
２２０６１ ８月３１日 晴 稍重 （２０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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

５８ グローリールピナス 牝２栃栗５４ 田中 勝春大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４０± ０１：２１．９ ２．０�

３３ マイネアリス 牝２青鹿５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 ビッグレッドファーム ４１２－１０１：２２．８５ ８０．１�

４５ ピエナリリー 牝２鹿 ５４ 江田 照男本谷 兼三氏 萱野 浩二 安平 ノーザンファーム ４２０－ ６ 〃 クビ ２０．７�
６９ クリノメダリスト 牝２栗 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４３４＋ ２１：２３．０１� １９．８�
７１２ エ ア ダ ー ミ 牝２鹿 ５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６ 〃 ハナ ３．８�
４６ ドクタークリス 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 浦河 小倉牧場 ４７２＋ ２ 〃 ハナ ２７．１�
８１４ ア カ リ 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 ４６２± ０１：２３．２１� ７．７	
６１０ ラヴリーテンダー 牝２栗 ５４ 内田 博幸熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４６４± ０１：２３．３クビ ７．０

７１１ カモンベイビー 牝２黒鹿５４ 石橋 脩永田 清男氏 畠山 吉宏 三石 筒井 征文 ４０８± ０１：２４．０４ ５３．１�
５７ インターメディア 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 パートナーホースクラブ 谷原 義明 日高 坂 牧場 ４６２－ ２１：２４．６３� ６３．４�
２２ ニシノトップモード 牝２栗 ５４

５１ ▲千葉 直人西山 茂行氏 佐藤 吉勝 鵡川 西山牧場 ４９６＋ ６１：２４．８１� １２６．５
３４ ダイワポイズン 牝２黒鹿５４ 木幡 初広大城 敬三氏 嶋田 功 静内 出羽牧場 ４２２－１０１：２５．１１� １５１．４�
１１ ブルーフォーチュン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治桜井 欣吾氏 中野渡清一 静内 飛野牧場 ４４４＋ ４１：２５．２� １７８．９�
８１３ トーセンモンテリナ 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎島川 �哉氏 中島 敏文 浦河 惣田 英幸 ４７０－ ６１：２９．４大差 ２１２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，８４２，３００円 複勝： ３０，９６４，７００円 枠連： １７，６０９，８００円

普通馬連： ６１，７４７，７００円 馬単： ５４，４８８，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５３２，９００円

３連複： ７２，６０６，５００円 ３連単： １２４，５７４，３００円 計： ３９９，３６６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １，７８０円 � ４００円 枠 連（３－５） ４，５１０円

普通馬連 �� １０，３３０円 馬 単 �� １４，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２５０円 �� ５９０円 �� １０，８９０円

３ 連 複 ��� ３２，６４０円 ３ 連 単 ��� １７０，２６０円

票 数

単勝票数 計 １５８４２３ 的中 � ６５１３１（１番人気）
複勝票数 計 ３０９６４７ 的中 � １３４５２８（１番人気）� ２６０２（１０番人気）� １３９６４（５番人気）
枠連票数 計 １７６０９８ 的中 （３－５） ２８８７（１１番人気）
普通馬連票数 計 ６１７４７７ 的中 �� ４４１２（２５番人気）
馬単票数 計 ５４４８８０ 的中 �� ２７８２（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５３２９ 的中 �� １５８０（２７番人気）�� ９８２６（６番人気）�� ４６３（５２番人気）
３連複票数 計 ７２６０６５ 的中 ��� １６４２（６６番人気）
３連単票数 計１２４５７４３ 的中 ��� ５４０（３０８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．２―３４．３―４６．１―５８．０―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グローリールピナス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．７．２７ 新潟３着

２００６．５．１１生 牝２栃栗 母 グローリーゲイト 母母 ド ー タ ー ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔制裁〕 マイネアリス号の騎手柴山雄一は，決勝線手前で外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〕 トーセンモンテリナ号は，平成２０年９月３０日まで平地競走に出走できない。



２２０６２ ８月３１日 晴 稍重 （２０新潟３）第６日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時３０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

６１１ セイクリッドバレー 牡２栗 ５４ 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４７４－ ４１：３５．２ ２．５�

２３ メジロワーロック 牡２栗 ５４ 蛯名 正義�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４９２＋ ２１：３５．８３� ２．１�
６１２ ドリームヘリテージ 牡２栗 ５４

５３ ☆田中 博康セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２１：３６．１２ １０．６�
７１３ クレッシェンド 牝２黒鹿５４ 小野 次郎グリーンスウォード 天間 昭一 浦河 上山牧場 ４８２± ０１：３６．５２� １５４．４�
８１５ シンボリカージナル 牡２鹿 ５４ 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４５０＋ ６１：３６．６クビ ３０．３�
５９ ヴィーヴァアミーコ 牡２栗 ５４ 吉田 豊芹澤 精一氏 田中 清隆 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８＋ ４１：３６．８１� １５９．３	
５１０ 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 ４７０＋１４１：３６．９� ３９．６

２４ テンシノマズル 牡２鹿 ５４ 武 幸四郎杉谷 枡夫氏 田所 秀孝 浦河 大北牧場 ４４２＋ ６ 〃 ハナ ２２．９�
４８ ブルーグロウ 牡２鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人三協軽種馬� 菅原 泰夫 新冠 渕瀬フアーム ４３６－ ６１：３７．０� ２６．５�
７１４ ヤマイチヘレネ 牝２青鹿５４ 柴田 善臣坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ４６６－ ６１：３７．３２ ２１．９
１２ バットマンデガジェ 牡２栗 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 菊川 正達 浦河 中馬 賢治 ４４２－ ６１：３７．４� ７１．２�
８１６ キャッツテイル 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４１４± ０１：３７．５クビ ９３．６�
１１ エ ジ ソ ン 牡２栗 ５４

５１ ▲草野 太郎重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ４９８＋１８１：３７．６� １３２．２�
３５ マイネルセラフィム 牡２栗 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 浦河 村下牧場 ５１２± ０ 〃 クビ ４４．３�
４７ スプリングリスト 牡２栗 ５４ 内田 博幸加藤 春夫氏 斎藤 誠 様似 様似共栄牧場 ４４２＋ ８１：３７．７� ４４．４�
３６ パ ゴ ダ 牡２鹿 ５４ 穂苅 寿彦�和田牧場 和田 正道 静内 及川 麻吉 ４９０－１０１：３７．８� ３６６．５�
８１７ ワ カ ギ ミ 牡２栗 ５４ 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４８８－ ６１：３７．９� ９０．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １５，７６５，７００円 複勝： ２４，２２７，４００円 枠連： ２０，７１６，９００円

普通馬連： ６３，３４２，１００円 馬単： ５３，０２９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２８６，７００円

３連複： ６６，３７１，９００円 ３連単： １１９，２４８，６００円 計： ３８２，９８９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（２－６） ２００円

普通馬連 �� ２２０円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４０円 �� ３８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ２，７００円

票 数

単勝票数 計 １５７６５７ 的中 � ５００６５（２番人気）
複勝票数 計 ２４２２７４ 的中 � ７１７２６（２番人気）� ８３５２９（１番人気）� ２０７７１（３番人気）
枠連票数 計 ２０７１６９ 的中 （２－６） ７７１８０（１番人気）
普通馬連票数 計 ６３３４２１ 的中 �� ２１８８４９（１番人気）
馬単票数 計 ５３０２９９ 的中 �� ６８８６０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２８６７ 的中 �� ５２９６８（１番人気）�� １０５１３（３番人気）�� １０９６７（２番人気）
３連複票数 計 ６６３７１９ 的中 ��� ６０５９３（１番人気）
３連単票数 計１１９２４８６ 的中 ��� ３２６３４（２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１１．８―１２．８―１２．７―１１．７―１０．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．１―３５．９―４８．７―１：０１．４―１：１３．１―１：２３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイクリッドバレー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．８．１０ 新潟４着

２００６．４．２９生 牡２栗 母 ホーリーブラウン 母母 アニーブラウン ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円



２２０６３ ８月３１日 晴 重 （２０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

１：４９．７
１：４８．４

稍重

重

４７ ニシノテンクウ 牡３芦 ５６ 内田 博幸西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 B５０２＋ ２１：５３．９ １．９�

５９ スズヨコンコルド 牝３鹿 ５４
５１ ▲千葉 直人鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 三石 タツヤファーム ４５６＋ ２１：５４．５３� ６０．１�

７１２ 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 B４９６＋ ４１：５４．６� ７７．５�
２３ ゴールデンストーム 牡３栗 ５６ 柴田 善臣佐藤 恭永氏 高市 圭二 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８± ０１：５４．８１� ７．６�
３４ ファルクラム 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �社台レースホース萱野 浩二 追分 追分ファーム ４９０－ ２１：５５．５４ ６．９�
６１１ トーセンゴダール 牡３栗 ５６ 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 慎明 青森 諏訪牧場 ４６８－ ２１：５５．７１ ５．０	
４６ トップオブオアフ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 浦河 浦河土肥牧場 ４４８－ ２１：５５．９１� ４０．８

８１５ マダトモウドッチ 牡３栗 ５６ 吉田 豊�有恒 小林 常泰 青森 ユーコー牧場 ４５６－ １ 〃 クビ ２３．１�
７１３ ダノンハンセン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ダノックス 森 秀行 浦河 高昭牧場 B５４０－１０１：５６．１１� ３３．０
５８ セレクトキング 牡３鹿 ５６ 武士沢友治宮川 純造氏 保田 一隆 新冠 隆栄牧場 ４３８＋ ２１：５６．６３ ７２．９�
８１４ ヤワタサンデー 牡３栗 ５６ 小野 次郎平岩 健一氏 菊川 正達 門別 木村牧場 ５０２＋ ８１：５６．７� １２．７�
１１ リバーブレイブ 牡３栗 ５６ 横山 義行河越 武治氏 郷原 洋行 門別 広中 稔 B４８２＋ ２１：５６．８� １８７．２�
３５ カツヨリュウマ 牡３栗 ５６

５３ ▲池崎 祐介丹羽 茂文氏 中野渡清一 静内 服部 牧場 ４６６＋ ８１：５６．９� １７１．８�
２２ セイウンデジレ 牡３鹿 ５６

５５ ☆田中 博康西山 茂行氏 上原 博之 新冠 競優牧場 ４９２ ―１：５７．３２� ２０６．０�
６１０ ヤマニンゲイザー 牡３黒鹿５６ 田中 剛土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４９０± ０１：５７．６２ ２９６．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，６７１，５００円 複勝： ２３，９８５，５００円 枠連： １７，５９５，６００円

普通馬連： ５７，４８９，７００円 馬単： ５１，８７３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６５１，６００円

３連複： ６２，６９１，０００円 ３連単： １１２，７９１，０００円 計： ３６０，７４９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ８７０円 � １，０６０円 枠 連（４－５） ２，８３０円

普通馬連 �� ３，０４０円 馬 単 �� ３，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１１０円 �� １，７７０円 �� １４，５８０円

３ 連 複 ��� ４３，２８０円 ３ 連 単 ��� １４８，９１０円

票 数

単勝票数 計 １６６７１５ 的中 � ７２１９５（１番人気）
複勝票数 計 ２３９８５５ 的中 � １０４５８７（１番人気）� ４４３９（９番人気）� ３６０５（１０番人気）
枠連票数 計 １７５９５６ 的中 （４－５） ４６０３（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５７４８９７ 的中 �� １３９７７（１２番人気）
馬単票数 計 ５１８７３８ 的中 �� ９８８８（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６５１６ 的中 �� ４０３８（１１番人気）�� ２４６４（１７番人気）�� ２８８（６０番人気）
３連複票数 計 ６２６９１０ 的中 ��� １０６９（８４番人気）
３連単票数 計１１２７９１０ 的中 ��� ５５９（３０９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１３．０―１３．４―１２．８―１２．６―１３．１―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．９―３６．９―５０．３―１：０３．１―１：１５．７―１：２８．８―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノテンクウ �
�
父 セイウンスカイ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００７．１２．１６ 中山１６着

２００５．４．２９生 牡３芦 母 ニシノディセンシー 母母 ビーマイアリ ７戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 クイックステップ号・クリノラブタイプ号・ケイアイスマート号・ケイジーインパクト号・ルグランコンデ号



２２０６４ ８月３１日 晴 重 （２０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 マイティークラウン �３鹿 ５６ 福永 祐一世賀 聖啓氏 後藤 由之 浦河 有限会社
吉田ファーム ４２８＋ ４１：１２．５ １１．６�

４６ 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 ５０６± ０１：１２．７１ ３．１�
５８ チョコサンデー 牝３青鹿５４ 木幡 初広山田 和正氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４５０＋ ６１：１２．９１ ９４．７�
７１２ タケデンオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲千葉 直人武市 弘氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：１３．２２ ３７．９�
８１４ カオリホーク 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義川畑 �司氏 武市 康男 青森 大須賀牧場 B５２０－ ６ 〃 クビ ３．３�
１１ パンプキンアリス 牝３黒鹿５４ 中舘 英二誓山 正伸氏 南田美知雄 浦河 杵臼牧場 ４６４－ ６１：１３．３� １８．５�
２３ グレイホーク 牡３青鹿５６ 津村 明秀後藤 繁樹氏 鮫島 一歩 鵡川 宇南山牧場 ４８６－ ４１：１３．４クビ １０．６	
８１５ ボ ー マ タ ン 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ４４０＋ ２１：１３．５� ２３．０

２２ カモンスタンダップ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ５９０－ ２ 〃 クビ ８．１�
３４ ストロングアクシス �３鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８６＋ ８１：１３．８１� ８５．０�
４７ ガットストロング 牡３栗 ５６

５５ ☆田中 博康齊藤四方司氏 河野 通文 門別 下河辺牧場 ４４４＋ ６１：１４．０１	 １３７．７
７１３ ブラボーデイ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩島田 �樹氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４２６－ ２ 〃 ハナ ２１．４�
６１０ パーソナルステージ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥釘田 秀人氏 藤沢 則雄 静内 大滝 康晴 ４５６－ ４１：１４．７４ １３４．１�
６１１
 エリカオンヒル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春藤田 在子氏 柴崎 勇 米 J. D. Stuart

& P. C. Bance ４５８－ ８１：１４．９１� １５６．５�
５９ アメイジングレイス 牝３青 ５４ 後藤 浩輝田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：１５．５３� ８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，８２５，４００円 複勝： ２９，０４７，８００円 枠連： ２３，３５５，８００円

普通馬連： ７４，６１３，０００円 馬単： ５７，３３５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６３９，３００円

３連複： ８０，２３１，４００円 ３連単： １３３，０５７，９００円 計： ４４５，１０６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３００円 � １５０円 � １，５３０円 枠 連（３－４） １，３６０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ３，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５１０円 �� ７，５４０円 �� ４，９００円

３ 連 複 ��� ４３，１６０円 ３ 連 単 ��� ２３２，７００円

票 数

単勝票数 計 ２２８２５４ 的中 � １５５３９（６番人気）
複勝票数 計 ２９０４７８ 的中 � ２２８４１（６番人気）� ７４６９１（１番人気）� ３５３４（１２番人気）
枠連票数 計 ２３３５５８ 的中 （３－４） １２７０１（６番人気）
普通馬連票数 計 ７４６１３０ 的中 �� ４６０３０（４番人気）
馬単票数 計 ５７３３５７ 的中 �� １１８３４（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６３９３ 的中 �� １３１０１（３番人気）�� ７６３（５８番人気）�� １１８１（４６番人気）
３連複票数 計 ８０２３１４ 的中 ��� １３７２（１１３番人気）
３連単票数 計１３３０５７９ 的中 ��� ４２２（６１５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．７―１２．６―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３５．０―４７．６―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイティークラウン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２００８．４．１９ 福島１５着

２００５．３．８生 �３鹿 母 スターオブサマリン 母母 セノエティアラ ５戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
※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 アナザースター号・クリーンピカタン号・ジャンドゥーヤ号・フェールクークー号



２２０６５ ８月３１日 晴 良 （２０新潟３）第６日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時００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

１：４７．４
１：４６．７

良

良

１１ マ ナ ク ー ラ 牡２黒鹿５４ 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４６４ ―１：５３．１ １．４�

４４ ニシノルーファス 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 ４５６ ―１：５３．２� １０．３�
６７ ドリームサンセール 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 横山 浩司 ４７８ ―１：５３．６２� ２０．３�
７９ グリッドマトリクス 牡２鹿 ５４ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ５１２ ― 〃 クビ １２．８�
３３ コスモハイスペック 牝２栗 ５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム ４５６ ― 〃 ハナ ２６．４�
７８ セレスアシュリー 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義岡 浩二氏 岩戸 孝樹 三石 水上 習孝 ４９６ ―１：５４．１３ ３２．０	
２２ センノバルダー 牡２鹿 ５４ 木幡 初広浅野 正敏氏 蛯名 信広 日高 大沢育成牧場 ４９２ ― 〃 ハナ ２４．５

６６ フリージャズ 牡２鹿 ５４ 吉田 豊前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４ ―１：５４．２� ３８．９�
８１０ ウルトラプレジャー 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝伊藤 貢氏 佐藤 正雄 浦河 日田牧場 ４２４ ―１：５４．６２� １３．１�
８１１ ステイアウェイ 牡２黒鹿５４ 石橋 脩内藤 好江氏 浅野洋一郎 宮城 高友産業 ３９６ ―１：５４．９１� １１１．３
５５ メジロフューチャー 牝２鹿 ５４ 中舘 英二�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５０４ ―１：５６．０７ １１．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２３，７２９，４００円 複勝： ４０，０２２，１００円 枠連： １６，４５０，７００円

普通馬連： ５５，１５０，１００円 馬単： ６４，０２２，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６８４，０００円

３連複： ６０，２３３，０００円 ３連単： １４４，４３６，８００円 計： ４２２，７２８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � ２９０円 枠 連（１－４） ６２０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ４５０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ２，８３０円 ３ 連 単 ��� ６，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２３７２９４ 的中 � １３６９３８（１番人気）
複勝票数 計 ４００２２１ 的中 � ２４７１５４（１番人気）� ２６７８０（２番人気）� １５６９２（６番人気）
枠連票数 計 １６４５０７ 的中 （１－４） １９７６５（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５１５０１ 的中 �� ６７５０７（１番人気）
馬単票数 計 ６４０２２３ 的中 �� ６４７３７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６８４０ 的中 �� １８４８９（１番人気）�� １０４１８（５番人気）�� ２５２２（１９番人気）
３連複票数 計 ６０２３３０ 的中 ��� １５７４２（８番人気）
３連単票数 計１４４４３６８ 的中 ��� １７０３３（１３番人気）

ハロンタイム １３．６―１２．５―１３．４―１３．８―１３．６―１２．５―１１．６―１０．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．６―２６．１―３９．５―５３．３―１：０６．９―１：１９．４―１：３１．０―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３３．７
３ ・（１，３）（２，７，８）（６，５）１０，４，１１，９ ４ ・（１，３，７）８（２，６）（４，５，１０）（１１，９）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マ ナ ク ー ラ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００６．３．１１生 牡２黒鹿 母 ピンクパピヨン 母母 マリスターⅡ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２２０６６ ８月３１日 晴 稍重 （２０新潟３）第６日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

３５ ベルモントパッシオ 牡３青鹿５６ 西田雄一郎 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント
ファーム ５１０＋１０１：５４．９ ３６．１�

１１ エリザベススイート 牝３黒鹿５４ 吉田 豊吉田 昭一氏 阿部 新生 門別 白瀬 明 ４４４＋ ６１：５５．０� ５．１�
４６ スズヨコジーン 牡３芦 ５６ 田中 勝春鈴木与四郎氏 根本 康広 浦河 丸村村下

ファーム ４５２－ ６１：５５．１� ７．０�
８１４ ノーブルプレッジ 牡３栗 ５６ 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９２± ０ 〃 クビ ５．２�
８１５ ツクバプリティ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人荻原 昭二氏 高橋 祥泰 門別 ヤナガワ牧場 ４００－１６ 〃 アタマ １９．２�
４７ グラミスキャッスル 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B４７２－ ４１：５５．３１ ４．２�
７１３ ニシノカリスマ 牡３栗 ５６ 津村 明秀西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ５１８＋ ６ 〃 ハナ １０８．９	
３４ 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 ５１０－１４１：５５．５１� １２．７

６１０ クリムゾンクエスト 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ １２．７�
２３ フラッグラッシュ 牡３栗 ５６ 福永 祐一青山 洋一氏 伊藤 伸一 静内 岡田牧場 ５０２± ０１：５６．１３� ８．４�
６１１ キタサンカレン 牝３黒鹿５４ 中舘 英二�大野商事 嶋田 功 門別 古川 優 ４８８－１２１：５６．５２� １１８．６
５９ フェミニンワイルド 牝３鹿 ５４ 武士沢友治有限会社シルク中野渡清一 門別 ヤナガワ牧場 ４６４± ０ 〃 クビ １７．０�
７１２ グランドコテージ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝安達 允彦氏 小西 一男 門別 坂 牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ２０．７�
２２ アドマイヤレゾン 牝３芦 ５４ 村田 一誠近藤 利一氏 古賀 史生 浦河 辻 牧場 B４５８± ０１：５８．５大差 １３０．２�

（１４頭）
５８ エクストラポイント �３鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 斎藤 誠 新冠 追分ファーム ４６８＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，０１１，９００円 複勝： ２５，９９４，８００円 枠連： ２５，９２５，１００円

普通馬連： ６５，８８２，７００円 馬単： ５１，５４８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１１６，８００円

３連複： ６９，１６１，０００円 ３連単： １１１，６９８，１００円 計： ３８８，３３８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６１０円 複 勝 � ８４０円 � ２００円 � ２５０円 枠 連（１－３） ３，０４０円

普通馬連 �� ８，５３０円 馬 単 �� ２１，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３９０円 �� ３，９７０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� １７，６５０円 ３ 連 単 ��� １６４，２１０円

票 数

単勝票数 差引計 １７０１１９（返還計 ９３７０） 的中 � ３７２２（１１番人気）
複勝票数 差引計 ２５９９４８（返還計 １４２９５） 的中 � ６４８１（１１番人気）� ４１６７２（２番人気）� ２９１３５（４番人気）
枠連票数 差引計 ２５９２５１（返還計 １０９６） 的中 （１－３） ６３１１（１５番人気）
普通馬連票数 差引計 ６５８８２７（返還計 ９０９５４） 的中 �� ５７０３（３３番人気）
馬単票数 差引計 ５１５４８４（返還計 ６５５５２） 的中 �� １７５９（７９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２１１１６８（返還計 ２７２４１） 的中 �� ２１４２（３３番人気）�� １２７３（４７番人気）�� ６４１６（８番人気）
３連複票数 差引計 ６９１６１０（返還計１４７３１１） 的中 ��� ２８９２（６７番人気）
３連単票数 差引計１１１６９８１（返還計２４７５０４） 的中 ��� ５０２（５３２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１２．９―１３．９―１３．３―１２．６―１３．０―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．２―３６．１―５０．０―１：０３．３―１：１５．９―１：２８．９―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ベルモントパッシオ �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００７．９．１５ 中山５着

２００５．４．４生 牡３青鹿 母 ジュディトラウム 母母 アランフエス ３戦１勝 賞金 ６，２００，０００円
〔競走除外〕 エクストラポイント号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ベルモントパッシオ号の騎手西田雄一郎は，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。
※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） ５頭 ジェイケイローレル号・シタマチダンディ号・タヤスアカヤネ号・プリティエスト号・ヤマタケソウル号



２２０６７ ８月３１日 晴 良 （２０新潟３）第６日 第７競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時２５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

４８ ラインディーヴァ 牝３青鹿５４ 福永 祐一大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 原 光彦 ４４６－ ４ ５５．０ ２．３�

８１６ ホリノティアラ 牝３鹿 ５４ 江田 照男堀川 義雄氏 菅原 泰夫 静内 光丘牧場 ４７２＋ ８ ５５．２１� ３．６�
４７ オサナゴコロノキミ 牝３芦 ５４ 西田雄一郎�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４４６± ０ ５５．５２ ２５．０�
７１３� トップザビール 牡３鹿 ５４ 川田 将雅横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Reavill Farm Thor-

oughbreds Pty Ltd ４７０＋ ８ 〃 クビ ２９．７�
８１７ エイブルマリヒサ 牝３鹿 ５４ 伊藤 直人中澤 隆氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ４７４＋ ４ ５５．７１� ６．２�
１２ ラインブレイク 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 B４４０＋１８ ５５．８� ７．１�
５１０ コパカバーナ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 早来 ノーザンファーム ４３４－ １ 〃 クビ ６９．９	
２３ � スマートダイス 牝３栗 ５４ 武 幸四郎大川 徹氏 森 秀行 米 Monticule

LLC ４５８＋ ２ ５６．０１ １０５．１

１１ ダンスシンフォニー 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人有限会社シルク堀井 雅広 静内 見上牧場 ４４２ ― 〃 ハナ ６４．６�
３６ タックスペイヤー 牝３栗 ５４ 津村 明秀青木 基秀氏 鈴木 伸尋 静内 田原橋本牧場 ４０２－ ２ ５６．２１� １９２．３�
６１２ サッチャリズム 牝３鹿 ５４ 田中 勝春居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４５４＋ ２ 〃 アタマ ２２．９
５９ クリーンドンダケ 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎石橋 和夫氏 蛯名 信広 新冠 辻 和明 ４６２＋ ６ ５６．６２� ２０９．６�
２４ エクセルピクシイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真前川 泰三氏 鈴木 康弘 門別 前川ファーム ４６６＋ ８ ５６．９１	 ２６７．１�
８１５ アンクルスマッシュ 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行�有能 田中 清隆 門別 渡辺 芳一 ５０４－１２ 〃 ハナ ２３５．１�
７１４ ピッコレット 牝３鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 ４３６－１６ ５７．１１� １８．３�
６１１ プ ラ ネ ー オ 
３鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田子 冬樹 青森 青南ムラカミ

ファーム ４１８＋ ８ ５７．６３ ３２１．４�
３５ ローテスイートピー 牝３黒鹿５４ 南田 雅昭山科 統氏 南田美知雄 浦河 広瀬 正昭 B４４８＋１７ ５８．０２� １４０．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２５，０８０，６００円 複勝： ２４，６６７，１００円 枠連： ２９，００４，５００円

普通馬連： ７５，０７５，２００円 馬単： ６０，６１９，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９８９，６００円

３連複： ７９，３７１，１００円 ３連単： １５２，７４１，６００円 計： ４６８，５４９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ３３０円 枠 連（４－８） ２４０円

普通馬連 �� ４６０円 馬 単 �� ８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ７３０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ５，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２５０８０６ 的中 � ８７５２１（１番人気）
複勝票数 計 ２４６６７１ 的中 � ６６１７７（１番人気）� ４８１６５（２番人気）� １３３２０（６番人気）
枠連票数 計 ２９００４５ 的中 （４－８） ９０５５５（１番人気）
普通馬連票数 計 ７５０７５２ 的中 �� １２１８９４（１番人気）
馬単票数 計 ６０６１９３ 的中 �� ５５１４３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９８９６ 的中 �� ３１７３１（１番人気）�� ６６６９（７番人気）�� ５６４０（１０番人気）
３連複票数 計 ７９３７１１ 的中 ��� ３７３４７（３番人気）
３連単票数 計１５２７４１６ 的中 ��� １８９９９（９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．２―１０．８―１０．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．２―３３．０―４３．４

上り４F４３．０－３F３２．８
勝馬の
紹 介

ラインディーヴァ �
�
父 ゼンノエルシド �

�
母父 サウスアトランテイツク デビュー ２００８．４．１３ 福島９着

２００５．５．３１生 牝３青鹿 母 マイラブクイーン 母母 バイマイラブ ５戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
※出走取消馬 ラフェリア号（疾病〔感冒〕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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 キクカズイショウ号・サウスジャック号・シンモン号・ダイメイバード号
（非抽選馬） ２頭 クインズウイスパー号・ショウナンアヤカ号



２２０６８ ８月３１日 晴 稍重 （２０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 （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

１：４９．７
１：４８．４

稍重

重

６１０ レオソリスト 牡３黒鹿５４ 江田 照男�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５１４＋ ４１：５２．１ １４．４�

７１３ ワインアドバイザー 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７２－ ２ 〃 クビ ６．９�
２３ シ ョ ウ カ ク 牝３栗 ５２

４９ ▲千葉 直人中村 政勝氏 畠山 重則 静内 静内酒井牧場 ４６６＋ ４１：５２．３� ９．６�
４６ ナ リ タ ベ ガ 牡５鹿 ５７ 小野 次郎�オースミ 藤沢 則雄 白老 白老ファーム B５１２－ ８１：５２．５１� ２５．４�
７１２� ベ ロ ー チ ェ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 B４６２＋１０１：５２．６クビ ２４．８�
６１１ ロットオブカクテル 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム B４８０＋ ８１：５２．８１� ６．０	
３４ ヒラボクオウショー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 静内 千代田牧場 ５１０＋ ４１：５３．１１� ２．４

１１ クラスアクト 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ５２０＋２０１：５３．５２� １６．８�
８１４ シルクアルバス 牡３芦 ５４ 津村 明秀有限会社シルク伊藤 伸一 早来 ノーザンファーム ４９６＋１２１：５３．８１� ５７．９�
２２ � ルクラージュ 牝４栗 ５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 岡田牧場 ５１４＋ ２１：５４．１１� ２２０．０
５９ � ダイワパンテーラ 牡５鹿 ５７ 田中 剛大城 敬三氏 中野渡清一 千歳 社台ファーム ４４６± ０１：５４．２� ２１４．６�
４７ ゲ ン ス イ 牡３栗 ５４ 内田 博幸中村 政勝氏 本間 忍 青森 明成牧場 ５０８－ ４ 〃 クビ ８．２�
３５ 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 ４１２＋１６１：５４．８３� １２２．５�
５８ ルックアミリオン 牝５栗 ５５ 武 幸四郎竹� 大晃氏 高市 圭二 門別 中前 義隆 ４６８＋２６１：５４．９� １６．６�
８１５� トッチンコボ 牡５栃栗 ５７

５４ ▲池崎 祐介国光 正憲氏 沢 峰次 三石 大塚牧場 ４２６＋ ２１：５５．２１� １８８．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，２５８，８００円 複勝： ３４，８５４，６００円 枠連： ２８，４０３，５００円

普通馬連： １１０，７８６，１００円 馬単： ７８，６２４，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，４１１，０００円

３連複： １０３，９９０，６００円 ３連単： ２０２，９６１，０００円 計： ６１３，２８９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ３７０円 � ２２０円 � ３３０円 枠 連（６－７） ７７０円

普通馬連 �� ５，１２０円 馬 単 �� １１，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� ２，３００円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １３，６２０円 ３ 連 単 ��� １０５，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２４２５８８ 的中 � １３３３６（６番人気）
複勝票数 計 ３４８５４６ 的中 � ２３０５０（６番人気）� ４６６４８（３番人気）� ２６５６８（５番人気）
枠連票数 計 ２８４０３５ 的中 （６－７） ２７４０３（３番人気）
普通馬連票数 計１１０７８６１ 的中 �� １５９９０（１７番人気）
馬単票数 計 ７８６２４１ 的中 �� ５０８０（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９４１１０ 的中 �� ５３２９（１６番人気）�� ３０７７（２９番人気）�� ７４９２（１２番人気）
３連複票数 計１０３９９０６ 的中 ��� ５６３５（４３番人気）
３連単票数 計２０２９６１０ 的中 ��� １４２２（３１４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．４―１２．７―１３．０―１２．７―１２．６―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３５．９―４８．６―１：０１．６―１：１４．３―１：２６．９―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．８
１
３
１１（１，１０）（３，９）４（１３，１２）（２，６）８（５，１４）７－１５・（１１，１０）１３（１，３，１２）（４，６）－（９，２）（５，８）（１４，７，１５）

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

勝馬の
紹 介

レオソリスト �
�
父 スキャターザゴールド �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００７．８．２５ 新潟１８着

２００５．４．３生 牡３黒鹿 母 マチカネレイロウ 母母 シヤイニーアンドブライト １０戦２勝 賞金 １６，８００，０００円
〔制裁〕 ダイワパンテーラ号の騎手田中剛は，発走後まもなく内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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 デーワンハート号・ヒットミーアゲイン号



２２０６９ ８月３１日 晴 良 （２０新潟３）第６日 第９競走 ��
��１，６００�

ふ る ま ち

古 町 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 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．５

良

良

７１５ リ ビ ア ー モ 牝３鹿 ５２ 吉田 豊 �サンデーレーシング 高橋 裕 早来 ノーザンファーム B４７４＋ ８１：３３．４ ２．３�

３６ ニシノガーランド 牝３鹿 ５２ 後藤 浩輝西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４８０＋１０１：３３．９３ ８．３�
４７ � ルリーバニヤン 牝４鹿 ５５ 佐藤 哲三津村 靖志氏 田村 康仁 新冠 松浦牧場 ４８０＋１４１：３４．０クビ １０３．０�
２４ オースミビーナス 牝３鹿 ５２ 千葉 直人�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４４８＋ ４ 〃 ハナ １９３．８�
７１３ オメガファルコン 牡３鹿 ５４ 内田 博幸原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５１２＋ ８ 〃 クビ ４．２�
６１１ ヤエノアカハチ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義�RRA 久保田貴士 静内 大典牧場 ４５６＋ ２１：３４．２１ ７．４	
８１６ マイネルオークベイ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム ４８４－ ８１：３４．４１ ４８．３

１１ 	 シベリアントム 牡３黒鹿５４ 石神 深一藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Trackview

Farm ４５６－ ２ 〃 クビ １７９．２�
５９ マルタカインプレス 牡３栗 ５４ 柴田 善臣高橋 義和氏 清水 美波 浦河 高松牧場 ５４８± ０１：３４．５クビ １９．１�
７１４ ダイワライトニング 牡３鹿 ５４ 福永 祐一大城 敬三氏 松山 康久 早来 吉田牧場 ４７６－ ２ 〃 アタマ ２６．５
３５ マルブツプリンス 牡５芦 ５７ 江田 照男大澤 毅氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 ４９４＋１６ 〃 ハナ ２０３．２�
１２ � サ ム ラ イ 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥新井原 博氏 清水 美波 新冠 川上 悦夫 B４７４＋ ４１：３４．６
 ６５．３�
２３ � ネイチャーグロウ 牡３青鹿５４ 高山 太郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４７６＋ ８ 〃 クビ １９．４�
８１７ アマミスウィフト 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４４８－ ２１：３４．８１� ７１．０�
８１８ マイネルサラン 牡３芦 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 浦河 鎌田 正嗣 ４７０－ ４ 〃 クビ ６１．４�
６１２	 エイワヴァージニア 牡５鹿 ５７ 中舘 英二永井公太郎氏 松山 康久 愛 Tower

Bloodstock ４８４－ ９ 〃 アタマ １９２．５�
４８ シングンリターンズ 牡３鹿 ５４ 武 幸四郎伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４４４＋ ８１：３５．２２� １１．５�
５１０ トーセンペガサス 牡４黒鹿５７ 田中 勝春島川 �哉氏 萱野 浩二 門別 三城牧場 ４４６－１０１：３５．４１� ７７．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，６５５，８００円 複勝： ４９，７９３，５００円 枠連： ４０，２１７，５００円

普通馬連： １５５，６８９，１００円 馬単： １０１，１０２，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，３５９，４００円

３連複： １４９，５８９，０００円 ３連単： ３４１，６６２，５００円 計： ９０９，０６９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ２８０円 � ２，２９０円 枠 連（３－７） ６４０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５４０円 �� ４，６６０円 �� ９，７１０円

３ 連 複 ��� ３５，７３０円 ３ 連 単 ��� １０９，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３２６５５８ 的中 � １１２０４５（１番人気）
複勝票数 計 ４９７９３５ 的中 � １４５２５２（１番人気）� ４２４２０（４番人気）� ３７９２（１４番人気）
枠連票数 計 ４０２１７５ 的中 （３－７） ４７０１８（３番人気）
普通馬連票数 計１５５６８９１ 的中 �� １０８７２２（３番人気）
馬単票数 計１０１１０２４ 的中 �� ４２４６６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８３５９４ 的中 �� １９４３９（３番人気）�� １９３９（３９番人気）�� ９２３（６６番人気）
３連複票数 計１４９５８９０ 的中 ��� ３０９０（９０番人気）
３連単票数 計３４１６６２５ 的中 ��� ２２９７（２８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．８―３４．４―４６．２―５７．８―１：０９．５―１：２１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ビ ア ー モ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．３．２２ 中山１１着

２００５．５．５生 牝３鹿 母 ラトラヴィアータ 母母 サクラハゴロモ ５戦２勝 賞金 ２１，４３１，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ゴールドストレイン号・ステイクール号
（非抽選馬） ３頭 シルクイーグル号・シーディドアラバイ号・ナムラノブナガ号



２２０７０ ８月３１日 晴 良 （２０新潟３）第６日 第１０競走 ��１，８００�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走１５時１０分 （芝・左・外）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

７９ ヴィヴィッドカラー 牝４青 ５５ 川田 将雅近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９６－ ２１：４６．６ ２．８�

２２ プ ジ ュ リ 牝５栗 ５５ 蛯名 正義長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４６０＋ ８１：４６．９１� ２４．６�
１１ トラストパープル 牝３黒鹿５２ 田中 勝春菅波 雅巳氏 河野 通文 新冠 松浦牧場 ４６０± ０ 〃 クビ １４．０�
８１２ サ ラ ラ 牝６鹿 ５５ 木幡 初広�瀬 真尚氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４７４－１８１：４７．０クビ １６．２�
７１０ マイネルーチェ 牝４黒鹿５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４６２－１２１：４７．２１� ４．９�
８１１� トワイライトワルツ 牝６鹿 ５５ 田中 博康伊達 敏明氏 高松 邦男 門別 サンシャイン

牧場 ４９４＋ ８１：４７．３� １０７．９�
６７ 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 ４８８＋ ４ 〃 ハナ １７．６	
６８ ミスティックリバー 牝５黒鹿５５ 内田 博幸 
社台レースホース森 秀行 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６１：４７．５１ １０．５�
５６ メイショウアサガオ 牝３青 ５２ 佐藤 哲三松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 ４４０＋ ６１：４７．６� ４．５�
４４ � アミュレット 牝７鹿 ５５ 小野 次郎 
ユートピア牧場 菊川 正達 登別 ユートピア牧場 ４３８－ ２１：４７．７� １６．２
３３ スペシャルフロート 牝４鹿 ５５ 石橋 脩吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：４８．１２� １４．２�
５５ パープルカフェ 牝５鹿 ５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ５０６＋ ４１：４８．３１ １２６．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，９１０，６００円 複勝： ４０，１７５，０００円 枠連： ３５，７１４，７００円

普通馬連： １６３，５１１，２００円 馬単： １００，８７２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，１１９，８００円

３連複： １４１，６５２，９００円 ３連単： ３３４，４６８，２００円 計： ８７９，４２５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ５１０円 � ４１０円 枠 連（２－７） ２，２６０円

普通馬連 �� ３，９２０円 馬 単 �� ５，７２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� １，０４０円 �� ３，５１０円

３ 連 複 ��� １７，４９０円 ３ 連 単 ��� ８７，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２７９１０６ 的中 � ７９０６７（１番人気）
複勝票数 計 ４０１７５０ 的中 � ９５５２３（１番人気）� １６６７０（１０番人気）� ２１９７８（８番人気）
枠連票数 計 ３５７１４７ 的中 （２－７） １１６９０（９番人気）
普通馬連票数 計１６３５１１２ 的中 �� ３０８１３（２０番人気）
馬単票数 計１００８７２７ 的中 �� １３０３１（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５１１９８ 的中 �� ６８７９（２２番人気）�� ８５３２（１１番人気）�� ２３９２（４５番人気）
３連複票数 計１４１６５２９ 的中 ��� ５９７８（７４番人気）
３連単票数 計３３４４６８２ 的中 ��� ２８１０（３３９番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１１．６―１２．２―１２．３―１２．１―１１．７―１０．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３５．９―４８．１―１：００．４―１：１２．５―１：２４．２―１：３４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィヴィッドカラー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Kris S. デビュー ２００７．２．１８ 京都１６着

２００４．２．１２生 牝４青 母 アドマイヤライト 母母 ホワットケイティーディド １２戦３勝 賞金 ３６，２３５，０００円
※トワイライトワルツ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２２０７１ ８月３１日 晴 良 （２０新潟３）第６日 第１１競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４４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，１９．８．２５以降２０．８．２４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 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００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

６１１ アルコセニョーラ 牝４黒鹿５２ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３０＋ ４１：５７．５ ４９．１�

４７ マイネルキッツ 牡５栗 ５５ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４８６－ ６１：５７．８２ ５．８�

３５ トウショウシロッコ 牡５黒鹿５５ 木幡 初広トウショウ産業� 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 ４７６－１２１：５７．９� ４０．８�

２４ ミストラルクルーズ 牡５鹿 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 追分 追分ファーム ４９８＋１２ 〃 ハナ １９．１�
４８ フサイチアソート 牡３栗 ５３ 村田 一誠関口 房朗氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４５０＋１６１：５８．１１� ２４．０�
３６ バトルバニヤン 牡４栗 ５６ 中舘 英二津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ６１：５８．４１� ８．７	
５１０ コスモプラチナ 牝５鹿 ５２ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 宮 徹 門別 荒井ファーム ４２４± ０１：５８．５� ２１．３

８１７ トウショウヴォイス 牡６黒鹿５４ 田中 勝春トウショウ産業� 小桧山 悟 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４８０＋ ２ 〃 ハナ １０．８�
５９ ミヤビランベリ 牡５栗 ５５ 吉田 豊村上 義勝氏 加藤 敬二 静内 原 武久 ４９２－ ４１：５８．７１ ２２．６�
７１４ スクールボーイ 牡８黒鹿４９ 伊藤 直人後藤 繁樹氏 小林 常泰 静内 曾田農園 ５０２＋ ４１：５９．０１� １０３．４
８１６ サンレイジャスパー 牝６鹿 ５４ 佐藤 哲三永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４７８± ０１：５９．１クビ １６．１�
７１３ ヤマニンアラバスタ 牝７芦 ５４ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ ４７．５�
６１２ タマモサポート 牡５鹿 ５６ 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 ４７８－ ４１：５９．３１� ３０．２�
１２ チ ョ ウ サ ン 牡６鹿 ５８ 内田 博幸長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ５０２＋１０１：５９．５１� １５．６�
８１８ エリモハリアー 	８鹿 ５７．５ 武 幸四郎山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４５６＋ ６１：５９．６� １４．４�
１１ ブラックカフェ 牡８青鹿５３ 蛯名 正義西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４９２± ０２：００．０２� ９６．９�
７１５ キャッチータイトル 牝５栗 ５１ 小野 次郎 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４８２－１４ 〃 クビ ２８．８�
２３ ダイシングロウ 牡４黒鹿５６ 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 門別 滝本 健二 ５０６＋ ４２：００．４２� ２．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３２，４５９，３００円 複勝： １７３，２０２，６００円 枠連： ２１８，６８８，７００円

普通馬連： ９２２，５５３，０００円 馬単： ４８８，１７６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １９３，９５８，６００円

３連複： ９７２，９６５，５００円 ３連単： ２，１７３，０６３，０００円 計： ５，２７５，０６６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，９１０円 複 勝 � １，１００円 � ２４０円 � ８７０円 枠 連（４－６） ４，８９０円

普通馬連 �� １４，７２０円 馬 単 �� ４１，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，９４０円 �� １１，７３０円 �� ２，５１０円

３ 連 複 ��� １１９，０８０円 ３ 連 単 ��� １，０２８，６９０円

票 数

単勝票数 計１３２４５９３ 的中 � ２１２７４（１６番人気）
複勝票数 計１７３２０２６ 的中 � ３６６１４（１６番人気）� ２３９８４６（２番人気）� ４７２８３（１３番人気）
枠連票数 計２１８６８８７ 的中 （４－６） ３３０６０（２３番人気）
普通馬連票数 計９２２５５３０ 的中 �� ４６２６４（４９番人気）
馬単票数 計４８８１７６１ 的中 �� ８７８８（１４０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１９３９５８６ 的中 �� １２１４７（４４番人気）�� ４０１９（１１９番人気）�� １９２９８（２８番人気）
３連複票数 計９７２９６５５ 的中 ��� ６０３０（３３３番人気）
３連単票数 計２１７３０６３０ 的中 ��� １５５９（２３４４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．１―１１．６―１１．１―１２．０―１２．４―１２．０―１１．６―１０．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．１―３５．７―４６．８―５８．８―１：１１．２―１：２３．２―１：３４．８―１：４５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルコセニョーラ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 モ ガ ン ボ デビュー ２００６．８．５ 新潟２着

２００４．３．１７生 牝４黒鹿 母 サ イ レ ー ン 母母 ジョイデソアー ２４戦５勝 賞金 １４４，６９４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アップルサイダー号・オペラブラーボ号・カゼノコウテイ号・シルクタイガー号・ダイイチアトム号・

ドリームパートナー号・トーセンシャナオー号・ホワイトピルグリム号・ヤマタケゴールデン号



２２０７２ ８月３１日 晴 稍重 （２０新潟３）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�

り ょ う つ わ ん

両 津 湾 特 別
発走１６時３０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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．７
１：４８．４

稍重

重

８１５ マイネルマニセス 牡４黒鹿５７ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ２１：５２．１ ３２．４�

６１１ ベルグミサイル 牡４芦 ５７ 内田 博幸山田 五月氏 斎藤 誠 静内 グランド牧場 ４７８－ ２ 〃 アタマ ２．７�
６１０ ペ イ デ イ �６栗 ５７ 中舘 英二齊藤四方司氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４８０－ ６ 〃 ハナ １３．４�
３５ � アドマイヤレグルス 牡５黒鹿５７ 川田 将雅近藤 利一氏 松田 博資 浦河 辻 牧場 B４６８± ０１：５２．３１	 ６．８�
２３ エーピーレジェンド 牡５栗 ５７ 黛 弘人一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 門別 山際 辰夫 ４３４－ ６１：５２．６２ ７０．４�
４７ 
 プラチナメーン 牡３栗 ５４ 柴田 善臣広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ５００＋１６ 〃 ハナ ７．２�
３４ ウインクルセイド 牡６鹿 ５７ 吉田 豊�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４７０＋ ４１：５２．７クビ ４．５	
７１３ マイネルアベニール 牡３栗 ５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４８８－ ２ 〃 クビ １０．０

５８ ゼンノジュウシン 牡５栗 ５７ 武 幸四郎大迫久美子氏 大久保龍志 平取 坂東牧場 ４９２＋１４１：５３．１２	 ２５．０�
２２ アポロイレヴン 牡７鹿 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：５３．４２ ８３．２
１１ ハウンドコップ 牡９鹿 ５７ 大庭 和弥齊藤四方司氏 清水 美波 千歳 社台ファーム B４９６－ ２１：５３．５クビ ４７．４�
４６ � ブレイブバニヤン 牡５鹿 ５７ 田中 博康ディアレスト 秋山 雅一 門別 いとう牧場 ４８６＋ ４１：５３．７１� ９１．９�
８１４ コリントシチー 牡７栗 ５７ 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 中央牧場 ５１６＋１０１：５４．０１� ９３．４�
５９ ラウンドダンス 牝４栗 ５５ 小野 次郎�下河辺牧場 中野 隆良 門別 下河辺牧場 ４９４± ０１：５５．１７ １５．１�
７１２ ブルーポラリス 牝５黒鹿５５ 佐藤 聖也 �ブルーマネジメント平井 雄二 新冠 川上牧場 ４７６＋ ４１：５５．６３ １８２．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，７６１，８００円 複勝： ４９，１２７，２００円 枠連： ５３，１５６，６００円

普通馬連： １９６，３１８，０００円 馬単： １２６，３１７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，２４０，７００円

３連複： １７７，４１１，５００円 ３連単： ４２６，８９８，２００円 計： １，１１５，２３１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２４０円 複 勝 � ５５０円 � １４０円 � ３１０円 枠 連（６－８） １，９８０円

普通馬連 �� ３，０５０円 馬 単 �� ９，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ３，６５０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ９，８１０円 ３ 連 単 ��� ９０，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３９７６１８ 的中 � ９６８９（９番人気）
複勝票数 計 ４９１２７２ 的中 � １７４５７（９番人気）� １３７４８４（１番人気）� ３６１０２（４番人気）
枠連票数 計 ５３１５６６ 的中 （６－８） １９８７９（１０番人気）
普通馬連票数 計１９６３１８０ 的中 �� ４７５７８（１２番人気）
馬単票数 計１２６３１７７ 的中 �� ９９７３（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６２４０７ 的中 �� ９０３８（１５番人気）�� ２９７５（３６番人気）�� １８１６２（６番人気）
３連複票数 計１７７４１１５ 的中 ��� １３３５４（３３番人気）
３連単票数 計４２６８９８２ 的中 ��� ３４８４（２６４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．４―３６．５―４９．３―１：０１．９―１：１４．３―１：２６．９―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．２―３F３７．８
１
３
３，１０，１５（１，１１）（２，１４）（４，５）９，７，１３，１２，８，６
３，１０，１５（１，１１，５）１４（４，２）（７，９）（８，１３）１２，６

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

勝馬の
紹 介

マイネルマニセス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００６．７．２ 京都５着

２００４．３．３０生 牡４黒鹿 母 コスモバレンシア 母母 スナークバンダム １７戦４勝 賞金 ４３，６５７，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 マイネルマニセス号の騎手石橋脩は，決勝線手前で内側に斜行し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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ８頭 ゲンパチタキオン号・デジデーリオ号・トワイライトワルツ号・ナスケンウインド号・フリートアドミラル号・

マルブツフジ号・メイショウゲンスイ号・リックチョモランマ号



（２０新潟３）第６日 ８月３１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

２４２，７５０，０００円
２，１３０，０００円
１２，９７０，０００円
２，５７０，０００円
２６，８１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，４４０，０００円
５，０１２，０００円
１，８２８，１００円

勝馬投票券売得金
３９３，９７３，１００円
５４６，０６２，３００円
５２６，８３９，４００円
２，００２，１５７，９００円
１，２８８，０１０，４００円
４８８，９９０，４００円
２，０３６，２７５，４００円
４，３７７，６０１，２００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 １１，６５９，９１０，１００円

総入場人員 ２２，９９８名 （有料入場人員 １８，８４６名）




