
１９０１３ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０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

１：１１．９
１：１０．９

重

不良

２２ ザ デ イ 牝２青鹿５４ 内田 博幸吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５６－ ６１：１２．４ ２．２�

８８ デイトユアドリーム 牝２鹿 ５４ 松岡 正海ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４２４－１２ 〃 アタマ ９．４�
７７ オキサキサマ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一野島 春男氏 畠山 吉宏 門別 野島牧場 ４３０＋１０１：１３．２５ ５．２�
３３ ウォーエレファント 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 平山牧場 ４８８＋ ２１：１３．３� ２２．０�
１１ エーシンサラマンダ 牡２栗 ５４ 中舘 英二平井 宏承氏 畠山 吉宏 青森 青南ムラカミ

ファーム B５１２－ ４１：１３．７２� ３０．５�
６６ ディアトウシロウ 牡２栃栗５４ 柴田 善臣ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 中田 浩美 ４３６± ０ 〃 クビ ３．８�
８９ コ チ ャ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 三石 ヒサイファーム ４４０－ ６１：１４．６５ ６．８�
５５ サイレントボス 牡２鹿 ５４ 小野 次郎小野 博郷氏 高木 登 新冠 赤石 久夫 ４５６－ ６１：１５．０２� ９３．８	
４４ エアーレース 牝２芦 ５４ 穂苅 寿彦 
スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ３９４＋ ６１：１５．１クビ １３３．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： １４，９７７，８００円 複勝： １７，２４０，３００円 枠連： １１，２５２，４００円

普通馬連： ４０，８１６，４００円 馬単： ４４，７０２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，６８３，６００円

３連複： ４７，３９６，０００円 ３連単： １３２，３５９，５００円 計： ３２２，４２８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（２－８） ４５０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ２６０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ４，８８０円

票 数

単勝票数 計 １４９７７８ 的中 � ５３８９６（１番人気）
複勝票数 計 １７２４０３ 的中 � ４９１６９（１番人気）� １７４４５（５番人気）� ２８０７９（３番人気）
枠連票数 計 １１２５２４ 的中 （２－８） １８５１８（２番人気）
普通馬連票数 計 ４０８１６４ 的中 �� ３４２２４（４番人気）
馬単票数 計 ４４７０２５ 的中 �� ２４１９４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３６８３６ 的中 �� ８１６７（５番人気）�� １４３９８（２番人気）�� ５５６５（９番人気）
３連複票数 計 ４７３９６０ 的中 ��� ２８３７４（４番人気）
３連単票数 計１３２３５９５ 的中 ��� ２００５２（１５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．３―１２．７―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３４．８―４７．５―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．６
３ ２，７，６（１，８）９，３，４，５ ４ ２，７，６－（１，８）（３，９）＝（４，５）

勝馬の
紹 介

ザ デ イ �

父 シンボリクリスエス �


母父 The Minstrel デビュー ２００８．６．２２ 福島７着

２００６．５．２３生 牝２青鹿 母 ウエイアウト 母母 Fager’s Glory ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



１９０１４ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２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

２３ トーセンコックス 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一島川 �哉氏 栗田 博憲 三石 平野牧場 ４９０＋ ６１：５６．５ １９．４�

５９ トウショウフォース 牡３鹿 ５６ 中舘 英二トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 ５３２－ ４ 〃 クビ ７．８�

３５ モリトパラダイス 牡３芦 ５６ 吉田 豊石橋 忠之氏 阿部 新生 三石 金舛 幸夫 ４７０＋ ４１：５６．６クビ １１．４�
６１０ シルクメルヴェイユ 牡３黒鹿５６ 田中 剛有限会社シルク星野 忍 門別 ヤナガワ牧場 ５１０＋ ６１：５６．７� ３０．２�
７１２ アイディリック 牡３鹿 ５６ 内田 博幸加藤 徹氏 清水 利章 静内 キヨミネ牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ３．１�
８１５ リアルパラダイス 牡３鹿 ５６ 武士沢友治武藤 善吉氏 境 征勝 静内 岡田 猛 B４８６＋ ２１：５７．２３ ３３．８	
８１４ クリノラブタイプ 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 越湖ファーム ４７２± ０１：５７．５２ ２１６．８

４６ スギノバンディエラ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一杉山 忠国氏 鈴木 康弘 三石 明治牧場 ４５８＋ ４１：５７．６クビ ２５．７�
２２ スーパーパワー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�グランド牧場 河野 通文 三石 元茂 義一 ５１６－ ６１：５８．０２� ２．２
３４ ヤギリスパイダー 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人内田 勝治氏 高橋 義博 千葉（有）下河辺トレー
ニングセンター ５３０± ０１：５８．２１� ２２８．２�

４７ ジュールヴィアン �３青鹿５６ 鷹野 宏史臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９４± ０１：５８．６２� ２６．２�
５８ ラストビーコン 牡３栗 ５６

５３ ▲黛 弘人内藤 好江氏 鈴木 勝美 浦河 村下農場 ４５４＋ ４１：５８．８１� ３３８．６�
１１ オルタネートワン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広薗部 博之氏 小笠 倫弘 新冠 村田牧場 B４９２＋１２ 〃 クビ １４２．８�
６１１ トウショウスケール 牡３黒鹿５６ 石橋 脩トウショウ産業� 柴田 政人 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５５６－１０１：５８．９クビ ２５６．０�
７１３ バッカナール 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５１４ ―２：００．３９ ２１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，９８１，０００円 複勝： ２３，４７３，３００円 枠連： １６，４０４，６００円

普通馬連： ５８，６２３，９００円 馬単： ５２，４１４，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４５７，８００円

３連複： ６８，９８４，１００円 ３連単： １４３，４４４，０００円 計： ３９９，７８２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ４３０円 � ２７０円 � ３８０円 枠 連（２－５） ６５０円

普通馬連 �� ５，３８０円 馬 単 �� １２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４８０円 �� １，９７０円 �� １，６９０円

３ 連 複 ��� １６，３７０円 ３ 連 単 ��� １２９，１００円

票 数

単勝票数 計 １５９８１０ 的中 � ６５２３（５番人気）
複勝票数 計 ２３４７３３ 的中 � １３８８６（５番人気）� ２５２５１（３番人気）� １５７７７（４番人気）
枠連票数 計 １６４０４６ 的中 （２－５） １８７０２（２番人気）
普通馬連票数 計 ５８６２３９ 的中 �� ８０５２（１８番人気）
馬単票数 計 ５２４１４２ 的中 �� ３１４７（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４５７８ 的中 �� ３４２６（１６番人気）�� ２５４１（２１番人気）�� ２９８０（１８番人気）
３連複票数 計 ６８９８４１ 的中 ��� ３１１０（５０番人気）
３連単票数 計１４３４４４０ 的中 ��� ８２０（３０３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．６―１４．１―１４．５―１３．０―１２．２―１２．８―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．４―３８．５―５３．０―１：０６．０―１：１８．２―１：３１．０―１：４３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．３
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンコックス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００７．７．２１ 新潟１４着

２００５．３．２１生 牡３黒鹿 母 フリートレガッタ 母母 ダイナフリート １０戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔発走状況〕 ヤギリスパイダー号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 クリノラブタイプ号の騎手田中博康は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。

ヤギリスパイダー号の騎手千葉直人は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。



１９０１５ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

３４ マイネルカルナバル 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９４－ ４１：０８．８ ３．０�

３５ レオパンドラ 牝３栗 ５４ 江田 照男�レオ 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４５４－ ８１：０９．０１� １０．３�
２２ スイートバイカル 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮シンボリ牧場 後藤 由之 門別 シンボリ牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ ７．６�
４７ ウォルトンブッチ 牝３黒鹿５４ 加藤士津八山田美喜男氏 加藤 和宏 静内 鹿嶋牧場 ４１４－ ４１：０９．２１� ２６．１�
４６ ヤマニンシュエット 牝３栗 ５４

５３ ☆田中 博康土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 ４４６－ ２１：０９．３� ３．９�
８１５ フジアンドリュウ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４５２＋ ４１：０９．４� ８４．０�
７１２ クールサンフォード 牡３黒鹿５６ 田中 勝春川上 哲司氏 蛯名 信広 池田 新田牧場 ４６８－ ６１：０９．５クビ ４．３	
５８ マイネベリンダ 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 昭和牧場 ４１４＋ ２ 〃 クビ ４６．１

５９ サイレントキララ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４４４－ ２１：０９．６� ４１．０�
１１ コアレスミラクル �３鹿 ５６ 吉田 隼人小林 昌志氏 �田 研二 平取 コアレススタッド ４２２＋ ４１：１０．２３� １７６．８
６１１ ハギノサフィラ 牝３鹿 ５４ 小野 次郎日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１２＋ ４１：１０．４１ １９５．６�
６１０ ロッキーローレル 牡３栗 ５６ 柴山 雄一保坂 義貞氏 菅原 泰夫 門別 千葉飯田牧場 ４２８－ ６１：１０．６１� ２６．８�
８１４ シタマチダンディ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人山田 春枝氏 佐々木亜良 新冠 対馬 正 B４５８± ０１：１１．２３� ８２．８�
７１３ アッパーミドル 牝３栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介内藤 好江氏 武市 康男 宮城 高友産業 ４３０＋２４１：１１．６２� ２８５．３�
２３ ユメノアスカ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人上野 武氏 成島 英春 三石 前川 正美 ４１６± ０１：１２．７７ ２６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，５８０，３００円 複勝： ２４，７１６，６００円 枠連： １７，８５８，９００円

普通馬連： ６２，６９９，３００円 馬単： ４７，６３４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４７４，２００円

３連複： ７０，３０７，６００円 ３連単： １３５，９８４，３００円 計： ３９５，２５６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ２５０円 � ２３０円 枠 連（３－３） １，３２０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ５８０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ３，４１０円 ３ 連 単 ��� １５，４２０円

票 数

単勝票数 計 １６５８０３ 的中 � ４４９６５（１番人気）
複勝票数 計 ２４７１６６ 的中 � ５６１５６（１番人気）� ２３４６６（５番人気）� ２５６５７（４番人気）
枠連票数 計 １７８５８９ 的中 （３－３） １００３５（６番人気）
普通馬連票数 計 ６２６９９３ 的中 �� ３３７７２（５番人気）
馬単票数 計 ４７６３４８ 的中 �� １６２８１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４７４２ 的中 �� ８７８９（４番人気）�� ８４３４（６番人気）�� ４２５８（１２番人気）
３連複票数 計 ７０３０７６ 的中 ��� １５２３１（９番人気）
３連単票数 計１３５９８４３ 的中 ��� ６５１０（４２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１１．３―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．６―４５．９―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．２
３ ・（５，６）（４，７，１２）（２，１５）８（３，９）（１，１１）１０，１４，１３ ４ ・（５，６）（４，７，１２）（２，８，１５）９－（３，１１）（１，１０）１４，１３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルカルナバル �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００７．９．１ 札幌２着

２００５．５．１８生 牡３青鹿 母 バトントワラー 母母 ブランシユレイン ９戦１勝 賞金 １３，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユメノアスカ号は，平成２０年８月２０日まで平地競走に出走できない。



１９０１６ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２日 第４競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１１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

２：２５．０
２：２２．１

良

良

４６ トーアヘンリー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹東亜駿馬� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 ４７６－１８２：２７．７ ５３．１�

１１ カレンダーマーチ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４８０－ ２２：２８．０１� １７．０�
２３ ムーンストリート 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆田中 博康星野 壽市氏 後藤 由之 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４２０＋ ４ 〃 クビ １８．２�

６１１ ハナノカカリチョウ 牡３青鹿５６ 小牧 太池田 實氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４７２－ ３２：２８．１クビ ６１．４�
８１４ ファルクラム 牡３鹿 ５６ 小野 次郎 �社台レースホース萱野 浩二 追分 追分ファーム ４９６＋１２ 〃 クビ ４．６�
７１３ ゴールドヘラクレス 牡３栗 ５６ 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ４６８－ ６２：２８．３１� ２．３	
３４ シトラスタチバーナ 牡３黒鹿５６ 東川 公則井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 桑田牧場 ４５２＋ ４２：２８．６１� １０４．３


（笠松）

３５ メジロミスバニー 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺 メジロ牧場 ５１２± ０ 〃 クビ ５．９�
５９ フェアープロ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義キャピタルクラブ 加藤 和宏 静内 坂本 健一 ４８４－１２ 〃 ハナ ２０．１�
４７ モリガキラリ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人副島 義久氏 藤原 辰雄 浦河 川越牧場 ４４４－ ４ 〃 ハナ ２６．８
５８ オウシュウブーン 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文西村 專次氏 清水 英克 千葉 山田 博司 ４５４－ ４２：２８．９１� ３３．４�
２２ ダイワマグナム 牡３栗 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 上原 博之 三石 折手牧場 ５５４＋ ２ 〃 ハナ ２６．０�
８１５ リュートフルシティ 牝３青鹿５４ 二本柳 壮齊藤四方司氏 堀 宣行 追分 追分ファーム B４３６± ０２：２９．５３� １１８．８�
７１２ エムオーワンダー 牡３栗 ５６ 柴山 雄一大浅 貢氏 清水 英克 鵡川 樫村牧場 B４４２－ ４ 〃 クビ １０．９�
６１０ エテルノロワイヤル 牝３鹿 ５４ 小林 淳一 �ユートピア牧場 土田 稔 静内 佐竹 学 ４５０－ ６２：２９．８１� ７０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，１３４，４００円 複勝： ２７，４９０，３００円 枠連： １９，９４５，３００円

普通馬連： ６４，５８４，５００円 馬単： ５２，２０６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１０６，３００円

３連複： ７４，４４０，７００円 ３連単： １５２，８０６，０００円 計： ４２９，７１３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，３１０円 複 勝 � １，３６０円 � ５７０円 � ６３０円 枠 連（１－４） ９，３００円

普通馬連 �� ３８，４７０円 馬 単 �� ８９，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，６８０円 �� ６，４００円 �� ３，２７０円

３ 連 複 ��� ８９，１９０円 ３ 連 単 ��� ６７５，２８０円

票 数

単勝票数 計 １７１３４４ 的中 � ２５４３（１１番人気）
複勝票数 計 ２７４９０３ 的中 � ５０４８（１１番人気）� １３２５７（５番人気）� １１７８１（６番人気）
枠連票数 計 １９９４５３ 的中 （１－４） １５８３（２２番人気）
普通馬連票数 計 ６４５８４５ 的中 �� １２３９（６２番人気）
馬単票数 計 ５２２０６４ 的中 �� ４３１（１２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１０６３ 的中 �� ６７３（６０番人気）�� ８０９（５７番人気）�� １６０３（３７番人気）
３連複票数 計 ７４４４０７ 的中 ��� ６１６（１６９番人気）
３連単票数 計１５２８０６０ 的中 ��� １６７（１０７７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１２．８―１３．０―１３．２―１３．３―１２．７―１２．２―１２．０―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．８―１：００．８―１：１４．０―１：２７．３―１：４０．０―１：５２．２―２：０４．２―２：１５．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーアヘンリー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００７．９．８ 札幌７着

２００５．３．２９生 牡３鹿 母 トーアエカテリーナ 母母 トーアヴィクトリア ８戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※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。



１９０１７ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時００分 （ダート・左）

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

１：１１．９
１：１０．９

重

不良

６１０ コンスヴァール 牝２鹿 ５４ 福永 祐一前田 幸治氏 岡田 稲男 新ひだか 大典牧場 ４６４ ―１：１３．２ ２．４�

４５ レッドヴァンクール 牡２鹿 ５４ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４９６ ― 〃 クビ ３．０�
５７ ケイアイマッシブ 牡２栗 ５４ 内田 博幸亀田 守弘氏 南田美知雄 新ひだか 前川 隆則 ４７４ ―１：１４．４７ １３．７�
８１４ ロトスカイブルー 牡２鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４７８ ―１：１４．８２� ２３．２�
６９ キタサンハナミチ 牝２青鹿５４ 中舘 英二�大野商事 嶋田 功 新ひだか 木田牧場 ４６４ ―１：１５．０１� ２４．２�
３４ ワ ス ラ フ 牡２鹿 ５４ 東川 公則�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４６４ ―１：１５．１� １３２．２	

（笠松）

４６ シ ブ ン 牡２栗 ５４ 吉田 隼人今 秀幸氏 水野 貴広 三石 萩澤 泰博 ４４８ ―１：１５．３１� ８．３

５８ ロードクリムゾン 牡２栗 ５４ 石橋 脩 �ロードホースクラブ 松山 将樹 平取 稲原 肇 ４４６ ―１：１５．６１� ５９．１�
１１ キングスウィープ 牡２青鹿５４ 後藤 浩輝増田 陽一氏 蛯名 信広 新ひだか 築紫 洋 ４４０ ―１：１６．４５ ７．５�
８１３	 エメラルドパラオ 牡２栗 ５４ 穂苅 寿彦�和田牧場 和田 正道 米

WinStar Farm,
LLC & Dr. Wil-
liam Lockridge

４６２ ―１：１６．７２ ６６．３
７１１ ショウナンアデーヤ 牝２栃栗５４ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 静内 神垣 道弘 ４１２ ―１：１７．０１� ７６．２�
３３ ティティサイレンス 牡２青鹿５４ 伊藤 直人冨塚 善三氏 斎藤 誠 新ひだか 坂本 春信 ５１０ ―１：２０．３大差 １３３．８�
７１２ ロックバニヤン 牡２鹿 ５４ 小牧 太津村 靖志氏 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 ４６２ ―１：２０．８３ ６９．１�
２２ タケデンエヴァー 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一武市 弘氏 高橋 義博 浦河 安藤牧場 ４２２ ―１：２３．５大差 １８７．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，５９９，４００円 複勝： ２０，６０５，９００円 枠連： ２０，７１７，４００円

普通馬連： ５７，２２２，７００円 馬単： ６１，２３９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４９２，２００円

３連複： ６０，３６８，８００円 ３連単： １３３，９１８，０００円 計： ３９４，１６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（４－６） ２８０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ５６０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ５，１００円

票 数

単勝票数 計 ２０５９９４ 的中 � ６９８８４（１番人気）
複勝票数 計 ２０６０５９ 的中 � ６１９５５（１番人気）� ３６１１２（２番人気）� １３１５８（６番人気）
枠連票数 計 ２０７１７４ 的中 （４－６） ５５１７３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７２２２７ 的中 �� ９６４８９（１番人気）
馬単票数 計 ６１２３９３ 的中 �� ６２６０５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４９２２ 的中 �� ３３００７（１番人気）�� ７６０３（５番人気）�� ４９９６（１０番人気）
３連複票数 計 ６０３６８８ 的中 ��� ２５８５５（４番人気）
３連単票数 計１３３９１８０ 的中 ��� １９３９２（６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．７―１２．７―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．３―４８．０―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コンスヴァール �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

２００６．４．２２生 牝２鹿 母 エンシャントゴールド 母母 Ocean Cat １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 ロックバニヤン号は，競走中に疾病〔左膝蓋骨脱臼〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティティサイレンス号・タケデンエヴァー号は，平成２０年８月２０日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 ジェットリリー号（疾病〔右寛跛行〕のため）
※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 エドノゴールド号・ケージークローバー号・コスモパイレット号・スマートダズル号
※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。



１９０１８ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２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

５１０ マッハヴェロシティ 牡２青 ５４ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５００ ―１：５０．０ ９．４�

１１ ガンズオブナバロン 牡２黒鹿５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４４８ ―１：５０．１� ３．８�
４８ ジャッカネイプス 牡２黒鹿５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４８６ ―１：５０．２� ３．４�
５９ ドナシュラーク 牡２鹿 ５４ 中舘 英二 �キャロットファーム 羽月 友彦 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４７６ ―１：５０．６２� ７．９�
６１１ トーセンボンヌマル 牡２栗 ５４ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１４ ―１：５０．９２ ２２．０	
６１２ ラークフライト 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４ ―１：５１．１１ ４．１

８１６ カヤドーモトヒメ 牝２栗 ５４ 柴山 雄一黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４６６ ―１：５１．２� ５０．０�
３５ エイシンワールド 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義平井 豊光氏 久保田貴士 新ひだか 嶋田牧場 ４４０ ―１：５１．９４ ４７．４�
７１４ バンダムミュートス 牡２鹿 ５４ 鷹野 宏史山科 統氏 小林 常泰 浦河 バンダム牧場 ４６２ ― 〃 ハナ １５５．９
３６ アズマドンナ 牝２栗 ５４ 江田 照男�藤沢牧場 谷原 義明 静内 へいはた牧場 ４３６ ―１：５２．０� １１６．０�
８１７ ケイアイシンドウ 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人亀田 守弘氏 秋山 雅一 新ひだか 松田 三千雄 ４８４ ―１：５２．１� ３０．６�
８１５ アルテミスストーム 牝２鹿 ５４ 木幡 初広佐藤 恭永氏 高市 圭二 三石 本桐牧場 ４５４ ― 〃 クビ １７８．６�
４７ サクラポセイドン 牡２栗 ５４ 小野 次郎�さくらコマース藤原 辰雄 静内 山田牧場 ４５０ ―１：５２．４２ ９９．９�
２３ マーリンシチー 牡２鹿 ５４ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 日高 幾千世牧場 ４４２ ―１：５２．５クビ ６０．０�
７１３ ジョウショーハルカ 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文熊田 義孝氏 嶋田 潤 様似 中村 俊紀 ４８６ ―１：５２．６� １３１．０�
２４ ユキノセントウ 牡２黒鹿５４ 後藤 浩輝馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４３４ ―１：５２．８１� ２１．２�

（１６頭）
１２ ダイワハンター 牡２鹿 ５４ 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５３６ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２６，７９８，０００円 複勝： ３０，４４０，９００円 枠連： ２３，６９８，５００円

普通馬連： ７０，２７０，４００円 馬単： ５５，０７０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，８７４，６００円

３連複： ７２，５６６，４００円 ３連単： １４０，６７８，４００円 計： ４４１，３９７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２３０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（１－５） ８８０円

普通馬連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ５，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ６８０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� ２０，６００円

票 数

単勝票数 差引計 ２６７９８０（返還計 ４２８７） 的中 � ２２４８１（５番人気）
複勝票数 差引計 ３０４４０９（返還計 ６２２５） 的中 � ２９７０７（５番人気）� ５１８４５（２番人気）� ６４９０８（１番人気）
枠連票数 差引計 ２３６９８５（返還計 ２３４０） 的中 （１－５） １９８７９（６番人気）
普通馬連票数 差引計 ７０２７０４（返還計 ３１７１３） 的中 �� ２４６８４（８番人気）
馬単票数 差引計 ５５０７０２（返還計 ２３４３８） 的中 �� ７９０４（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２１８７４６（返還計 １２７７３） 的中 �� ７０９６（８番人気）�� ７５２２（７番人気）�� １８８２６（１番人気）
３連複票数 差引計 ７２５６６４（返還計 ６６３１０） 的中 ��� ２２７３８（４番人気）
３連単票数 差引計１４０６７８４（返還計１１９８５４） 的中 ��� ５０４２（４９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１２．３―１３．６―１３．９―１３．１―１１．３―１０．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３６．３―４９．９―１：０３．８―１：１６．９―１：２８．２―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マッハヴェロシティ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

２００６．４．２２生 牡２青 母 マイミッシェル 母母 ナイスレイズ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 ダイワハンター号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻２分遅延。



１９０１９ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２日 第７競走 ��
��１，２００�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

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

７１２ トムアウトランダー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人松崎 勉氏 佐藤 吉勝 門別 庄野牧場 B４７６＋ ２１：１２．７ ２．８�
（４４９５）

６１０ スペシャルハート 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４８４ ―１：１２．８� ４．３�
１１ ストライクゾーン 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 平井 雄二 静内 松田 三千雄 ４３８ ―１：１２．９� ３２．３�
６１１ イニシュモア 牡３栗 ５６ 柴山 雄一グレイドレーシング組合 勢司 和浩 静内 小倉 光博 ５１０－１２ 〃 クビ １９４．６�
２２ トーセンスプライト 牝３黒鹿５４ 吉田 豊島川 �哉氏 斎藤 宏 浦河 谷川牧場 ５０２＋１６１：１３．０クビ １７．５�
４６ ダイメイバード 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宮本 孝一氏 中野渡清一 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４７４± ０ 〃 ハナ ５０．４�
４７ コスモディスタンゲ 牡３栗 ５６ 福永 祐一 	ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 浦河 広瀬 正昭 ４７８－ ４１：１３．３１� １７．０

５８ ラバーズトウショウ 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人トウショウ産業� 小笠 倫弘 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 B４５６＋１１１：１３．５１� １３５．７�

５９ シャイニングアゲン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸浅川 皓司氏 中野 栄治 静内 三木田 明仁 ４６４＋ ８１：１４．１３� ３１．１
２３ 	 マルタカチェリー 牝３黒鹿５４ 鷹野 宏史高橋 義和氏 浅野洋一郎 米 Winches-

ter Farm ４６２－ ２１：１４．２� ３２７．７�
３５ フェールクークー 牝３栗 ５４ 田中 勝春	日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４５２＋ ２１：１４．３� ３．６�
８１５ ドンペリゴール 牡３芦 ５６ 小牧 太山田 貢一氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４５２＋１０１：１４．４� ６．９�
７１３ ココロノマド 牝３鹿 ５４ 東川 公則江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４２４－１４１：１５．４６ ３４６．３�

（笠松）

３４ セイコーソニック 牡３栗 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 柴田 政人 門別 天羽 禮治 ４６２＋１６１：１５．７１� ４３．４�
８１４ シルクホーネット 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康有限会社シルク田中 清隆 新冠 堤 牧場 ４８２ ―１：１７．１９ ２１２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，５３９，０００円 複勝： ３２，３６３，４００円 枠連： ２１，２０２，８００円

普通馬連： ８２，２８４，１００円 馬単： ６２，４０９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５８６，０００円

３連複： ７９，０８６，３００円 ３連単： １７７，６５３，９００円 計： ５０２，１２４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ６６０円 枠 連（６－７） ６８０円

普通馬連 �� ７２０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� １，０８０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� ４，６４０円 ３ 連 単 ��� １５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２２５３９０ 的中 � ６３９９２（１番人気）
複勝票数 計 ３２３６３４ 的中 � ９７６０８（１番人気）� ３９５８９（４番人気）� ８４０４（９番人気）
枠連票数 計 ２１２０２８ 的中 （６－７） ２３０２５（３番人気）
普通馬連票数 計 ８２２８４１ 的中 �� ８４８２４（３番人気）
馬単票数 計 ６２４０９４ 的中 �� ３４４１６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５８６０ 的中 �� ２１７３０（３番人気）�� ５２９７（１２番人気）�� ３２０２（２２番人気）
３連複票数 計 ７９０８６３ 的中 ��� １２６００（１４番人気）
３連単票数 計１７７６５３９ 的中 ��� ８３９８（４２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．４―１２．６―１２．３―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．４―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 ２，８（１，９，１２）７，１０（６，４）５－１５－１１－３，１３＝１４ ４ ２（８，１２）１，９（７，１０）（６，４）－５，１５，１１＝３－１３＝１４

勝馬の
紹 介

トムアウトランダー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００８．２．４ 東京１２着

２００５．３．３生 牡３栗 母 ホッカイアレス 母母 ホッカイテースト ５戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクホーネット号は，平成２０年８月２０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ムーンクレイドル号
※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。



１９０２０ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２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）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１８� モエレカトリーナ 牝３鹿 ５２ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 三石 中村 和夫 ４４４＋ ２１：４７．０ ３１．６�

７１３ アスクデピュティ 牝４栗 ５５ 石橋 脩廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４３６－１４ 〃 クビ ２．２�
１１ プリンセスドルチェ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊吉田 勝己氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４３０－ ２１：４７．１� ６．０�
５１０� スズカエンジェル 牝４鹿 ５５

５２ ▲草野 太郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４７０＋ ８１：４７．２� ９５．８�
７１４ エルブランコ 牝５芦 ５５ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 松永 康利 早来 ノーザンファーム ４４８－ ６１：４７．４１ １２２．４�
６１１ ウェンブリー 牝４栗 ５５ 内田 博幸渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 苫小牧 藤沢 武雄 ４４８＋ ２ 〃 クビ ３．１�
１２ サクラスウィープ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義	さくらコマース藤原 辰雄 静内 伊藤 敏明 ４７４± ０１：４７．５クビ ７．９

３６ � ソングバード 牝４青鹿５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４８２＋１０ 〃 クビ ５５．１�
３５ メタルビーズ 牝５黒鹿５５ 江田 照男�下河辺牧場 武藤 善則 門別 下河辺牧場 ４１０± ０１：４７．７１� ８２．８�
４７ ジョウノパンジー 牝４鹿 ５５ 田中 勝春小川 義勝氏 古賀 慎明 門別 三城牧場 ４４４－ ６ 〃 アタマ ７９．０
８１７ ネヴァテルミー 牝４栗 ５５

５２ ▲千葉 直人	ティーエイチ 河内 洋 静内 藤原牧場 ４５６＋ ４１：４７．８� ５７．１�
５９ アキクサクイン 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一井口 莞爾氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４３２＋１４１：４８．０１� ２０７．３�
２３ プラジェラート 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４ 〃 クビ ２７．０�
２４ マキハタセンシブル 牝４鹿 ５５ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ３９６＋ ２１：４８．２１� ３０４．２�
６１２ タケデンタンゴ 牝５青 ５５

５２ ▲池崎 祐介武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４５８± ０１：４８．３クビ ８３．２�
４８ � ホールドマイラヴ 牝４鹿 ５５

５４ ☆田中 博康山田 弘氏 高木 登 門別 インターナシヨナル牧場 ４７２－ ２ 〃 クビ ２３９．８�
８１６� ラビットジーズニ 牝４鹿 ５５ 小野 次郎喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４５６＋１０１：４８．５１� ２０３．３�
７１５ プリムラシチー 牝５鹿 ５５ 中舘 英二 	友駿ホースクラブ 嶋田 功 浦河 駿河牧場 ４３４－ ６１：４９．１３� ７５．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，３２７，２００円 複勝： ３８，６７６，６００円 枠連： ２８，９４８，４００円

普通馬連： ９９，５４９，８００円 馬単： ７７，３１８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，１５７，９００円

３連複： １０３，４５６，９００円 ３連単： ２４９，２６５，６００円 計： ６５４，７００，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，１６０円 複 勝 � ５４０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（７－８） １，２３０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ７，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９７０円 �� １，９３０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ３，７３０円 ３ 連 単 ��� ５３，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２８３２７２ 的中 � ７０６７（６番人気）
複勝票数 計 ３８６７６６ 的中 � １３０２２（６番人気）� １０１９０７（１番人気）� ５５６７９（３番人気）
枠連票数 計 ２８９４８４ 的中 （７－８） １７４９３（４番人気）
普通馬連票数 計 ９９５４９８ 的中 �� ３６４２０（８番人気）
馬単票数 計 ７７３１８１ 的中 �� ７２５６（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９１５７９ 的中 �� ７０６６（８番人気）�� ３４０５（１７番人気）�� ２４２５６（２番人気）
３連複票数 計１０３４５６９ 的中 ��� ２０４８６（８番人気）
３連単票数 計２４９２６５６ 的中 ��� ３４６２（１２６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１１．８―１２．４―１２．３―１２．０―１１．５―１０．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．１―４８．５―１：００．８―１：１２．８―１：２４．３―１：３４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モエレカトリーナ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 タイトスポット

２００５．５．６生 牝３鹿 母 シ ー ワ ン 母母 カリビアンブルー ６戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
地方デビュー ２００７．８．１ 旭川

〔制裁〕 タケデンタンゴ号の騎手池崎祐介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※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 サンアイブライト号



１９０２１ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２日 第９競走 ��
��２，０００�

い と い が わ

糸 魚 川 特 別
発走１４時３５分 （芝・左・外）

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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

４７ リネンフィールド 牝４栗 ５５ 南田 雅昭戸山 光男氏 南田美知雄 三石 平野牧場 ４８２＋ ２１：５９．０ １７．９�

６１１ アドマイヤセナ 牡５栗 ５７ 柴田 善臣近藤 利一氏 二ノ宮敬宇 早来 ノーザンファーム ５０４＋ ２ 〃 クビ １１．３�
５８ プリティダンス 牝４栗 ５５ 福永 祐一横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７２＋１０１：５９．２１ ２９．８�
３５ イケトップガン 牡４栗 ５７ 田中 勝春池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ １３．５�
４６ ストロングラリー 牡４青鹿５７ 木幡 初広村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４７８＋ ４１：５９．３� ２．９�
７１２ エイデンダンス 牡３鹿 ５４ 吉田 豊永田 清男氏 高木 登 平取 協栄組合 B４６４± ０ 〃 クビ １１３．２�
３４ ベルモントルパン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４６６－ ２１：５９．４クビ ２．５	
８１４ ダイワバイロン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４８８＋１２ 〃 クビ １０．９

１１ � エーブダンシング 牡４黒鹿５７ 田中 博康 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 静内 キヨタケ牧場 ４５６＋ ６１：５９．５� ７３．８�
７１３ マルタカシャトル 牡３栗 ５４ 中舘 英二高橋 義和氏 清水 美波 新冠 北星村田牧場 B５０８± ０２：００．１３� ２４．１
２３ ミ コ コ ロ 牝７鹿 ５５ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４３６－ ２２：０１．０５ １３７．１�
２２ � クリスマスギフト 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ４８８－ ６２：０１．７４ １４４．８�
５９ トモロザベスト 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義廣崎 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５０６± ０２：０１．８	 １４．０�
８１５� ダイワパンテーラ 牡５鹿 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 中野渡清一 千歳 社台ファーム ４４６－ ２２：０１．９� １５６．５�
６１０
 スズランコマンダー 牝３鹿 ５２ 東川 公則厚川壽美雄氏 山中 輝久 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ５０６＋ １２：０２．１１ １０９．５�
（笠松） （笠松）

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，８７９，６００円 複勝： ４２，０９５，７００円 枠連： ３３，９５１，２００円

普通馬連： １４８，０９９，９００円 馬単： ９６，４８４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，１８２，６００円

３連複： １３３，６０５，１００円 ３連単： ３５３，０５６，８００円 計： ８７５，３５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７９０円 複 勝 � ３５０円 � ３６０円 � ７４０円 枠 連（４－６） １，６５０円

普通馬連 �� ７，７４０円 馬 単 �� １６，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９９０円 �� ４，０８０円 �� ３，４８０円

３ 連 複 ��� ５６，９３０円 ３ 連 単 ��� ３３７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ３１８７９６ 的中 � １４０９３（７番人気）
複勝票数 計 ４２０９５７ 的中 � ３３６０７（３番人気）� ３２１０８（４番人気）� １３６７６（９番人気）
枠連票数 計 ３３９５１２ 的中 （４－６） １５１９４（８番人気）
普通馬連票数 計１４８０９９９ 的中 �� １４１２６（２５番人気）
馬単票数 計 ９６４８４６ 的中 �� ４３７１（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６１８２６ 的中 �� ４５４６（２３番人気）�� ２１６８（３６番人気）�� ２５４８（３３番人気）
３連複票数 計１３３６０５１ 的中 ��� １７３２（１０５番人気）
３連単票数 計３５３０５６８ 的中 ��� ７７１（６２８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．７―１２．２―１２．６―１２．４―１１．９―１１．５―１０．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．９―３５．６―４７．８―１：００．４―１：１２．８―１：２４．７―１：３６．２―１：４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リネンフィールド �
�
父 パラダイスクリーク �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００６．７．１ 福島３着

２００４．３．２９生 牝４栗 母 リネンティアラ 母母 エリモイメージ １８戦２勝 賞金 ３６，９１８，０００円
※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。



１９０２２ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

ひ う ち や ま

火 打 山 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．７．１４以降２０．７．１３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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

７１３� モルトグランデ 牡４鹿 ５８．５ 蛯名 正義櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I
Bloodstock ４８８＋ ８１：２１．２ ２．６�

３６ ボ ム シ ェ ル 牝５栃栗５２ 松岡 正海�ターフ・スポート藤沢 則雄 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム B４５０＋ ４１：２１．３� ５２．５�

７１５ クラウンプリンセス 牝４鹿 ５４ 小牧 太臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５４－１４ 〃 クビ ８．０�
５９ カームブレイカー 牡８栗 ５４ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ５４４＋ ４１：２１．４� ６０．３�
５１０ パ パ ラ チ ア 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７０－ ２ 〃 ハナ ３．０�
８１８� タマモハクライ 牡５鹿 ５４ 中舘 英二タマモ	 中竹 和也 米 Gaines－Gentry

Thoroughbreds ４５４＋１０ 〃 ハナ ７１．３

３５ マチカネニオウミヤ 牡５鹿 ５４ 横山 義行細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４６２－ ２１：２１．５クビ ２８．１�
１２ � ライフブリーズ 牝５鹿 ５２ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 �田 研二 静内 岡田スタツド ４３６± ０１：２１．７１� １８．８
６１１ コウヨウマリーン 牝３青鹿５０ 江田 照男寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４５２－ ６ 〃 ハナ １６．７�
６１２ ヴ ン ダ ー 牡７黒鹿５３ 田中 勝春幅田 昌伸氏 庄野 靖志 門別トヨサトアライファーム ４９４－ ４ 〃 クビ ７８．４�
２３ � マルタカエンペラー 牡４鹿 ５５ 吉田 隼人高橋 義和氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４４６＋ ６１：２１．８クビ ９．１�
７１４ ハセノダンディ 牡７栗 ５３ 柴田 善臣長谷川成利氏 大江原 哲 静内 野坂牧場 B４９０＋ ２１：２１．９� ２１５．２�
４８ グランプリペガサス 牡６鹿 ５２ 小野 次郎	グランプリ 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４７４－ ２ 〃 クビ １８２．１�
１１ ヤマニンスプラウト 牝７鹿 ５０ 中谷 雄太土井 肇氏 清水 利章 浦河 廣田 伉助 ４６２± ０１：２２．０クビ ３１０．３�
４７ レッツゴーヒチョリ 牡３鹿 ５２ 田中 博康飯田 正剛氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ５３８－ ２１：２２．１	 ９７．０�
２４ ウインドストーム 牡５鹿 ５４ 渡辺 薫彦中村 昭博氏 堀井 雅広 門別 浜本牧場 ４９８＋ ２１：２２．６３ ８０．０�
８１６� スリーセブンスピン 牡５鹿 ５７ 平沢 健治菅原 太陽氏 堀井 雅広 米 Overbrook

Farm ４９６± ０１：２３．３４ ２９．２�
８１７ コルサトウショウ 牝５栗 ５１ 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 ４８２± ０１：２３．８３ ６８．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３７，３２８，６００円 複勝： ５０，６３７，２００円 枠連： ４３，７０７，１００円

普通馬連： １８６，２３２，３００円 馬単： １１９，０９０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，０３１，３００円

３連複： １８３，３１１，３００円 ３連単： ４３３，１５９，５００円 計： １，０９９，４９８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １５０円 � １，０２０円 � ２５０円 枠 連（３－７） １，８８０円

普通馬連 �� ７，７３０円 馬 単 �� １１，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７７０円 �� ６６０円 �� ３，９２０円

３ 連 複 ��� １５，０２０円 ３ 連 単 ��� ８２，１２０円

票 数

単勝票数 計 ３７３２８６ 的中 � １１６９７９（１番人気）
複勝票数 計 ５０６３７２ 的中 � １２４３４５（１番人気）� ９２９７（１１番人気）� ５１７４２（３番人気）
枠連票数 計 ４３７０７１ 的中 （３－７） １７１６４（８番人気）
普通馬連票数 計１８６２３２３ 的中 �� １７８０３（２３番人気）
馬単票数 計１１９０９０８ 的中 �� ７９２９（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６０３１３ 的中 �� ３９８２（２９番人気）�� １８３２７（５番人気）�� ２７８９（３８番人気）
３連複票数 計１８３３１１３ 的中 ��� ９００９（４５番人気）
３連単票数 計４３３１５９５ 的中 ��� ３８９３（２２４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．２―１２．２―１２．１―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．６―３３．８―４６．０―５８．１―１：０９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�モルトグランデ �
�
父 War Chant �

�
母父 Capote デビュー ２００６．１１．１８ 東京３着

２００４．２．１７生 牡４鹿 母 New Dice 母母 Get Lucky １４戦４勝 賞金 ７３，０９９，０００円
〔制裁〕 クラウンプリンセス号の騎手小牧太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
※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 キョウエイストーム号・キングオザー号・コアレスコジーン号・コリントシチー号・ノーザンスター号・

フェイムロバリー号



１９０２３ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２日 第１１競走
サマースプリントシリーズ

��
��１，０００�第８回アイビスサマーダッシュ（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４５分 （芝・直線）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５３�４歳以上５６�，
牝馬２�減，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳５３�４歳
以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�
増（ただし２歳時の成績を除く）

新潟市長賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ６５８，０００円 １８８，０００円 ９４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

８１８ カノヤザクラ 牝４栗 ５４ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ４９８－ ４ ５４．２ ５．４�

３５ � シンボリグラン 牡６芦 ５７ 内田 博幸シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro
Wada B５２６－ ６ ５４．３	 １９．９�

１１ � アポロドルチェ 牡３青鹿５３ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland
Farm B４６６－ ２ 〃 クビ １０．３�

８１６� サープラスシンガー 牡４鹿 ５６ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 米 MGG
Holdings ５４２－ ２ 〃 アタマ １０．０�

２３ クーヴェルチュール 牝４黒鹿５４ 後藤 浩輝 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４８４＋１０ ５４．５１	 ８．３�

７１３� ステキシンスケクン 牡５鹿 ５６ 福永 祐一榮 義則氏 森 秀行 米 Monticule ４６０－ ４ ５４．６クビ １３．５�
４８ エムオーウイナー 牡７黒鹿５６ 熊沢 重文大浅 貢氏 服部 利之 門別 門別牧場 ５２８＋ ６ 〃 クビ ２３．１	
７１５�
 シンボリウエスト �８黒鹿５６ 田中 勝春シンボリ牧場 鹿戸 雄一 米 Takahiro

Wada B５１０＋ ２ 〃 ハナ ７６．９

８１７ マルブツイースター 牡３鹿 ５３ 中舘 英二大澤 毅氏 中尾 正 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４４６± ０ 〃 ハナ ９．２�
５１０ タマモホットプレイ 牡７栗 ５７ 吉田 豊タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４８０－ ６ 〃 ハナ ５２．２�
３６ アルーリングボイス 牝５鹿 ５４ 石橋 脩 サンデーレーシング 野村 彰彦 白老 白老ファーム ４６６＋１２ 〃 アタマ ３８．１�
７１４ レ ヴ リ 牝６黒鹿５４ 二本柳 壮井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４４４＋ ２ ５４．７クビ ２８．９�
６１１ ナカヤマパラダイス 牡５鹿 ５６ 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 静内 北洋牧場 ４８８＋ ４ ５４．８	 １３．１�
６１２ フジサイレンス 牡８黒鹿５６ 江田 照男浅野 恭秀氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４９６－ ４ ５４．９	 １１３．５�
５９ ス パ イ ン 牡６鹿 ５６ 石神 深一西森 鶴氏 堀井 雅広 三石 ニシケンフ

アーム ４９２＋２０ ５５．１１ １６．６�
４７ エイムアットビップ 牝３鹿 ５１ 吉田 隼人飯田 正剛氏 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４５２± ０ ５５．２� ４．９�
１２ ハナイチリン 牝５栗 ５４ 松岡 正海セゾンレースホース� 飯田 雄三 厚真 阿部 栄乃進 ４７８＋ ４ ５５．３クビ ８２．５�
２４ オートセレブ 牡６鹿 ５６ 渡辺 薫彦大戸 時子氏 沖 芳夫 浦河 辻 牧場 ４８０－ ４ ５５．６１� ３８．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５２，５３０，６００円 複勝： １８１，３４４，５００円 枠連： ２１８，５２２，８００円

普通馬連： １，００７，０８４，４００円 馬単： ５４８，７６５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１２，９６１，５００円

３連複： １，１４７，６６３，１００円 ３連単： ２，６４０，３３２，４００円 計： ６，１０９，２０５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２２０円 � ５４０円 � ３４０円 枠 連（３－８） ２，０３０円

普通馬連 �� ６，１４０円 馬 単 �� １０，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２６０円 �� １，３２０円 �� ３，２８０円

３ 連 複 ��� ２１，１１０円 ３ 連 単 ��� １２０，８１０円

票 数

単勝票数 計１５２５３０６ 的中 � ２２６７１６（２番人気）
複勝票数 計１８１３４４５ 的中 � ２６１３２８（１番人気）� ７７７９６（１０番人気）� １３９５５２（５番人気）
枠連票数 計２１８５２２８ 的中 （３－８） ７９５８２（９番人気）
普通馬連票数 計１００７０８４４ 的中 �� １２１０６９（２９番人気）
馬単票数 計５４８７６５７ 的中 �� ４０１３７（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１２９６１５ 的中 �� ２３１５９（３３番人気）�� ４０６４６（９番人気）�� １５７４３（４８番人気）
３連複票数 計１１４７６６３１ 的中 ��� ４０１３８（７６番人気）
３連単票数 計２６４０３３２４ 的中 ��� １６１３０（４２７番人気）

ハロンタイム １１．８―９．９―１０．４―１０．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．８―２１．７―３２．１―４２．６

上り４F４２．４－３F３２．５
勝馬の
紹 介

カノヤザクラ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Woodman デビュー ２００６．１０．１ 中京１着

２００４．３．３１生 牝４栗 母 ウッドマンズシック 母母 Radical Chic １５戦４勝 賞金 １４６，３８５，０００円



１９０２４ ７月２０日 曇 良 （２０新潟２）第２日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時３０分 （ダート・左）

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� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

６１１ エ ノ ク 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５００＋１０１：１１．６ ３．３�

８１４ オ オ ヒ メ 牝４黒鹿５５ 柄崎 将寿武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５２０＋１２ 〃 クビ １９．３�
１１ パワークルセダー 牡６栗 ５７

５４ ▲千葉 直人�まの 成島 英春 三石 本桐牧場 ４９０－ ４１：１２．１３ ３８．９�
８１５ トーセンマキシマム 牡４栗 ５７ 柴山 雄一島川 �哉氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４８２＋ ８ 〃 クビ １２．５�
６１０ スズノネイビー 牡４芦 ５７ 後藤 浩輝小紫 芳夫氏 小西 一男 早来 ノーザンファーム ５０２± ０ 〃 アタマ ２．８�
７１３� サ ラ ト ガ 牝４芦 ５５ 勝浦 正樹平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４８２－ ４１：１２．４２ １０．７	
４６ シルクイーグル 牡３鹿 ５４ 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 門別 ヤナガワ牧場 ４８４－ ２ 〃 ハナ ２４．６

２２ � メ タ リ ッ ク 牡４芦 ５７ 東川 公則�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４６２＋ ６１：１２．６１ ２００．９�

（笠松）

３５ ワンダーポデリオ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４７４＋１０ 〃 クビ ９．３�
３４ ヒロノグレガ 牡３芦 ５４ 柴田 善臣山内 広氏 清水 美波 浦河 鈴木 武蔵 ４７４＋ ２ 〃 ハナ ３７．４
７１２ ヒュームウッド 牡３栗 ５４ 小牧 太後藤 繁樹氏 崎山 博樹 平取 北島牧場 ５００＋ ８ 〃 アタマ ５２．１�
５９ ドンアドヴァイタ 牡４芦 ５７ 松岡 正海山田 貢一氏 鈴木 伸尋 新冠 若林牧場 ４８６＋１０１：１２．９１� ５８．８�
５８ ケイアイモーガン 牡３栗 ５４ 蛯名 正義亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４７２＋１２１：１３．１１� ３９．１�
４７ ゲ ン ス イ 牡３栗 ５４ 武士沢友治中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ５１２＋ ８１：１３．５２� １０．４�
２３ � ヴィーナスイモン 牝４黒鹿５５ 南田 雅昭井門 昭二氏 南田美知雄 鵡川 西山牧場 ４５８＋ ５１：１４．２４ １８４．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４３，５３２，０００円 複勝： ５６，８３４，３００円 枠連： ５８，２８６，７００円

普通馬連： ２０１，５６０，９００円 馬単： １３１，５５４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，２８５，１００円

３連複： ２０２，６２６，３００円 ３連単： ５２１，３３６，５００円 計： １，２６９，０１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １９０円 � ４７０円 � ５７０円 枠 連（６－８） ６００円

普通馬連 �� ４，２９０円 馬 単 �� ６，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４６０円 �� ２，２６０円 �� ５，０９０円

３ 連 複 ��� ３９，０８０円 ３ 連 単 ��� １７４，１００円

票 数

単勝票数 計 ４３５３２０ 的中 � １０６６１３（２番人気）
複勝票数 計 ５６８３４３ 的中 � １０３７５３（２番人気）� ２８２５３（７番人気）� ２２６０２（８番人気）
枠連票数 計 ５８２８６７ 的中 （６－８） ７１８５１（１番人気）
普通馬連票数 計２０１５６０９ 的中 �� ３４７１４（１６番人気）
馬単票数 計１３１５５４０ 的中 �� １５２５８（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３２８５１ 的中 �� ９１９７（１６番人気）�� ５８０５（２６番人気）�� ２５２８（５８番人気）
３連複票数 計２０２６２６３ 的中 ��� ３８２７（１２８番人気）
３連単票数 計５２１３３６５ 的中 ��� ２２１０（５３３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．４―１２．２―１１．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３４．３―４６．５―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ノ ク �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００７．２．１１ 京都３着

２００４．４．１６生 牡４栗 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール ５戦３勝 賞金 ２４，０００，０００円
〔制裁〕 ヒュームウッド号の調教師崎山博樹は，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。
※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 スマートサプライズ号・ペイアテンション号
※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。



（２０新潟２）第２日 ７月２０日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２８，１６０，０００円
３，４１０，０００円
１２，７００，０００円
２，１００，０００円
２４，８４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，０３０，０００円
５，０６４，０００円
１，８４８，３００円

勝馬投票券売得金
４２８，２０７，９００円
５４５，９１９，０００円
５１４，４９６，１００円
２，０７９，０２８，６００円
１，３４８，８９０，０００円
５１８，２９３，１００円
２，２４３，８１２，６００円
５，２１３，９９４，９００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 １２，８９２，６４２，２００円

総入場人員 ２３，２５３名 （有料入場人員 １９，５４２名）




