 牝４鹿 母 ワンモアヒット 母母 ベイブルーム １３戦２勝 賞金 ２５，８２２，０００円
〔３走成績による出走制限〕 レオキャロル号は，平成１８年９月２７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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 アルファルド号・エプソムセイレーン号・オポテューニティ号・セイフクシェーバー号・ベルモントユリア号
※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。



２２０６８ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６日 第８競走 ��１，８００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

７１３� グランフィナーレ 牝５黒鹿 ５５
５３ △塚田 祥雄サウスニア� 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ４６６± ０１：４７．５ ４．８�

１２ グランオマージュ 牝３青 ５２ 中舘 英二 �社台レースホース松田 博資 白老 白老ファーム ４３２－１０ 〃 クビ ２．６�
６１１ バトルスターボウ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣宮川 秋信氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４２４＋ ６１：４７．８１� １３．２�
５９ � オンワードマルタ 牝６芦 ５５ 石橋 脩樫山 章子氏 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４４８＋ ８１：４７．９� ５８．３�
４８ �� スズサンシャイン 牡７鹿

５７
５６ ☆吉田 隼人小紫 芳夫氏 後藤 由之 三石 小河 豊水 ４５６± ０１：４８．０� １０．５�

４７ � ユウタージャック 牡４鹿 ５７ 福永 祐一上山 利広氏 嶋田 功 新冠 中本牧場 ４６４－ ４１：４８．１� ２１．３	
３５ �� タマモダンディ 	５芦 ５７ 後藤 浩輝タマモ� 萱野 浩二 新冠 小泉牧場 B４５６＋ ２１：４８．３１
 １４．１

７１５� トウカイエンゼル 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大内村 正則氏 中村 均 浦河 帰山 清貴 ４７２－ ８１：４８．５１ ２０．６�
２３ アウトゥリーチェ 牝５黒鹿５５ 岩部 純二�ターフ・スポート二ノ宮敬宇 浦河 大北牧場 ４４６－ ２１：４８．６� ６４．１�
１１ フサイチギャロップ 牡４青鹿５７ 蛯名 正義関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４３４＋１４ 〃 ハナ ５．３
２４ � マイネルゴーシュ 牡４芦 ５７ 土谷 智紀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 荻伏三好フ
アーム ４５２＋ ２１：４８．９１� ５１．４�

７１４� サーチエネミー 	４鹿 ５７ 田中 学 �キャロットファーム 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ６１：４９．１１� ２７２．２�
（兵庫）

８１７� マイネルホルス 牡４鹿 ５７ 大西 直宏 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 中本 隆太郎 ４６４－ ４ 〃 ハナ ９４．８�

３６ � オイワケウコン 牡５鹿 ５７
５４ ▲佐藤 聖也岡田 牧雄氏 柴崎 勇 三石 鳥井牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ １８．７�

８１６ グラスファイター 牡４鹿 ５７
５５ △大野 拓弥半沢� 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ４７２－ ６ 〃 クビ １３６．８�

８１８ ニシノコユキ 牝５鹿 ５５ 石崎 隆之西山 茂行氏 奥平 雅士 鵡川 西山牧場 ４４８－ ２１：４９．３１
 ３２１．０�
（船橋）

５１０�� ロ ゼ ッ タ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 静内（有）下河辺トレー
ニングセンター ４００－ ６１：４９．４クビ ２５５．４�

６１２�� コスモシュクレ 牝３黒鹿
５２
４９ ▲田中 博康 �ビッグレッドファーム 佐々木亜良 新冠 ヒカル牧場 ４４６－ ６１：４９．９３ ３０１．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，３１５，４００円 複勝： ３４，１５３，８００円 枠連： ４６，３５７，４００円

普通馬連： １４２，２４８，４００円 馬単： １３１，０５６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，８１９，５００円

３連複： １７９，４６４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ５９３，４１５，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � ３９０円 枠 連（１－７） ４８０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� １，２９０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６３１５４ 的中 � ４３６９５（２番人気）
複勝票数 計 ３４１５３８ 的中 � ４９０１９（２番人気）� ９７２０２（１番人気）� １５９８１（７番人気）
枠連票数 計 ４６３５７４ 的中 （１－７） ７１４２４（１番人気）
普通馬連票数 計１４２２４８４ 的中 �� １４８２１８（１番人気）
馬単票数 計１３１０５６４ 的中 �� ６２２２７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３８１９５ 的中 �� ２６０７５（２番人気）�� ６０１９（１４番人気）�� ９８５９（７番人気）
３連複票数 計１７９４６４３ 的中 ��� ３３３２５（１１番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１１．８―１２．３―１２．６―１２．２―１１．１―１０．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３６．６―４８．９―１：０１．５―１：１３．７―１：２４．８―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．８
３ １４，１０，１（４，１３）（２，１１）（５，１６）（３，８）１２（９，１８）（７，１５，６，１７） ４ ・（１４，１０）１（４，１３）１１（２，５，８）（３，１６）（９，１２）（７，１５，１７）（１８，６）

勝馬の
紹 介

�グランフィナーレ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ラツキーソブリン

２００１．４．２０生 牝５黒鹿 母 ランドフレッシュ 母母 シヤダイホープ ５戦２勝 賞金 １６，９５０，０００円
地方デビュー ２００４．１２．２４ 名古屋

〔騎手変更〕 スズサンシャイン号の騎手村田一誠は，負傷のため吉田隼人に変更。
〔制裁〕 グラスファイター号の調教師斎藤誠は，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。
〔３走成績による出走制限〕 アウトゥリーチェ号・マイネルホルス号・グラスファイター号は，平成１８年９月２７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。



２２０６９ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６日 第９競走 ��
��１，０００�

い な ず ま

稲 妻 特 別
発走１４時３５分 （芝・直線）

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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

３３ アンバージャック 牡３栗 ５４ 柴田 善臣�日進牧場 中野 隆良 浦河 日進牧場 ５０２＋ ６ ５５．０ ４．７�

８１４ ナイトランブラー 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４６０＋ ４ ５５．６３� ３．２�
８１３�	 フサイチジュノー 牡５鹿 ５７ 田中 勝春関口 房朗氏 宗像 義忠 愛 Bemak ４７８－１０ ５５．８１
 ７．７�
６９ イクエイター 牝６鹿 ５５ 福永 祐一�藤原牧場 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４３４－ ８ ５６．０１� １１．９�
７１２� ワシントンザクラ 牝４芦 ５５ 吉田 隼人�テンジン 松山 康久 米 Sugar Maple

Farm, Inc ４５６＋１２ 〃 ハナ １４．１�
４５ �� マ シ ー ン 牡３鹿 ５４ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 門別 柏台牧場 ４５８－ ２ ５６．２１
 ４．４	
３４ � デアンジェリス ６鹿 ５７ 西田雄一郎井上 一郎氏 大江原 哲 愛 Dr K. Schulte ４７０－ ８ 〃 アタマ １１．５

２２ �� アッパージーン 牡３鹿 ５４ 石崎 隆之遠藤 信義氏 津金沢正男 浦河 笹島 政信 ４６６－ ９ ５６．３� ２８．１�

（浦和） （船橋）

５７ �� ローランセレス 牝３栗 ５２ 田中 学斉藤 敏博氏 田中 道夫 三石 元道牧場 ４３０－ ９ 〃 クビ ８４．９�
（兵庫） （兵庫）

１１ シルクマニフェスト 牡４鹿 ５７ 小林 淳一有限会社シルク保田 一隆 三石 前川 達哉 B４８６－ ４ ５６．４クビ １１３．１
６１０� フラワーメロディー 牝５鹿 ５５ 中舘 英二福島 実氏 岩戸 孝樹 米 Green Hill Stud

International ４４４－１０ ５６．７２ １５．７�
４６ �	 エイダイサイレンス 牝４黒鹿５５ 武士沢友治�東振牧場 小桧山 悟 鵡川 東振牧場 ４５０＋１０ ５７．２３ １６４．３�
７１１�	 マチカネチシオ 牡６鹿 ５７ 塚田 祥雄細川 益男氏 古賀 慎明 米 Beth Clifton B４８４＋ ４ ５７．３� ２７４．６�
５８ エンジェルマリーン 牝５栗 ５５ 高山 太郎�テンジン 佐藤 全弘 静内 真歌田中牧場 ４３８＋ ６ ５８．２５ ３０４．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，１８４，１００円 複勝： ２８，９８８，２００円 枠連： ４０，３５９，６００円

普通馬連： １５１，３９５，３００円 馬単： １１８，２８８，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１４１，９００円

３連複： １２３，２７９，１００円 ３連単： ３５４，２７３，４００円 計： ８６９，９１０，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（３－８） ４５０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ７１０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� １０，６６０円

票 数

単勝票数 計 ２４１８４１ 的中 � ４１２５１（３番人気）
複勝票数 計 ２８９８８２ 的中 � ４４５４２（３番人気）� ７２７８６（１番人気）� ２５３６５（４番人気）
枠連票数 計 ４０３５９６ 的中 （３－８） ６７２３０（１番人気）
普通馬連票数 計１５１３９５３ 的中 �� １２６１４５（２番人気）
馬単票数 計１１８２８８７ 的中 �� ５１２９８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１４１９ 的中 �� ２２１０６（２番人気）�� ９６８６（１０番人気）�� １２９０８（４番人気）
３連複票数 計１２３２７９１ 的中 ��� ４８６９７（３番人気）
３連単票数 計３５４２７３４ 的中 ��� ２４５４８（１７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１０．５―１０．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．４―３２．９―４３．３

上り４F４２．９－３F３２．６
勝馬の
紹 介

アンバージャック �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 アーミジャー デビュー ２００５．８．１３ 新潟１着

２００３．５．２１生 牡３栗 母 フィールソーナイス 母母 コロニアルビユーテイ １１戦２勝 賞金 ２５，７５７，０００円
〔制裁〕 エンジェルマリーン号の騎手高山太郎は，発走直後に内側に斜行したことについて戒告。

フサイチジュノー号の騎手田中勝春は，競走後半で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エンジェルマリーン号は，平成１８年９月２７日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 シルクマニフェスト号・エンジェルマリーン号は，平成１８年９月２７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。



２２０７０ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６日 第１０競走 ��
��２，２００�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，１７．８．２７以降１８．８．２０まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．７
２：１０．１

良

良

３３ � ヤマカツピレネー 牡４栗 ５４ 柴田 善臣山田 博康氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ４５０＋１２２：１４．１ ５．１�

８９ ゴールドフォイル 牝７鹿 ５２ 吉田 隼人飯田 正氏 堀 宣行 静内 千代田牧場 ４９２＋１２２：１４．２� １３．６�
８１０ トロフィーディール 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４５６－ ８２：１４．３� ２．２�
７８ タイムレスワールド 牡７鹿 ５６ 石橋 脩臼田 浩義氏 鈴木 伸尋 静内 千代田牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ８．５�
２２ � チョウノゾミ 牡４黒鹿５５ 中舘 英二丸山 隆雄氏 坂口 正則 新冠 中地 康弘 ４７４－ ２２：１４．５１� ５．２�
７７ イブキトレッキング 牡８芦 ５５ 江田 照男�伊吹 中島 敏文 門別 北陽ファーム ４４２＋ ４２：１４．６� １０３．１�
１１ 	 セ レ ス ケ イ 牡３鹿 ５２ 福永 祐一岡 浩二氏 和田 正道 米

Hillcrest Farm
Equine Hold-
ings LLC

５３２－１４２：１５．０２� １２．９	
６６ サウザンブライト 牡５鹿 ５５ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 勝川牧場 ４８６＋ ４２：１５．５３ ８．３

５５ �
 ジェイケイテイオー �８鹿 ５３ 吉田 豊小谷野次郎氏 坂本 勝美 白老 白老ファーム B４３０－ ２２：１５．８２ ９８．７�
４４ マイネルモンシェリ 牡６鹿 ５２ 小野 次郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 静内 コスモビューファーム ４８６－ ４２：１７．５大差 １０５．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２８，１４８，４００円 複勝： ３１，５４８，５００円 枠連： ３７，１０２，９００円

普通馬連： １６５，６６９，２００円 馬単： １３８，５２７，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，６４９，９００円

３連複： １１４，８７５，４００円 ３連単： ３９７，８７３，６００円 計： ９４６，３９５，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １９０円 � ３００円 � １３０円 枠 連（３－８） ６６０円

普通馬連 �� ３，２００円 馬 単 �� ５，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８２０円 �� ３３０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，９４０円 ３ 連 単 ��� １８，８４０円

票 数

単勝票数 計 ２８１４８４ 的中 � ４４１９８（２番人気）
複勝票数 計 ３１５４８５ 的中 � ４０９７５（３番人気）� ２０３３２（７番人気）� ９０１４８（１番人気）
枠連票数 計 ３７１０２９ 的中 （３－８） ４１７２６（３番人気）
普通馬連票数 計１６５６６９２ 的中 �� ３８２５１（１５番人気）
馬単票数 計１３８５２７５ 的中 �� １９７８２（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２６４９９ 的中 �� ９０８１（１４番人気）�� ２６３７３（３番人気）�� １７０８２（５番人気）
３連複票数 計１１４８７５４ 的中 ��� ４３８５４（７番人気）
３連単票数 計３９７８７３６ 的中 ��� １５５８６（７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２４．５―３６．２―４８．４―１：０１．６―１：１４．５―１：２６．５―１：３８．２―１：５０．２―２：０１．８

コーナー
通過順位

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

２
４
１，４，８，９－３，２（５，６，７）＝１０・（１，９）８，３（４，２）６（５，１０）７

勝馬の
紹 介

�ヤマカツピレネー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ハードツービート デビュー ２００５．１．３０ 小倉１着

２００２．２．２８生 牡４栗 母 ラブミィテンダー 母母 フラストメア １７戦３勝 賞金 ５１，４０９，０００円



２２０７１ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６日 第１１競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４２回農林水産省賞典 新潟記念（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左・外）
３歳以上，１７．８．２７以降１８．８．２０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

農林水産大臣賞（１着）
賞 品

本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ６５１，０００円 １８６，０００円 ９３，０００円
生産者賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

３５ �� トップガンジョー 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝河内 孝夫氏 和田 正道 新冠 ハシモトフアーム ５００± ０１：５７．２ ９．２�

４８ � サンレイジャスパー 牝４鹿 ５１ 佐藤 哲三永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ７．４�
８１６ ヴィータローザ 牡６栗 ５８ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８－ ４１：５７．３クビ １８．５�
８１８ スウィフトカレント 牡５青鹿５７ 福永 祐一 �社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７６－ ８１：５７．４� ３．４�
５１０ ヤマニンアラバスタ 牝５芦 ５５ 柴田 善臣土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ２１：５７．６１	 １３．２�
６１２ オースミグラスワン 牡４栗 ５７ 四位 洋文�オースミ 安藤 正敏 浦河 鮫川 啓一 ５３２－ ２ 〃 ハナ ５．９	
８１７
 トリリオンカット 牡６栗 ５３ 小野 次郎 �キャロットファーム 音無 秀孝 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４５８－ ２１：５７．８１	 １０５．５

５９ エイシンニーザン 牡４栗 ５３ 蛯名 正義平井 豊光氏 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ５００＋ ６１：５７．９クビ ９．１�
７１３� ヤマニンメルベイユ 牝４栗 ５３ 勝浦 正樹土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４６８－１２１：５８．１１ １３．８�
２３ ニシノナースコール 牝４黒鹿５２ 吉田 豊西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４４２＋ ８ 〃 クビ ６．１
２４ サイドワインダー 牡８栗 ５８ 長谷川浩大�協栄 瀬戸口 勉 門別 タバタファーム ５０６－ ２１：５８．５２	 ５５．４�
３６ 
� ナイキゲルマン 牡６鹿 ５２ 石崎 隆之小野 誠治氏 古賀 史生 米 John Het-

tinger ４９０± ０１：５８．７１	 ４３５．７�
（船橋）

６１１
 アサクサキニナル 牡７鹿 ５４ 田中 勝春田原源一郎氏 松山 康久 米 Mr. & Mrs. T.
M. Foreman III ４８８－ ２１：５８．８クビ ８２．０�

１２ ロードフラッグ �９鹿 ５３ 武士沢友治 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 新冠 守矢牧場 ４５８－ ２１：５９．１２ ２６７．０�
４７ � シャーディーナイス 牡７鹿 ４９ 大野 拓弥戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５３８－ ６１：５９．６３ ３５０．６�
７１５ ダイワレイダース 牡７黒鹿５７ 大西 直宏大城 敬三氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４８２＋１８１：５９．９２ ４７．８�
７１４�� タガノマイバッハ 牡７青鹿５６ 中舘 英二八木 良司氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４６８－１０２：００．４３ １２４．４�

（１７頭）
１１ ソーユアフロスト 牡５鹿 ５４ 田中 学臼田 浩義氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ５３２＋ ２ （競走除外）

（兵庫）

売 得 金

単勝： １３６，９４７，５００円 複勝： １６７，９６２，６００円 枠連： １９３，４１４，２００円

普通馬連： １，１０９，９３２，１００円 馬単： ６６５，９０８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８５，３６６，２００円

３連複： ８８１，６３８，５００円 ３連単： ２，０４６，５３２，９００円 計： ５，３８７，７０２，６００円

払 戻 金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ３２０円 � ２５０円 � ５４０円 枠 連（３－４） ４，５３０円

普通馬連 �� ３，９１０円 馬 単 �� ７，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２１０円 �� ３，１１０円 �� ２，０６０円

３ 連 複 ��� ２２，６６０円 ３ 連 単 ��� １３１，４２０円

票 数

単勝票数 差引計１３６９４７５（返還計 ４０６２２） 的中 � １１７４７０（６番人気）
複勝票数 差引計１６７９６２６（返還計 ７１４１８） 的中 � １４２２４４（６番人気）� １９７３００（４番人気）� ７４３０４（９番人気）
枠連票数 差引計１９３４１４２（返還計 ２１５４） 的中 （３－４） ３１５６９（２３番人気）
普通馬連票数 差引計１１０９９３２１（返還計１０４０１９８） 的中 �� ２０９９４５（２２番人気）
馬単票数 差引計６６５９０８６（返還計５９２８９１） 的中 �� ６９２１３（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１８５３６６２（返還計２００８８５） 的中 �� ３８５３５（１８番人気）�� １４４２６（３５番人気）�� ２２１２９（２９番人気）
３連複票数 差引計８８１６３８５（返還計１４０２９１７） 的中 ��� ２８７１６（７１番人気）
３連単票数 差引計２０４６５３２９（返還計３１１６１５８） 的中 ��� １１４９３（４２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．５―１１．５―１１．８―１２．３―１１．９―１１．７―１０．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．５―３５．０―４６．５―５８．３―１：１０．６―１：２２．５―１：３４．２―１：４４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３４．７
３ ７（１７，１４）（２，１５）（１３，１６）（９，１０）（８，１２）－１１，５，３－１８，６－４ ４ ・（７，１７）（１４，１５）（２，１３，１６）１０（９，８）（１１，１２）（３，５）１８－６－４

勝馬の
紹 介

�
�
トップガンジョー �

�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２００４．６．２０ 函館４着

２００２．４．２生 牡４栗 母 ゴールデンノヴァ 母母 カ ル ポ ピ ー ２１戦６勝 賞金 １８０，４１９，０００円
〔騎手変更〕 ナイキゲルマン号の騎手村田一誠は，負傷のため石崎隆之に変更。
〔競走除外〕 ソーユアフロスト号は，枠入り時に暴れ，疾病〔右飛節部打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻６分遅延。
〔調教再審査〕 ソーユアフロスト号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マチカネリュウセイ号
※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。



２２０７２ ８月２７日 晴 良 （１８新潟３）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�

みょうこう

妙 高 特 別
発走１６時２０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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

４６ � エアアドニス 牡４黒鹿５７ 塚田 祥雄 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 ４８４－ ６１：１１．１ ４．９�

６１１ ウィストラム 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 照哉氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４７２＋１２１：１１．３１� ３．８�
７１３ アドマイヤキラメキ 牝４栗 ５５ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４７６＋ ４１：１１．６２ ２．８�
５８ 	 マイネルラファエロ 牡５栗 ５７ 上村 洋行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 政見 門別 道見牧場 ５４０＋ ２１：１１．８１ １２．１�
６１０ ダイワインディアナ 牡５栗 ５７ 石崎 隆之大城 敬三氏 増沢 末夫 早来 ノーザンファーム ４７４－ ４１：１２．５４ ４９．３�

（船橋）

４７ �	 ウインプレジール 
８栗 ５７ 石神 深一�ウイン 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：１２．６� ６３．６�
７１２� ブルーチェイサー 牝５黒鹿５５ 武士沢友治篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７２± ０ 〃 アタマ １０２．４	
１１ アレクシオス 牡３栗 ５４ 蛯名 正義 
サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４５８－ ４ 〃 ハナ １１．９�
２２ プライベートエリア 牡５黒鹿５７ 田中 勝春臼田 浩義氏 宗像 義忠 門別 日高大洋牧場 ４８４± ０ 〃 アタマ ７．６�
８１４� マリットチャージ 
６黒鹿５７ 小野 次郎 
社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４４８－ ２１：１２．７クビ ４９．４
５９ ワーキングボーイ 牡３鹿 ５４ 長谷川浩大 
サンデーレーシング 中尾 正 白老 白老ファーム ４９２＋ ８１：１２．９１� ５７．７�
８１５ ゼンノエキスプレス 牡４栗 ５７ 小林 淳一大迫久美子氏 土田 稔 静内 カタオカステーブル ４７８－ ４１：１３．０� ６４．１�
３５ 	 ミヤギノダンシング 牡７黒鹿５７ 西田雄一郎菅原 光博氏 笹倉 武久 様似 清水スタッド ５１０－ ２１：１３．３１� ３１８．３�
３４ フレンドリーステラ 牝４鹿 ５５ 高山 太郎増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４７０± ０ 〃 クビ ４６．９�
２３ ショウグンエックス 牡８栗 ５７ 大庭 和弥
グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ５０６＋ ８１：１３．５１ ２０９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，８８７，３００円 複勝： ４６，６６６，９００円 枠連： ５６，２９１，５００円

普通馬連： ２５６，６１４，８００円 馬単： １７１，１３９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４８，４６１，８００円

３連複： １８９，１２８，６００円 ３連単： ５２８，０３８，２００円 計： １，３３５，２２８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（４－６） ８１０円

普通馬連 �� １，０７０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ３２０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ９４０円 ３ 連 単 ��� ５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ３８８８７３ 的中 � ６３１１６（３番人気）
複勝票数 計 ４６６６６９ 的中 � ７４１２６（３番人気）� ８４８３３（２番人気）� １１２９４２（１番人気）
枠連票数 計 ５６２９１５ 的中 （４－６） ５１８４７（３番人気）
普通馬連票数 計２５６６１４８ 的中 �� １７８２１８（４番人気）
馬単票数 計１７１１３９６ 的中 �� ６４４０２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４８４６１８ 的中 �� ２５５４５（４番人気）�� ３８０１１（２番人気）�� ５１７１６（１番人気）
３連複票数 計１８９１２８６ 的中 ��� １４９６８３（１番人気）
３連単票数 計５２８０３８２ 的中 ��� ６９３６２（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．１―１１．６―１２．３―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．４―３５．０―４７．３―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．１
３ ・（８，５）１１，６（４，９，１３）（１２，１４）（３，１０，１５）７，２－１ ４ ・（８，５）（６，１１）１３（４，９，１４）１２（１０，１５）（３，７，２）－１

勝馬の
紹 介

�エアアドニス �
�
父 エアダブリン �

�
母父 Known Fact デビュー ２００４．１０．３１ 東京４着

２００２．４．２６生 牡４黒鹿 母 エアジャスミン 母母 ア リ レ イ ナ １４戦４勝 賞金 ４３，４４３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時２５分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 インサイダー号・ガイヤール号・サンアディユ号・サンエムウラノス号・サンデーフラッパー号・

シルクヒュージ号・タマモドン号・チアズマックス号・ニシノグレイシャ号・ハニーハント号・バードントロフィー号・
ブライティアカーム号・リメンバードリーム号

※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。



（１８新潟３）第６日 ８月２７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 １７９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２４７，３４０，０００円
８，４００，０００円
２４，２９０，０００円
２，１４０，０００円
６６０，０００円
２，２４０，０００円
２６，１５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，９０２，０００円
４，９４３，０００円
１，８０７，９００円

勝馬投票券売得金
３９２，１２６，０００円
４６５，３３１，４００円
５５３，５８０，１００円
２，４６１，１７３，７００円
１，９１６，０２７，９００円
４９０，７４５，９００円
２，３１５，７４６，２００円
３，３２６，７１８，１００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 １１，９２１，４４９，３００円

総入場人員 ２１，０１６名 （有料入場人員 １８，２７４名）




