
２２０３７ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０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� コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

３６ �� カレイジャスミン 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣ディアレスト 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４７６＋ ６１：３５．３ ３．６�

７１４� トーセンステルス 牡２青鹿５４ 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 慎明 米 Mrs. C. Wilson
McNeely III ４５０＋１０１：３５．９３	 ３．１�

４８ マイネルポンピオン 牡２芦 ５４
５３ ☆大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ２１：３６．３２	 ３４．７�
２３ �� コスモクルトゥーラ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 早来 吉田牧場 ４４２＋ ４１：３６．４クビ １３．５�
１２ � ジョウショーアロー 牡２鹿 ５４ 安藤 勝己熊田 義孝氏 嶋田 潤 静内 野坂牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ４．８	
６１１� マイネテオリア 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柄崎 孝 穂別 真壁 信一 ４５０－ ４１：３６．５	 １３２．１

２４ � キャプテンマジン 牡２黒鹿５４ 村田 一誠佐々木主浩氏 河野 通文 静内 岡田牧場 ４９２－ ２１：３６．６
 ７４．０�
４７ � メ ジ ロ リ ロ 牝２栗 ５４ 小野 次郎メジロ商事� 菅原 泰夫 洞爺 メジロ牧場 ３８８＋ ２ 〃 アタマ ９９．２�
８１５ マチカネハルノコエ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義細川 益男氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４２０－ ２１：３６．９２ ５７．４
８１６ マイネノクターン 牝２栗 ５４ 安藤 光彰 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 えりも 上島牧場 ４１６＋ ８１：３７．１１� １３７．８�
５１０�� リノーンリメイン 牡２栗 ５４ 吉田 隼人村中 徳広氏 伊藤 伸一 浦河 田中スタッド ４７０－ ４ 〃 ハナ ４８．６�
８１７� ダイワウィーク 牡２黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 B４９２＋ ６１：３７．２	 ３５．５�
１１ ネバーグレイス 牝２鹿 ５４ 中舘 英二岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４６６－ ４１：３７．３クビ ８９．４�
５９ � コスモミラージュ 牡２鹿 ５４

５２ △田中 博康 �ビッグレッドファーム �田 研二 静内 増本 良孝 ４５２＋１０１：３７．６１
 １３０．１�
３５ � マイネルブリス 牡２鹿 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 国中 一男 ４５４－ ２１：３７．７
 ３６．７�
７１３� ザスターキング 牡２栗 ５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 静内 片岡牧場 ４３６＋１２１：３７．８	 １３０．６�
６１２� トウショウウェイヴ 牡２黒鹿５４ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４６０－１２１：３８．２２	 ５．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １８，０８６，９００円 複勝： ２８，０１９，９００円 枠連： ２１，９８９，３００円

普通馬連： ７９，５６３，７００円 馬単： ７７，３３６，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６６２，１００円

３連複： １０９，６４０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ３５９，２９８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ６６０円 枠 連（３－７） ５８０円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，２５０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ４，３３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０８６９ 的中 � ４０５５１（２番人気）
複勝票数 計 ２８０１９９ 的中 � ６９５４１（１番人気）� ６０９３６（２番人気）� ６８２４（６番人気）
枠連票数 計 ２１９８９３ 的中 （３－７） ２８００６（１番人気）
普通馬連票数 計 ７９５６３７ 的中 �� １００４６２（１番人気）
馬単票数 計 ７７３３６１ 的中 �� ４４７３７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６６２１ 的中 �� ２７８５６（１番人気）�� ４４１３（１１番人気）�� ３４７７（１４番人気）
３連複票数 計１０９６４０５ 的中 ��� １８７０５（１０番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
カレイジャスミン �

�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００７．６．１７ 福島４着

２００５．５．８生 牝２鹿 母 ラ ピ ュ セ ル 母母 アイシーゴーグル ４戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
※マチカネハルノコエ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２２０３８ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０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

１：４９．７
１：４８．４

稍重

重

１１ � ラッシュモア 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝齊藤四方司氏 浅野洋一郎 静内 千代田牧場 ４７０＋ ４１：５５．３ ６．２�

８１５� セントバニヤン 牡３栗 ５６ 北村 宏司津村 靖志氏 宗像 義忠 新冠 松浦牧場 ４９６＋１２１：５５．４� １．８�
７１３ アルファトミー 牡３青鹿５６ 田中 勝春�貴悦 斎藤 宏 三石 澤田 嘉隆 ４７４± ０１：５６．４６ ４４．３�
４６ � フジマサマックス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義藤原 正一氏 奥平 雅士 静内 飛野牧場 ５５６－ ２１：５６．６１� ３．１�
６１０� アタゴヘイロー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎坪野谷和平氏 伊藤 伸一 新冠 川上牧場 ４５８＋ ４１：５６．８１� ６４．１�
２３ � ダイワジーニアス 牡３黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 聖心台牧場 ５８０＋１４ 〃 クビ １７．１�
７１２ シルクアドニス 牡３栗 ５６ 加藤士津八有限会社シルク大和田 稔 新冠 	渡 信義 ４７２＋ ６１：５７．０１� １４８．８

３５ � カイシュウリバー 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行飯村 孝男氏 田中 清隆 門別 新井 弘幸 ５２２＋ ６１：５７．５３ ２３４．６�
６１１� オチャメデヒア 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣玉井 宏和氏 蛯名 信広 浦河 笹島 政信 ４８２＋ ２１：５７．９２� ３７．８�
８１４� コスモジロウ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠岡田 繁幸氏 阿部 新生 静内 中田 浩美 ５１２－ ４１：５８．３２� １１８．５
５８ � シルクステルス �３栗 ５６ 小野 次郎有限会社シルク嶋田 潤 門別 ヤナガワ牧場 ４５２ ―１：５８．４� ９１．８�
４７ � トーセンヴェリタス 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰島川 �哉氏 菊川 正達 静内 岡田スタツド ４５０－ ８１：５８．５クビ ２８．１�
３４ フライングドクター 牡３栗 ５６

５４ △田中 博康加藤 徹氏 清水 利章 三石 田湯牧場 ４８８－１２１：５９．２４ ６２４．７�
２２ ザッツオーケー 牡３鹿 ５６ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４９６－ ６１：５９．９４ ４０１．３�
５９ ハードビクトリー 牡３栗 ５６ 石神 深一芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 静内 武 牧場 ４６８± ０２：０７．６大差 ２８４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，３５６，０００円 複勝： ２２，７５５，９００円 枠連： ２１，６４１，９００円

普通馬連： ７８，４３２，３００円 馬単： ９３，３７６，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８９３，４００円

３連複： １１２，８０５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３７４，２６０，８００円

払 戻 金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ５５０円 枠 連（１－８） ６４０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３００円 �� １，６００円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ４，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２３５６０ 的中 � ２８７１０（３番人気）
複勝票数 計 ２２７５５９ 的中 � ４０１１５（３番人気）� ６３３３０（２番人気）� ６９２９（７番人気）
枠連票数 計 ２１６４１９ 的中 （１－８） ２５２９８（３番人気）
普通馬連票数 計 ７８４３２３ 的中 �� ９６９６５（３番人気）
馬単票数 計 ９３３７６０ 的中 �� ３９３１４（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８９３４ 的中 �� ２２４７３（３番人気）�� ３２０７（１７番人気）�� ４９２４（１２番人気）
３連複票数 計１１２８０５３ 的中 ��� １９１６６（１３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１３．１―１３．９―１２．９―１２．５―１２．８―１３．２―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３６．４―５０．３―１：０３．２―１：１５．７―１：２８．５―１：４１．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラッシュモア �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ビゼンニシキ デビュー ２００６．９．１７ 中山４着

２００４．３．２生 牡３鹿 母 グランシェール 母母 リコドミンゴ ９戦１勝 賞金 １２，６５０，０００円
〔発走状況〕 ザッツオーケー号は，枠入り不良。発走時刻１分遅延。
〔調教再審査〕 ザッツオーケー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハードビクトリー号は，平成１９年１０月２６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〕 ハードビクトリー号は，平成１９年９月２６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。
（非当選馬） ２頭 クリールボルケーノ号・ニシノナギサ号
（非抽選馬） ３頭 キタサンダイオウ号・マイネルセグレイト号・レイクヘリオス号



２２０３９ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第３競走 ��
��１，２００�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

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

１１ リングオブケリー 牝３栗 ５４ 村田 一誠グレイドレーシング組合 勢司 和浩 浦河 室田 千秋 ４９６＋ ６１：１２．８ ４．５�

２２ � ゼネラルメデューム 牝３鹿 ５２ 石橋 脩田中 昇氏 堀 宣行 豪 Emirates
Park Pty Ltd ４５４－ ８１：１２．９� ２．５�

３４ � カーリアンダンス 	３鹿 ５６
５４ △田中 博康伊藤 誠吉氏 池上 昌弘 門別 浦新 徳司 ４７０± ０１：１３．０� ５．９�

４７ 
 タイフーンスウェル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海吉澤 克己氏 相沢 郁 三石 萩澤 俊雄 ４８４－１０１：１３．１クビ ２１．３�
７１２ ノーバディノーズ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義佐藤 守宏氏 松山 康久 茨城 栗山 道郎 ５０４＋ ６１：１３．３１� ７．６�
８１５ フロストワーク 牡３芦 ５６ 吉田 隼人 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４４８＋１２１：１３．４クビ ６．９�
４６ � マルターズドーラ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊藤田与志男氏 尾形 充弘 米 Yoshio Fujita ４５２－ ２１：１３．６１� ７８．９	
５９ 
 サトノユウジ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春里見 治氏 的場 均 新冠 川島牧場 ５１８－ ４１：１３．８� １１．５

７１３� ニシニキイロ 牡３芦 ５６ 小野 次郎小林 祥晃氏 保田 一隆 鵡川 西山牧場 B４３６＋ ４１：１４．７５ ３７．６�
５８ キングアテルイ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４６０＋ ６ 〃 ハナ ３０７．７�
３５ � ダニエルシチー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人 友駿ホースクラブ 加賀 武見 門別 幾千世牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ３７１．２�
６１０� カイザーイモン 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭井門 敏雄氏 南田美知雄 新冠 須崎牧場 ５３４＋１６１：１５．９７ ５４５．０�
８１４ ルミエールシチー 牡３栗 ５６ 吉永 護 友駿ホースクラブ 中野 栄治 門別 富川田中牧場 ５３２＋ ２１：１６．０� ２６７．５�
６１１�
 レオマーベル 牡３栗

５６
５５ ☆大野 拓弥レオ 平井 雄二 新冠 浜口牧場 ４４４± ０１：１７．６１０ ５７５．２�

２３ インペリアルスター 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝佐藤 清氏 中野 隆良 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４７２＋ ４１：１８．３４ １４３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，４６５，４００円 複勝： ２５，７２２，４００円 枠連： １８，９６６，５００円

普通馬連： ７４，２２６，３００円 馬単： ８３，０３７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１２２，１００円

３連複： ９９，８２８，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３４１，３６８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １９０円 枠 連（１－２） ４８０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� １，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ４６０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８４６５４ 的中 � ３２６１５（２番人気）
複勝票数 計 ２５７２２４ 的中 � ４６６０１（２番人気）� ７１９４４（１番人気）� ２８５５４（５番人気）
枠連票数 計 １８９６６５ 的中 （１－２） ２９４２７（１番人気）
普通馬連票数 計 ７４２２６３ 的中 �� １１９２４９（１番人気）
馬単票数 計 ８３０３７３ 的中 �� ５８７８７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１２２１ 的中 �� ２９１６８（１番人気）�� １０１１７（６番人気）�� １５０６９（２番人気）
３連複票数 計 ９９８２８４ 的中 ��� ７４３８２（２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．４―１２．５―１２．３―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．５―４７．０―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３８．３
３ ・（１，２）６（７，１０）－（９，１２）（４，１３）－（５，１５）－（８，１４）－３，１１ ４ ・（１，２）（７，６）１０（９，１２）（４，１３）１５，５－８，１４＝３－１１

勝馬の
紹 介

リングオブケリー �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．８．４ 新潟２着

２００４．４．３０生 牝３栗 母 スロクエリタージュ 母母 スロクイザナミ ２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レオマーベル号・インペリアルスター号は，平成１９年１０月２６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 ダイワグランボー号・フクノスズラン号・マリーンチャチャ号



２２０４０ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第４競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１１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

２４ � ファッシオドンナ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲宮崎 北斗平田 修氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 ４８２－ ８ ５５．５ ４５．６�

７１５ セラフィナイト 牝３栗 ５４ 北村 宏司飯田 正氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４６２＋ ２ ５５．９２� ３０．２�
７１３� メジロヴィルゴ 牝３芦 ５４ 中舘 英二�メジロ牧場 萱野 浩二 門別 日高大洋牧場 ４２０＋ ２ ５６．１１� ４．３�
８１６� ケンコウランハート 牝３黒鹿５４ 後藤 浩輝志田 晃一氏 和田 正道 静内 カントリー牧場 ４９４＋１０ 〃 クビ ２４．４�
２３ � カクテルウィッシュ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥�ターフ・スポート高橋 裕 浦河 冨岡牧場 ４５６＋１６ ５６．４１� ３４．５�
７１４ ホワイトソリスト 牝３芦 ５４ 田中 勝春岡田 牧雄氏 清水 美波 門別 インターナシヨナル牧場 ４７８± ０ ５６．５� ３．４�
８１８�� コウジンキンキ 牡３栗

５６
５３ ▲池崎 祐介加藤 興一氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B４５６＋ ６ ５６．７１ １１２．８	

４８ プラチナブーケ 牝３青鹿５４ 横山 義行齊藤 直信氏 成島 英春 浦河 冨岡 博一 ４９０－ ６ 〃 クビ ９０．８

８１７ ジーントウショウ 牝３青鹿５４ 高山 太郎トウショウ産業� 中島 敏文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４４６± ０ ５６．８クビ １４１．２�
１１ � デュヌラルテ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣 �グリーンファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４４０－ ４ 〃 ハナ ３．８
６１１� ムーランヴェール 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次齊藤四方司氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４２０－ ２ 〃 ハナ １０．１�
６１２ ダイメイジョイ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宮本 孝一氏 中野渡清一 門別 かみむら牧場 ４４６－ ８ ５６．９� ７．６�
３６ シーズンインザサン 牝３栗 ５４ 南田 雅昭 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 ４５８± ０ 〃 クビ ３２３．１�
５９ スマートドライブ 牡３青鹿５６ 安藤 光彰大川 徹氏 佐々木亜良 門別 中川 浩典 ５０４ ― ５７．１１ ２７９．６�
５１０ アミスターデ 牝３青鹿５４ 土谷 智紀�ターフ・スポート古賀 慎明 静内 出羽牧場 ４０６－１２ ５７．２� １１８．１�
１２ � ボストンクエスト 牡３栗 ５６ 松岡 正海ボストンホース� 松山 康久 静内 岡田牧場 ４８２＋ ４ 〃 クビ ２３．０�
４７ プ ラ シ ー ボ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠田中 晴夫氏 中川 公成 静内 田中 静一 ４４６＋ ４ ５７．５１� ５８．０�
３５ ミラーアスリート 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人佐竹 虔介氏 小林 常泰 静内 キヨミネ牧場 ４６８＋ ４ ５８．３５ ４３６．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，２２６，７００円 複勝： ２２，５５１，０００円 枠連： ２９，１５２，３００円

普通馬連： ７５，８５４，４００円 馬単： ８２，１４８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０８３，９００円

３連複： １０９，５２４，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３５８，５４０，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４，５６０円 複 勝 � ７４０円 � ７６０円 � １９０円 枠 連（２－７） ２，３９０円

普通馬連 �� ６４，７２０円 馬 単 �� １２９，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２，０２０円 �� ３，９９０円 �� １，９５０円

３ 連 複 ��� １０９，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９２２６７ 的中 � ３３２８（１０番人気）
複勝票数 計 ２２５５１０ 的中 � ６８９８（７番人気）� ６６９６（９番人気）� ４０５３７（３番人気）
枠連票数 計 ２９１５２３ 的中 （２－７） ９００４（７番人気）
普通馬連票数 計 ７５８５４４ 的中 �� ８６５（６８番人気）
馬単票数 計 ８２１４８０ 的中 �� ４６８（１３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００８３９ 的中 �� ４０５（６８番人気）�� １２３７（３２番人気）�� ２５８０（１９番人気）
３連複票数 計１０９５２４４ 的中 ��� ７４１（１６０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．２―１０．５―１０．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．４―３２．９―４３．５

上り４F４３．３－３F３３．１
勝馬の
紹 介

�ファッシオドンナ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００７．７．２２ 新潟１２着

２００４．４．２０生 牝３黒鹿 母 クロスヘッド 母母 グランドクロス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 コウジンキンキ号の騎手池崎祐介は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。
〔３走成績による出走制限〕 シーズンインザサン号・ミラーアスリート号は，平成１９年９月２６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 シルキーリゾート号・ミスターレピカド号・ルレーヴ号



２２０４１ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２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

１：２１．４
１：２０．３

良

良

３６ ラ ル ケ ッ ト 牝２青鹿５４ 小野 次郎 �サンデーレーシング 和田 正道 早来 ノーザンファーム ４７８ ―１：２１．８ １３．５�

６１２�� ドゥービリーヴイン 牝２鹿 ５４
５２ △田中 博康�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４６４ ― 〃 ハナ １０．６�
６１１ ジ ュ セ ト ゥ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司伊達 秀和氏 清水 利章 門別 サンシャイン

牧場 ４８４ ―１：２２．２２� １６．７�
４８ � ニシノイノーマス 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝西山 茂行氏 浅野洋一郎 鵡川 西山牧場 ４６４ ― 〃 ハナ ２．５�
４７ � コウヨウマリーン 牝２青鹿５４ 中舘 英二寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４４８ ―１：２２．７３ ５．７�
８１７� サマーミッドナイト 牝２黒鹿５４ 石橋 脩セゾンレースホース� 稲葉 隆一 静内 畠山牧場 ４３６ ―１：２２．９１� ５６．８	
８１６� ヨシサプライズ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４２８ ―１：２３．０クビ ３２．５

３５ アロマキャンドル 牝２栗 ５４ 吉田 隼人 �社台レースホース河野 通文 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：２３．３２ １１．２�
７１５� プレサンティール 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �グリーンファーム 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４９６ ― 〃 クビ １８．９�
５１０ リトルディッパー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：２３．５１ １６．８
５９ マイネクリスティナ 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４３８ ―１：２３．７１ ８．４�
８１８ ケイアイガルチ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊亀田 守弘氏 鈴木 康弘 静内 佐竹 学 ４５２ ―１：２３．８� ４６．３�
２３ �� オーシャンウインド 牝２栗 ５４ 武士沢友治小野森浩之氏 中島 敏文 新冠 飛渡牧場 ４５２ ―１：２４．０１� ７８．８�
１２ � ジェイケイローレル 牝２栃栗５４ 二本柳 壮小谷野次郎氏 二本柳俊一 静内 藤川フアーム ４７４ ― 〃 クビ ８４．５�
１１ エ ポ カ ル 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三細谷 典幸氏 高橋 裕 門別 木村牧場 ４３６ ―１：２４．３１� ２５５．１�
７１４ エ ス テ ル 牝２栗 ５４ 蛯名 正義�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 ４４４ ―１：２４．７２� ３８．９�
２４ � ミニドレッサー 牝２鹿 ５４ 小林 淳一栗山 道郎氏 沢 峰次 茨城 栗山 道郎 ４０８ ―１：２４．９１� １６５．９�
７１３� グングンオイカゼ 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 木戸口 昌治 ４１８ ―１：２５．９６ ２５０．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，５０２，４００円 複勝： ２６，００８，４００円 枠連： ３５，４１６，８００円

普通馬連： ７４，９５０，５００円 馬単： ７６，０８８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９８２，３００円

３連複： １０４，６８４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３６１，６３３，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ４７０円 � ３２０円 � ５３０円 枠 連（３－６） １，８２０円

普通馬連 �� ６，４６０円 馬 単 �� １６，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１７０円 �� ２，５６０円 �� ２，１００円

３ 連 複 ��� ２５，３７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３５０２４ 的中 � １３８０７（６番人気）
複勝票数 計 ２６００８４ 的中 � １４２８３（５番人気）� ２３３００（３番人気）� １２４０１（７番人気）
枠連票数 計 ３５４１６８ 的中 （３－６） １４４０９（８番人気）
普通馬連票数 計 ７４９５０５ 的中 �� ８５７１（２３番人気）
馬単票数 計 ７６０８８３ 的中 �� ３４７０（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９８２３ 的中 �� ２３８３（２６番人気）�� ２０１６（３３番人気）�� ２４６９（２３番人気）
３連複票数 計１０４６８４３ 的中 ��� ３０４６（８１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．１―１１．７―１１．７―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．８―３３．９―４５．６―５７．３―１：０９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．２
３ ・（１１，１２）（６，１６）（７，１８）（１７，８）１（３，５，１５）２（１３，４，１０）－９－１４ ４ ・（１１，１２）（６，１６）－（７，１８，８）－（１７，１５）（１，５）３（２，１０）４（１３，９）－１４

勝馬の
紹 介

ラ ル ケ ッ ト �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００５．３．５生 牝２青鹿 母 ア ズ サ ユ ミ 母母 ファーストクラス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※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 プリモエンジェル号



２２０４２ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第６競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

２：２６．０
２：２２．１

良

良

８１６� スズカサンバ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４７０－ ４２：３２．０ １．４�

５９ � ビーモブホープ 牝３栗 ５４ 福永 祐一村上 芳明氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ３９６－ ４ 〃 ハナ １６．０�
１２ エーブダンシング 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４５２± ０２：３２．２１ ５．６�

６１２� ニシノムツラボシ 牡３栗 ５６ 石神 深一西山 茂行氏 佐藤 吉勝 鵡川 西山牧場 ４２６± ０ 〃 アタマ ２７．９�
２３ オンワードアリーテ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４６８－ ２２：３２．４１� １４．５�
３５ プリモスペシャル 牝３鹿 ５４ 五十嵐雄祐�グランド牧場 高橋 祥泰 浦河 村下 明博 B４１６－ ８ 〃 ハナ １６３．５	
１１ クリノムーヴオペラ 牝３栗 ５４ 小林 淳一栗本 博晴氏 内藤 一雄 浦河 高松牧場 ４１２＋ ２２：３２．６１ ３４．１

３６ � シルクカクテル 牡３黒鹿５６ 嘉藤 貴行有限会社シルク田中 清隆 新冠 中地 茂美 ４４２＋ ６ 〃 クビ １７５．２�
７１４ マスパラスオペラ 牝３黒鹿５４ 池田 鉄平上田 忠男氏 畠山 重則 静内 見上牧場 ４２０＋ ２２：３２．７クビ ３９１．６�
６１１� ハンスジャック 牡３栗 ５６ 郷原 洋司吉橋 計氏 郷原 洋行 静内 山田牧場 B４７２＋ ２２：３２．８� １１５．０
４８ � マンハッタンナイト 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �サンデーレーシング 斎藤 誠 追分 追分ファーム ５０２＋ ２ 〃 ハナ ２１．４�
２４ � ラストアラシ 牡３黒鹿５６ 横山 義行吉田 昭一氏 加賀 武見 浦河 宮村牧場 ４３６＋１０２：３２．９クビ １６７．６�
４７ � ローザヴィー 牝３青鹿５４ 小野 次郎�ミルファーム 保田 一隆 三石 小林 嘉弘 ４１２－ ２２：３３．３２� １６４．８�
８１７� ワシントンハイツ 牡３鹿 ５６

５４ △田中 博康�ダイリン 佐々木亜良 静内 今 牧場 ４６６＋ ２２：３３．６１� ８９．３�
５１０ ノボウジーニョ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４６８－１０ 〃 クビ ２５．８�
７１５� ジュエリーチェリー 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮チエリー商事� 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４５６－ ２２：３３．９２ １６５．６�
７１３�� スマートトレジャー 牝３栗 ５４ 中舘 英二大川 徹氏 佐々木亜良 静内 出羽牧場 ４８０－ ８２：３７．６大差 ２４７．０�

（１７頭）
８１８� ダンスソーラン 牡３鹿 ５６ 高山 太郎酒井 芳男氏 佐藤 全弘 三石 パシフイツク

牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，１１８，７００円 複勝： ２０，５０１，４００円 枠連： ２７，２９３，１００円

普通馬連： ７９，５６９，５００円 馬単： １０６，０３８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４７２，９００円

３連複： １１３，７３０，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３９２，７２４，５００円

払 戻 金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � ２７０円 � １２０円 枠 連（５－８） ５７０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� １５０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 差引計 ２１１１８７（返還計 ６３） 的中 � １２４６５４（１番人気）
複勝票数 差引計 ２０５０１４（返還計 ４２） 的中 � ８３３２６（１番人気）� １０５４５（４番人気）� ４４３５１（２番人気）
枠連票数 計 ２７２９３１ 的中 （５－８） ３５７５４（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ７９５６９５（返還計 １１８６） 的中 �� ５１４３３（３番人気）
馬単票数 差引計１０６０３８２（返還計 １３３０） 的中 �� ６０５１８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２４４７２９（返還計 ２９８） 的中 �� １１７３８（４番人気）�� ６０３８７（１番人気）�� ６１８７（９番人気）
３連複票数 差引計１１３７３０７（返還計 ３４７８） 的中 ��� ６８９８４（２番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．６―１２．６―１２．９―１３．２―１３．９―１２．８―１２．７―１２．６―１２．１―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２５．２―３７．８―５０．７―１：０３．９―１：１７．８―１：３０．６―１：４３．３―１：５５．９―２：０８．０―２：１９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．１
１
３
５（８，１３）２，１４（９，１６）（１，４，７）（６，１０，１１）－（３，１７）１２－１５・（５，８）１３（９，２，１６）１１（１，４，１４，３）（６，７，１０）（１５，１２，１７）

２
４
５（８，１３）２，１４（９，１６）４（１，７，１１）６（１０，３）（１５，１２，１７）・（５，８，１３）（９，２，１６）１１（４，１４，３）１，６（７，１０，１２）１５，１７

勝馬の
紹 介

�スズカサンバ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００６．８．２０ 札幌３着

２００４．４．３０生 牡３鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer ４戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
〔出走取消〕 ダンスソーラン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 スズカサンバ号は，枠入り不良。
〔その他〕 スマートトレジャー号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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。
〔３走成績による出走制限〕 ワシントンハイツ号は，平成１９年９月２６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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アレイオン号・ユウターロード号



２２０４３ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時２５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

１：４９．７
１：４８．４

稍重

重

４７ � コウヨウウェーブ 牡３芦 ５６
５３ ▲千葉 直人寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 ４９６± ０１：５５．６ ３２．７�

２２ �� ウインスラッシュ 牡３栗 ５６ 田中 勝春�ウイン 宗像 義忠 新冠 ハクツ牧場 ４８８± ０１：５５．８１ ３．２�
６１０� デュアルボーイ 牡３鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 新冠 渕瀬フアーム B４５８－ ２１：５５．９� １１．９�
２３ エヴァシャイン 牡３栗 ５６ 中舘 英二�下屋敷牧場 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４７８＋ ２１：５６．３２� １．９�
３４ ハートオンスマイル 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎�野坂牧場 境 征勝 静内 岡田牧場 ４５６＋ ４１：５６．５１� １４４．７�
１１ サンバリズム 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人�グランド牧場 平井 雄二 静内 グランド牧場 B４３４－ ６ 〃 クビ ３８．７	
６１１� ア ロ ハ オ エ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝佐藤 敏夫氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ５３０＋ ８１：５６．９２� １０．２

３５ � ワンダーティンバー 牡３栗 ５６ 吉田 豊山本 信行氏 加賀 武見 新冠 村上牧場 ４８０－ ５１：５７．３２� １１８．３�
４６ タイキネレウス 牡３黒鹿５６ 小野 次郎�大樹ファーム 高木 登 大樹 大樹ファーム ４７６ ―１：５７．６２ １７３．５�
７１２� サキノローレル 牝３鹿 ５４

５２ △田中 博康原 富夫氏 大和田 稔 三石 信田牧場 ４２２± ０１：５７．７� ２０３．２�
５９ � タイセイユニオン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海田中 成奉氏 星野 忍 浦河 鮫川 啓一 ４３０＋ ２ 〃 アタマ ３０．６�
５８ ウエスタンファイン 牝３黒鹿５４ 郷原 洋司西川 賢氏 郷原 洋行 静内 北西牧場 ４５０＋ ４１：５８．２３ １２３．２�
８１４�� グラスゴッド 牡３栗

５６
５３ ▲宮崎 北斗半沢� 大江原 哲 浦河 中神牧場 ４８０＋ ６１：５８．３� ３５１．６�

７１３� ダイワバンデラス 牡３芦 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新冠 新冠橋本牧場 ５４０＋１８ 〃 クビ １２．７�
８１５� ジョイフルティアラ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治青木 照吉氏 中野渡清一 静内 ウエルネスファーム B４６８－ ６１：５９．９１０ ３５．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，５４３，２００円 複勝： ２４，２５６，７００円 枠連： ２６，９３７，８００円

普通馬連： ９５，３２４，７００円 馬単： １０１，６８０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，９１４，６００円

３連複： １２４，３４６，３００円 ３連単： 発売なし 計： ４１７，００３，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３，２７０円 複 勝 � ５７０円 � １６０円 � ２９０円 枠 連（２－４） １，３９０円

普通馬連 �� ４，２９０円 馬 単 �� １２，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２４０円 �� １，８００円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １２，７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９５４３２ 的中 � ４７１５（７番人気）
複勝票数 計 ２４２５６７ 的中 � ８７５９（７番人気）� ５４８２０（２番人気）� ２００９３（３番人気）
枠連票数 計 ２６９３７８ 的中 （２－４） １４３３７（５番人気）
普通馬連票数 計 ９５３２４７ 的中 �� １６４２３（１３番人気）
馬単票数 計１０１６８０２ 的中 �� ５９２３（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４９１４６ 的中 �� ４８８６（１３番人気）�� ３２９９（１９番人気）�� １０１０７（６番人気）
３連複票数 計１２４３４６３ 的中 ��� ７１８３（３４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．７―１３．７―１２．９―１２．７―１３．０―１２．９―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．７―５０．４―１：０３．３―１：１６．０―１：２９．０―１：４１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�コウヨウウェーブ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ストームオンザルース デビュー ２００６．１０．８ 東京８着

２００４．２．１９生 牡３芦 母 ミナガワジュエル 母母 メンタルイメージ １１戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 サンバリズム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サンバリズム号は，平成１９年８月２７日から平成１９年９月１７日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔３走成績による出走制限〕 ジョイフルティアラ号は，平成１９年９月２６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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 バトルソニック号・フジマサレインボー号



２２０４４ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第８競走 ��
��２，０００�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

１：５６．４
１：５６．４

良

良

７１３� マイネルグラナーテ 牡３栗 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 中村 和夫 B４８６－ ２１：５９．０ ２．７�

４７ �� ナンヨーヘブン 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６４＋ ２ 〃 アタマ １０．８�
３５ � スペシャルフロート 牝３鹿 ５２ 石橋 脩吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：５９．１	 ２４．９�
５１０� ワイルドコンコルド 牡３青 ５４ 吉田 隼人廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ５２２＋ ８１：５９．３１
 ６．２�
６１２ エルブランコ 牝４芦 ５５ 村田 一誠 �サンデーレーシング 松永 康利 早来 ノーザンファーム ４４０± ０１：５９．５１
 ７５．３�
３６ � エーシントゥルボー 牝３鹿 ５２ 吉田 豊平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５１４± ０ 〃 クビ ４．１	
８１６ コスモウィザード 牡３黒鹿５４ 小野 次郎 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム ４３８＋ ２１：５９．６クビ １２．５

７１４ ブルーマーテル 牡３栗 ５４ 武士沢友治三協軽種馬� 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 ４３８＋ ２１：５９．８１
 １０．１�
２４ エアクラマン 牡４鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥 �ラッキーフィールド田中 清隆 平取 稲原牧場 ４７６＋ ６ 〃 クビ ３２．２�
８１５ ヤマニンアロンディ 牝５栗 ５５

５３ △田中 博康土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４６８± ０ 〃 ハナ ５８．７
５９ � ヤクモキャット 牡４青鹿５７ 横山 義行�山崎牧場 加賀 武見 八雲 山崎牧場 ４６０－ ２１：５９．９� ５２．６�
６１１ フサイチギャロップ 牡５青鹿５７ 蛯名 正義関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４４０＋ ２２：００．０	 ３８．７�
１２ � ウイニングアーク 牡４鹿 ５７ 佐藤 哲三金田 成基氏 小島 茂之 静内 山田牧場 ４６４－ ６２：００．３１	 ７３．７�
１１ � サウスグローリー 牡６栗 ５７ 中舘 英二南波 壽氏 武藤 善則 浦河 鮫川牧場 B４５４－ ８２：００．４� ４３．５�
２３ � ケイジーウォリア �５鹿 ５７ 安藤 光彰鹿倉 勝�氏 南田美知雄 三石 山腰 義忠 ４５８＋ ６２：００．７２ １３６．２�
４８ � オイワケウコン 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 柴崎 勇 三石 鳥井牧場 ４６４＋ ４２：００．９１ ５４．１�
８１７ ブラックナイト �４黒鹿５７ 五十嵐雄祐飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４６６＋ ２２：０３．１大差 ４０１．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２６，８３４，２００円 複勝： ３３，９００，７００円 枠連： ３６，３４８，９００円

普通馬連： １２７，４６８，１００円 馬単： １０９，９７７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，９５５，７００円

３連複： １５８，７０６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５２５，１９１，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ３９０円 � ５９０円 枠 連（４－７） １，１００円

普通馬連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ３，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� １，４９０円 �� ４，９００円

３ 連 複 ��� ２０，５９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６８３４２ 的中 � ７９０４９（１番人気）
複勝票数 計 ３３９００７ 的中 � ９２５５１（１番人気）� １８６３４（６番人気）� １１５３６（７番人気）
枠連票数 計 ３６３４８９ 的中 （４－７） ２４４６８（５番人気）
普通馬連票数 計１２７４６８１ 的中 �� ４２１０５（７番人気）
馬単票数 計１０９９７７８ 的中 �� ２３７４７（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１９５５７ 的中 �� １０１４３（７番人気）�� ５２７８（１３番人気）�� １５４３（５０番人気）
３連複票数 計１５８７０６１ 的中 ��� ５６９０（５８番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．７―１１．２―１１．８―１２．８―１２．５―１２．４―１１．６―１０．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２３．７―３４．９―４６．７―５９．５―１：１２．０―１：２４．４―１：３６．０―１：４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．６
３ ５，１７（２，７）（６，１３）（３，１０）（４，１６）（１２，１４，１５）（１，９）１１，８ ４ ５（６，２，１７，７）（３，１０，１３）１６（１，４，１２，１４，１５）（９，１１）－８

勝馬の
紹 介

�マイネルグラナーテ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．１０．２８ 福島２着

２００４．５．４生 牡３栗 母 リボーンガーネット 母母 ウイルプリンセス １０戦２勝 賞金 ２３，６０８，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ブラックナイト号は，平成１９年９月２６日まで平地競走に出走できない。



２２０４５ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第９競走 ��１，８００�
と や の

鳥 屋 野 特 別
発走１４時３５分 （芝・左・外）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１７� クィーンスプマンテ 牝３栗 ５２ 田中 勝春 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５２＋ ８１：４６．７ ９．６�

６１２ アスクデピュティ 牝３栗 ５２ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：４６．９１� ４．２�
１２ � ヒカルダイヤモンド 牝３栗 ５２ 吉田 隼人高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４７０＋ ６１：４７．２１� ９．３�
６１１ イナズマイージス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一小泉 賢悟氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４６２－ ６１：４７．３� ７．４�
８１６� ビリーヴザミラクル 牝５栗 ５５ 二本柳 壮 �キャロットファーム 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ６ 〃 アタマ ２２５．７�
４７ � マイネサンサン 牝４黒鹿５５ 安藤 勝己 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４６０－ ４ 〃 アタマ ６．２	
２３ � ハチマンダイボサツ 牝３黒鹿５２ 蛯名 正義居城 要氏 境 直行 新冠 北勝ファーム ４９６＋１０ 〃 ハナ １０．６

２４ ショウナンアルス 牝４青 ５５ 中舘 英二国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４５２＋１８１：４７．４� ４３．１�
８１８ クロコレーヌ 牝３鹿 ５２ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 静内 田中 裕之 ４８６＋ ６１：４７．６１ ３．７�
７１３� ビターオレンジ 牝３栗 ５２ 後藤 浩輝 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ４３８－ ２１：４７．７� ２０．０
５１０	 センギョウシュフ 牝３鹿 ５２ 北村 宏司�橋 信博氏 高橋 義博 門別 ヤナガワ牧場 ４３２＋ ８１：４８．３３� ３８．７�
１１ � ウィンナワルツ 牝３鹿 ５２ 松岡 正海吉田 千津氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４３２＋ ８ 〃 アタマ ４７．４�
７１５� トップガンマリー 牝４栗 ５５ 小林 淳一穴澤 正氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４３８＋ ２１：４８．４� ２５８．７�
４８ メダイユドール 牝４栗 ５５ 村田 一誠 �丸村村下ファーム佐々木亜良 浦河 丸村村下

ファーム ４４８＋ ２１：４８．６１� １１７．６�
５９ 
 ローテローゼ 牝４栗 ５５ 大野 拓弥�ミルファーム 保田 一隆 新冠 斉藤 安行 ４６０－ ２１：４８．８１� ３３７．７�
３６ 
 ウィニングガール 牝４栗 ５５ 岩部 純二時田 勝弘氏 中川 公成 様似 ホウセイ牧場 ５２８＋１０１：４９．２２� ４３０．５�
７１４ アイオブザジャガー 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三村上 芳明氏 小笠 倫弘 新冠 飛渡牧場 B４７４－１２１：４９．３� ３３０．１�
３５ 
 デザートコール 牝４青鹿５５ 丹内 祐次小林 博雄氏 中野 栄治 浦河 川越ファーム ４５２＋ ６１：５１．８大差 ３６３．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３１，４１１，６００円 複勝： ４６，９０６，４００円 枠連： ４２，８５８，９００円

普通馬連： １７３，６１７，５００円 馬単： １１４，９４２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，５７０，２００円

３連複： １５２，０９０，３００円 ３連単： ３８５，３４２，０００円 計： ９８５，７３９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ３００円 � １７０円 � ３３０円 枠 連（６－８） ３４０円

普通馬連 �� ２，４８０円 馬 単 �� ６，０７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２４０円 �� １，７１０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ８，４９０円 ３ 連 単 ��� ５３，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３１４１１６ 的中 � ２６０１４（６番人気）
複勝票数 計 ４６９０６４ 的中 � ３８３８８（５番人気）� ８７７３４（２番人気）� ３３４１２（６番人気）
枠連票数 計 ４２８５８９ 的中 （６－８） ９４６７４（１番人気）
普通馬連票数 計１７３６１７５ 的中 �� ５１８０２（１１番人気）
馬単票数 計１１４９４２９ 的中 �� １３９９７（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８５７０２ 的中 �� ７６２４（１４番人気）�� ５４３５（２２番人気）�� １１３４５（１０番人気）
３連複票数 計１５２０９０３ 的中 ��� １３２２８（３１番人気）
３連単票数 計３８５３４２０ 的中 ��� ５２８１（１９２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１１．８―１２．７―１２．６―１２．２―１１．４―１０．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．５―４８．２―１：００．８―１：１３．０―１：２４．４―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３３．７
３ １７，４（３，１５）２（１，５，１１）１８（６，８，９，１３）（１０，１２）（１６，１４）－７ ４ １７，４（３，１５）２（１，５，１１）（８，９，１３，１８）（６，１０，１２）１６（７，１４）

勝馬の
紹 介

�クィーンスプマンテ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．３．１７ 阪神３着

２００４．４．９生 牝３栗 母 センボンザクラ 母母 ダイナフランダース ５戦２勝 賞金 ２０，３３３，０００円
〔制裁〕 アスクデピュティ号の騎手武士沢友治は，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７０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デザートコール号は，平成１９年９月２６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〕 トップガンマリー号・ローテローゼ号は，平成１９年９月２６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 ウインヴィーナス号・オンワードサマンサ号・サダムサウンドアイ号・プジュリ号・プリンセスデザート号・

マイネシャンゼリゼ号・メジロモデラート号



２２０４６ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

い い で

飯 豊 特 別
発走１５時１０分 （芝・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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

４８ � マリンフェスタ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 B４７６＋ ８１：０８．３ ３．６�

６１１ ラ ブ ハ ー ト 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人増田 陽一氏 中村 均 新冠 細川農場 ４６０－ ８１：０８．５１ ４．２�
３５ �� エフテーストライク 牝３青鹿５２ 武士沢友治深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 斉藤 正男 ４２２－１０１：０８．９２	 ３７．８�
７１３
 コスモミール 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 �ビッグレッドファーム 根本 康広 三石 城地 清満 ４６０＋ ８１：０９．１１� ４１．９�
５１０� スターアイル 牝３鹿 ５２ 福永 祐一吉田 和美氏 音無 秀孝 愛 Tower

Bloodstock ４９４＋ ８ 〃 アタマ ６．０�
１２ � ピサノデュエル ８栃栗５７ 石橋 脩市川 義美氏 堀 宣行 浦河 三嶋牧場 ４３０＋ ６１：０９．２クビ ３６．８�
２４ �
 レットイットライド 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣本田 康博氏 武藤 善則 浦河 本巣 敦 ４８２－ ４１：０９．３� ４．５	
８１７
 コスモラヴアゲイン 牡５青鹿５７ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 佐々木晶三 静内 泊 寿幸 ４８０＋ ２１：０９．５１ １０．７

６１２� シルキーオメガ 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥有限会社シルク奥平 雅士 米 Classic-

Star, LLC ４５６± ０ 〃 ハナ ２１１．２�
３６ ホワイトペッパー 牝５芦 ５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ４７８－ ６ 〃 クビ ２１．８�
１１ � アイファーラブラブ 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎中島 稔氏 小島 茂之 静内 静内山田牧場 ４４４－ ４ 〃 アタマ １７８．４
８１６� エイワムサシ 牡３栗 ５４ 松岡 正海永井公太郎氏 松山 康久 米 Amalio

Ruiz Jr. ４６８＋ ４１：０９．６クビ ４８．１�
７１４�
 ケイアイボイジャー 牡８栗 ５７ 村田 一誠亀田 守弘氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ６１：０９．８１� １５１．１�
８１８ ラ ス ト モ ア 牡５黒鹿５７ 田中 勝春堀越 毅一氏 小林 常泰 門別 川島 良一 ４９０－ ２ 〃 ハナ ２２．９�
２３ フジマサビューティ 牝５芦 ５５ 安藤 光彰藤原 正一氏 菊川 正達 門別 シンコーファーム ４６０－ ２１：０９．９	 ２０７．３�
４７ 
 ブライトアイズ 牡５栗 ５７ 田中 博康山上 和良氏 池江 泰寿 門別 佐々木牧場 ４８４＋ ４１：１０．３２	 ６０．２�
７１５� ハギノセレクション 牡５栗 ５７ 後藤 浩輝日隈 良江氏 和田 正道 英 Cheveley Park

Stud Ltd ４８６－ ６ 〃 アタマ １３１．８�
５９ � シャドウムーン 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義飯塚 知一氏 斎藤 誠 新冠 川上 悦夫 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ３８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，６９７，６００円 複勝： ５０，４９７，０００円 枠連： ４５，７３２，６００円

普通馬連： ２１８，６５２，５００円 馬単： １３６，３７６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，３５２，２００円

３連複： １７７，４９５，２００円 ３連単： ４３５，６２６，４００円 計： １，１４１，４２９，８００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � １５０円 � ６５０円 枠 連（４－６） ６６０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，９７０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� ８，１００円 ３ 連 単 ��� ２９，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３４６９７６ 的中 � ７７８５２（１番人気）
複勝票数 計 ５０４９７０ 的中 � ９８６７４（２番人気）� １０９３６７（１番人気）� １３７０２（８番人気）
枠連票数 計 ４５７３２６ 的中 （４－６） ５１３５５（１番人気）
普通馬連票数 計２１８６５２５ 的中 �� ２２７４４９（１番人気）
馬単票数 計１３６３７６３ 的中 �� ７１２４７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２３５２２ 的中 �� ３８４０６（１番人気）�� ４９００（２３番人気）�� ３７７５（２８番人気）
３連複票数 計１７７４９５２ 的中 ��� １６１７５（２２番人気）
３連単票数 計４３５６２６４ 的中 ��� １０７９３（７０番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１０．９―１１．４―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．２―４４．６―５６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．１
３ ８－１０，１１，１６（３，１３）－（５，１７）（１，２，１８）９（４，１２，１５）６（７，１４） ４ ８＝１０，１１，１６（３，１３）（５，１７）（２，１８）１（４，１５）９（６，１２）（７，１４）

勝馬の
紹 介

�マリンフェスタ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ミホシンザン デビュー ２００５．９．１０ 札幌３着

２００３．５．２０生 牝４鹿 母 ロングチアーズ 母母 ス イ ー ブ １９戦３勝 賞金 ７６，９４３，０００円
〔制裁〕 レットイットライド号の騎手柴田善臣は，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。



２２０４７ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第１１競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４３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，１８．８．２６以降１９．８．１９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 ７１４，０００円 ２０４，０００円 １０２，０００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

８１８� ユメノシルシ 牡５黒鹿５６ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：５７．８ ５．４�

４７ トウショウヴォイス 牡５黒鹿５２ 小林 淳一トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ４７６－ ２１：５７．９� ２３．３�

５９ ヤマニンアラバスタ 牝６芦 ５４ 田中 勝春土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４４８－ ２１：５８．１１� ２０．１�
５１０� ダイイチアトム 牡６鹿 ５２ 松岡 正海吉田 千津氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４ 〃 アタマ １０．１�
７１４� マヤノグレイシー 牡８栗 ５４ 福永 祐一田所 英子氏 坂口 正大 静内 千代田牧場 ４７４－１０１：５８．３１ ２０．９�
１２ 	 アドマイヤモナーク 牡６鹿 ５５ 安藤 勝己近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７２± ０ 〃 ハナ ２．７�
８１６� セ ン カ ク 牡５栗 ５３ 村田 一誠中村 政勝氏 池上 昌弘 青森 明成牧場 ４８６＋ ６１：５８．５１� ２４．３	
２３ グレイトジャーニー 牡６黒鹿５５ 蛯名 正義 
ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０－ ４１：５８．６� ２４．３�
７１３ シアトルユー 牡７栗 ５２ 大野 拓弥齊藤四方司氏 手塚 貴久 門別 下河辺牧場 ５３４＋ ６１：５９．１３ １０１．０�
２４ � フェイトトリックス 牡６青鹿５４ 中舘 英二 
サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 白老ファーム ４９２± ０１：５９．２� １１．８
８１７� テンジンムサシ 牡６鹿 ５３ 丹内 祐次�テンジン 矢野 照正 幕別 ダービースタツド ４９６＋ ６ 〃 ハナ ８６．０�
３５ アフリカンビート 牡５鹿 ５２ 武士沢友治 
社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ５１０－ ６１：５９．４１� ９０．９�
４８ ニシノナースコール 牝５黒鹿５３ 北村 宏司西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４４２－ ８ 〃 アタマ １４．３�
３６ サニーネイティブ 牡５栗 ５１ 田中 博康宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ５０２＋ ２ 〃 クビ ８０．７�
６１２�	 トップガンジョー 牡５栗 ５８ 後藤 浩輝河内 孝夫氏 和田 正道 新冠 ハシモトフアーム ５０２＋ ２１：５９．５� ８．９�
７１５ スクリーンヒーロー 牡３栗 ５１ 石橋 脩吉田 照哉氏 矢野 進 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：５９．６クビ ２２．４�
６１１� スクールボーイ 牡７黒鹿５２ 小野 次郎後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ４９８－ ８１：５９．７
 １５９．０�
１１ � トリリオンカット 牡７栗 ５５ 柴田 善臣 
キャロットファーム 音無 秀孝 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４６６＋ ２２：００．０２ ４６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２４，２１８，７００円 複勝： １５３，６６５，３００円 枠連： １８１，１９０，７００円

普通馬連： ９０７，１７７，４００円 馬単： ５５０，０７０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７４，０４０，８００円

３連複： ８６５，９５７，７００円 ３連単： １，９６８，３１０，６００円 計： ４，９２４，６３１，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２００円 � ６４０円 � ７１０円 枠 連（４－８） １，９１０円

普通馬連 �� ６，６２０円 馬 単 �� １１，５９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０４０円 �� ２，３１０円 �� ５，７８０円

３ 連 複 ��� ５３，５８０円 ３ 連 単 ��� ２７７，４３０円

票 数

単勝票数 計１２４２１８７ 的中 � １８１４１５（２番人気）
複勝票数 計１５３６６５３ 的中 � ２５２４６１（２番人気）� ５６６９３（１０番人気）� ４９５７６（１２番人気）
枠連票数 計１８１１９０７ 的中 （４－８） ７０３１３（１０番人気）
普通馬連票数 計９０７１７７４ 的中 �� １０１１５８（２４番人気）
馬単票数 計５５００７０３ 的中 �� ３５０４８（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７４０４０８ 的中 �� ２１２３７（２２番人気）�� １８６３８（２５番人気）�� ７３０７（６３番人気）
３連複票数 計８６５９５７７ 的中 ��� １１９２８（１５０番人気）
３連単票数 計１９６８３１０６ 的中 ��� ５２３６（７８３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．１―１１．１―１１．９―１２．３―１１．９―１１．８―１０．９―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．０―３５．１―４６．２―５８．１―１：１０．４―１：２２．３―１：３４．１―１：４５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ユメノシルシ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００４．１０．３１ 東京９着

２００２．２．２５生 牡５黒鹿 母 ユ メ シ バ イ 母母 ヨドセンリヨウ ２９戦７勝 賞金 １６０，８１７，０００円
〔発走状況〕 ニシノナースコール号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 ノワールシチー号・レイルバード号



２２０４８ ８月２６日 晴 良 （１９新潟３）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�

い ず も ざ き

出 雲 崎 特 別
発走１６時２５分 （ダート・左）

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 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

３５ スイートフィズ 牝３芦 ５２ 蛯名 正義シンボリ牧場 奥平 雅士 千葉 シンボリ牧場 ５０４＋ ８１：１２．４ ３．１�

７１２� ブルーカーディナル 牡３青鹿５４ 吉田 隼人 �ブルーマネジメント佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 ５０８＋ ２１：１２．５� １３．８�
４７ 	 キングエルドラド 牡３鹿 ５４ 北村 宏司菅原 史博氏 増沢 末夫 米 Servel

Ranch, Inc. ４６６＋ ８ 〃 ハナ ７８．６�
１１ ゴービハインド 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋１６１：１２．６クビ ４．０�
２３ 	 マルターズビクター 牡５鹿 ５７ 松岡 正海藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Jim E. Nelson &

Sergio De Sousa ５４８－ ４１：１２．９２ ８．６�
６１０	 ビートザディーラー 牡４青鹿５７ 石橋 脩 �グリーンファーム 加藤 征弘 米 Patricia

Youngman ４６０＋ ８１：１３．０
 ６１．９	
５８ キングオブハイシー 牡３鹿 ５４ 田中 博康�ミルファーム 手塚 貴久 門別 小西ファーム ４７６＋ ６ 〃 ハナ ３４．２

５９ � ゴールデンヴィット 牡７黒鹿５７ 千葉 直人三広 武志氏 成島 英春 門別 森永 正昭 ５４８＋１４１：１３．１� ２０２．７�
８１５� モンテチェリー 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 小島 茂之 三石 鹿糠沢 敬樹 ４９２＋１０ 〃 アタマ ３．９�
３４ �� ユキノスバル 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 B４５０＋ ２１：１３．３１ ２０５．０
７１３� トウショウヒルズ 牡３栗 ５４ 武士沢友治トウショウ産業� 戸田 博文 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５１０＋１２１：１３．４
 ５０．３�
４６ � ルルドウォーター 牡４鹿 ５７ 吉田 豊岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 門別 信育成牧場 ４６０＋ ４ 〃 ハナ １２．７�
８１４�� コーリンヴァリウス 牡５鹿 ５７ 中舘 英二伊藤 恵子氏 平井 雄二 門別 日高大洋牧場 ４６４－ ８１：１４．１４ ８６．１�
６１１	 スカーリイベイビー 牝５鹿 ５５ 穂苅 寿彦櫻井 正氏 和田 正道 米 Sez Who Thor-

oughbreds ４８０＋ ２１：１４．４２ ２２．０�
２２ � パワフルリーフ 牝３青鹿５２ 安藤 光彰 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４６６＋１４１：１５．１４ １２７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，５９４，４００円 複勝： ３８，７８８，７００円 枠連： ４４，５４６，５００円

普通馬連： １８０，２５６，１００円 馬単： １３０，０２３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，３３０，７００円

３連複： １５２，７８１，４００円 ３連単： ４１４，７４９，６００円 計： １，０３８，０７０，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ３２０円 � １，４００円 枠 連（３－７） １，６６０円

普通馬連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ３，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ３，６９０円 �� ９，０２０円

３ 連 複 ��� ３９，６９０円 ３ 連 単 ��� １６５，１９０円

票 数

単勝票数 計 ３６５９４４ 的中 � ９５６６６（１番人気）
複勝票数 計 ３８７８８７ 的中 � ９３８０５（１番人気）� ２８８８０（５番人気）� ５３２６（１１番人気）
枠連票数 計 ４４５４６５ 的中 （３－７） １９８３４（８番人気）
普通馬連票数 計１８０２５６１ 的中 �� ５９８１８（８番人気）
馬単票数 計１３００２３１ 的中 �� ２９１４３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０３３０７ 的中 �� １２１２６（８番人気）�� ２６４１（３０番人気）�� １０６６（６０番人気）
３連複票数 計１５２７８１４ 的中 ��� ２８４１（９０番人気）
３連単票数 計４１４７４９６ 的中 ��� １８５３（３７０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．６―１２．６―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．５―４７．１―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートフィズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Danzig デビュー ２００７．１．２１ 中山２着

２００４．３．１７生 牝３芦 母 ア ク ワ レ ラ 母母 Kennelot ７戦２勝 賞金 ２３，７６０，０００円
〔発走状況〕 トウショウヒルズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 キタグニノホシ号・ナンヨーウエスト号・ボストンキコウシ号・ローケイダブリュ号
（非抽選馬） ７頭 アグネスポライト号・アルファチャングミ号・シャンドラヴェリテ号・トウカイシグナル号・ハリアーズリベンジ号・

マンボカーニバル号・ヤマノジャスティス号



（１９新潟３）第６日 ８月２６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 ２０１頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２３４，６２０，０００円
１，６９０，０００円
２４，３９０，０００円
１，３８０，０００円
３，１１０，０００円
２５，３００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

７０，５３７，０００円
５，５３２，０００円
２，０３０，１００円

勝馬投票券売得金
３９６，０５５，８００円
４９３，５７３，８００円
５３２，０７５，３００円
２，１６５，０９３，０００円
１，６６１，０９４，５００円
４８６，３８０，９００円
２，２８１，５９０，６００円
３，２０４，０２８，６００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 １１，２１９，８９２，５００円

総入場人員 １８，３４３名 （有料入場人員 １５，４３６名）




