
２００１３ ７月１９日 曇 不良 （２１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

１：１１．３
１：１０．９

良

不良

２３ キンショーダンデー 牡２栗 ５４ 蛯名 正義礒野日出夫氏 中村 均 浦河 馬道 繁樹 ４４２－ ４１：１１．５ １．４�

５８ ニシノブイシェープ 牡２栗 ５４ 内田 博幸西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５１２＋ ６１：１１．８２ ７．２�
８１４� コスモファントム 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５００＋ ４ 〃 クビ ６．４�
１１ マドモアゼルノン 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４２４－ ８１：１２．５４ １２．６�
７１３ ディアオーディーン 牡２栗 ５４ 柴山 雄一ディアレスト 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４２８－ ６１：１２．６クビ ７５．３�
６１０ ナンゴクトップガン 牡２栗 ５４ 小牧 太渡 義光氏 武 宏平 青森 長谷地 義正 ４５４－ ４１：１３．２３� ３９．６�
８１５ バトルアツヒメ 牝２栗 ５４ 的場 勇人宮川 秋信氏 高木 登 日高 モリナガファーム ４５０＋ ６１：１３．４１� ４９．５	
４６ リ ュ ウ ジ ョ 牝２芦 ５４ 田中 勝春 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４８± ０１：１３．５� １４．７

４７ トミケンシャルム 牡２黒鹿５４ 吉田 豊冨樫 賢二氏 加藤 和宏 浦河 伏木田牧場 ４６０＋ ４１：１４．１３� ６９．６�
３５ ヒネラウカタウリ 牝２栗 ５４ 丹内 祐次�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 神垣 道弘 ４７６－ ２１：１４．４１� ５５０．０�
２２ トーセンアマテラス 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥島川 哉氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４７２－ ６１：１４．５� ２７３．５�
７１２ スーパーティチャー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４９０－ ８１：１４．６� １３３．１�
６１１ エムエムクイーン 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信戸山 昌彦氏 南田美知雄 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４４８－ ４１：１４．８１	 ３９０．６�
５９ ゼ ア グ ー ト 牡２鹿 ５４ 木幡 初広佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 浦河 村下農場 ４６２－ ８ 〃 ハナ ２８５．２�
３４ フジペガサス 牡２栗 ５４ 黛 弘人藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４０４－ ２１：１５．０１	 ２７８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，６３４，２００円 複勝： ４９，１９８，３００円 枠連： １４，２４３，７００円

普通馬連： ５４，０６４，６００円 馬単： ５２，３７９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，５８０，４００円

３連複： ６９，０１３，０００円 ３連単： １３６，９２３，１００円 計： ４１６，０３６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １２０円 枠 連（２－５） ４９０円

普通馬連 �� ４８０円 馬 単 �� ６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １６０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ５３０円 ３ 連 単 ��� １，８７０円

票 数

単勝票数 計 １８６３４２ 的中 � １０６８８６（１番人気）
複勝票数 計 ４９１９８３ 的中 � ３２５２３９（１番人気）� ３６２０５（３番人気）� ５８５０７（２番人気）
枠連票数 計 １４２４３７ 的中 （２－５） ２１８２６（２番人気）
普通馬連票数 計 ５４０６４６ 的中 �� ８４６６４（２番人気）
馬単票数 計 ５２３７９１ 的中 �� ６１４２１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１５８０４ 的中 �� ２６８０２（２番人気）�� ４０２５８（１番人気）�� １２４０１（５番人気）
３連複票数 計 ６９０１３０ 的中 ��� ９６３７７（１番人気）
３連単票数 計１３６９２３１ 的中 ��� ５４０９５（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１２．２―１２．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．３―４６．５―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンショーダンデー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Lear Fan デビュー ２００９．６．２８ 阪神２着

２００７．４．２生 牡２栗 母 ミ エ レ 母母 Five High Gold ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円



２００１４ ７月１９日 曇 不良 （２１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
１：４７．８

稍重

重

２２ ジェネラルノブレス 牡３栗 ５６ 蛯名 正義横手 信一氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：５２．１ ４．９�

７１３ ケイアイシンドウ �３鹿 ５６ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 秋山 雅一 新ひだか 松田 三千雄 B４７８－１０１：５２．８４ ３１．０�
８１５ ワキノブライアン 牡３栗 ５６ 小野 次郎脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４８６＋ ４１：５２．９� ４．１�
２３ トレジャーゲッター 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４７４＋１８ 〃 クビ ３．６�
１１ シチコウキング 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥中村 泰三氏 藤原 辰雄 鵡川 桑原牧場 ４８６± ０１：５３．１１� １２．０�
８１４ マッキーガリウム 牡３黒鹿５６ 木幡 初広薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４５４＋ ６１：５３．３１� １１．９�
６１１ アンハートキング 牡３鹿 ５６ 村田 一誠立花 栄作氏 松永 康利 三石 松本牧場 ５３４＋ ４１：５３．５１� ６．６	
５８ セトノアサート 牡３黒鹿５６ 吉田 豊難波 澄子氏 戸田 博文 日高 千葉飯田牧場 B４９４＋ ６１：５４．４５ ９．９

７１２ ハバナシガー 牡３芦 ５６ 吉田 隼人吉田 千津氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４６０＋ １１：５５．６７ ６２．０�
３４ トレッドウェーヴ 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信ディアレスト 松山 将樹 むかわ 佐久間 孝司 ４６０－ ６１：５６．６６ ２２９．６�
５９ ニシノドスカラス 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ５０６ ―１：５７．１３ ６６．３
６１０ ヒエロファニー 牡３栗 ５６ 北村 宏司片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ５０４＋ ６１：５９．１大差 １００．２�
４７ サクラアドバンス 牡３青 ５６ 石橋 脩�さくらコマース田中 清隆 新ひだか 原 光彦 ４７０－ ４１：５９．４１� ２１０．１�
４６ サキノダイオー 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�原 富夫氏 田島 俊明 新ひだか 信田牧場 ５２０＋２２１：５９．８２� ３６．７�
３５ ファインリヴァー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 鵡川 上水牧場 ５００－１２２：００．０１� １５９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，８３７，１００円 複勝： ２２，６９４，６００円 枠連： １７，５１７，２００円

普通馬連： ５２，６７６，６００円 馬単： ３８，１１４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０６３，６００円

３連複： ６３，３０６，５００円 ３連単： ９７，５６６，２００円 計： ３２３，７７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � ６４０円 � １７０円 枠 連（２－７） ２，９９０円

普通馬連 �� １０，６９０円 馬 単 �� １６，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２８０円 �� ５１０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� １１，４９０円 ３ 連 単 ��� ８２，１１０円

票 数

単勝票数 計 １３８３７１ 的中 � ２２３４０（３番人気）
複勝票数 計 ２２６９４６ 的中 � ３３１２５（３番人気）� ６９０２（８番人気）� ４３５７７（１番人気）
枠連票数 計 １７５１７２ 的中 （２－７） ４３２４（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５２６７６６ 的中 �� ３６３９（２７番人気）
馬単票数 計 ３８１１４１ 的中 �� １７２２（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０６３６ 的中 �� １８６２（２４番人気）�� ９４３６（３番人気）�� ２８３７（２１番人気）
３連複票数 計 ６３３０６５ 的中 ��� ４０６７（３９番人気）
３連単票数 計 ９７５６６２ 的中 ��� ８７７（２４１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．３―１２．７―１２．１―１２．５―１２．４―１２．８―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．１―４８．８―１：００．９―１：１３．４―１：２５．８―１：３８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．７
１
３
１３（２，７）（８，１０，１４）（３，４，１５）１（６，１１）（９，１２）＝５
１３－（２，１５）（８，３）－１４（１，１２）１１（４，７）－９，６－１０＝５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ジェネラルノブレス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Forty Niner デビュー ２００９．４．１１ 福島３着

２００６．４．１８生 牡３栗 母 フサイチビューティー 母母 Embellished ３戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔発走状況〕 サクラアドバンス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻５分遅延。
〔調教再審査〕 サクラアドバンス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒエロファニー号・サクラアドバンス号・サキノダイオー号・ファインリヴァー号は，平成２１年８月

１９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 ショーンバローズ号



２００１５ ７月１９日 曇 稍重 （２１新潟２）第２日 第３競走 ��
��２，４００�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

２：２５．０
２：２２．１

良

良

１２ シャドウノート 牝３黒鹿５４ 田中 勝春飯塚 知一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４２：２８．９ ６．３�

２３ ノボシャーク 牡３黒鹿５６ 内田 博幸�LS.M 武市 康男 浦河 高昭牧場 B５１０＋ ２２：２９．５３� ３．５�
３６ マルタカアンデス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝高橋 義和氏 勢司 和浩 新ひだか 水丸牧場 ４７８－１０ 〃 アタマ ５．７�
３５ ホーカーハンター 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ４２：２９．７１� ４５．３�
６１２ トミケンヘイロー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊冨樫 賢二氏 加藤 和宏 浦河 今井 秀樹 ４７６－ ２ 〃 アタマ １１．６�
２４ ドリームスナイパー 牡３鹿 ５６ 木幡 初広セゾンレースホース� 稲葉 隆一 三石 飯岡牧場 ４６０＋ ４ 〃 ハナ ３．５	
５１０ マイネルガルボ 牡３鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 鵡川 市川牧場 ４４２＋１２２：２９．８� ４１．１


８１６ ヤ シ ャ 牡３黒鹿５６ 千葉 直人中村 政勝氏 松永 康利 新ひだか 静内白井牧場 ４５８± ０ 〃 クビ ８２．０�
４７ アメージングカフェ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司西川 恭子氏 中野 栄治 新ひだか 佐藤 陽一 ４４２± ０２：３０．１１� ６０．２�
１１ フレイムアップ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信小田切有一氏 粕谷 昌央 池田 新田牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ ４３．８
８１５	 ピンクトルマリン 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹青山 洋一氏 河野 通文 米 Dr. Masa-

take Iida ４１６－ ２２：３０．９５ １８８．２�
７１３ フォレストグリーン 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也星野 壽市氏 高松 邦男 新ひだか 原 達也 ４４８± ０２：３１．６４ ７３３．０�
８１７ ライジングヘリオス 牡３栗 ５６ 武士沢友治近藤 光子氏 水野 貴広 白老 習志野牧場 B５１０＋１６ 〃 クビ ２９３．２�
６１１ ガーネットダスク 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋ ２２：３１．９１� ４７．８�
５９ ハ ク サ ン 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 B４３２± ０２：３２．０� ２９．１�
４８ シンボリグリュック 
３栗 ５６ 柴田 善臣シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ４９４－ ２２：３３．１７ １０．５�
７１４ ユ ウ ク ン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次坂田 行夫氏 清水 美波 三石 沖田 忠幸 ４８６－ ８２：４７．０大差 ３５６．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １５，０６７，６００円 複勝： ２３，１６５，８００円 枠連： １７，６７４，９００円

普通馬連： ５２，４２２，３００円 馬単： ３７，６１８，１００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９０５，８００円

３連複： ６４，８９９，５００円 ３連単： ９８，８２７，４００円 計： ３２８，５８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（１－２） ４７０円

普通馬連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ５６０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� １０，４４０円

票 数

単勝票数 計 １５０６７６ 的中 � １９０３８（４番人気）
複勝票数 計 ２３１６５８ 的中 � ３０５８８（４番人気）� ４３２０５（２番人気）� ３１５７９（３番人気）
枠連票数 計 １７６７４９ 的中 （１－２） ２７７５５（２番人気）
普通馬連票数 計 ５２４２２３ 的中 �� ３３９４８（４番人気）
馬単票数 計 ３７６１８１ 的中 �� １１１２９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９０５８ 的中 �� １０７５２（４番人気）�� ８１６２（６番人気）�� １０３７８（５番人気）
３連複票数 計 ６４８９９５ 的中 ��� ２６８０７（４番人気）
３連単票数 計 ９８８２７４ 的中 ��� ６９９２（２１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１１．３―１２．３―１２．８―１３．４―１３．１―１３．０―１２．８―１２．４―１１．７―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―２４．０―３５．３―４７．６―１：００．４―１：１３．８―１：２６．９―１：３９．９―１：５２．７―２：０５．１―２：１６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．２
１
３

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

・（１４，１６）１０，６（１５，９）３，８（１，１７）（４，７）（５，２）１２，１１－１３・（１６，１０）（３，６，９）（１５，７）（５，２，１，４）１２－８（１７，１１）１３＝１４
勝馬の
紹 介

シャドウノート �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Night Shift デビュー ２００８．１２．１４ 中山８着

２００６．４．２生 牝３黒鹿 母 ピクニックムード 母母 Dinner Out ８戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
〔その他〕 ハクサン号は，３コーナーから４コーナーにかけて外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウクン号は，平成２１年８月１９日まで平地競走に出走できない。



２００１６ ７月１９日 曇 稍重 （２１新潟２）第２日 第４競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１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� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．５

良

良

１２ ティアップノブレス 牡３黒鹿５６ 川田 将雅田中 昇氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９６－ ６１：３４．９ ４．４�

３６ ダイワオーダー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 嶋田 功 日高 坂口 豊翼 ４６８－ ８１：３５．０� ９．０�
６１２ ボウイナイフ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司西森 鶴氏 領家 政蔵 門別 日高大洋牧場 ４７０－ ４１：３５．２１� ８．６�
５１０ コスモドロス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ８１：３５．４１� ２．７�
７１４ ヒシチャプター 牡３栗 ５６ 的場 勇人阿部雅一郎氏 的場 均 新冠 対馬 正 ５０２＋２０１：３５．６� ３３．０�
７１３ コウヨウティアラ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４６０－ ８ 〃 ハナ ２６．３�
２４ キングヴァント 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�桜井牧場 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６８＋ ２１：３５．７� ６．９	
７１５ トーセンウィザード 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥島川 
哉氏 鈴木 勝美 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４０＋ ２１：３６．３３� ３７．５�
８１６ トーセンメジャー 牝３栗 ５４ 木幡 初広島川 
哉氏 柴田 政人 静内 出羽牧場 ４１６± ０１：３６．５１� ３１９．２�
６１１ マチカネビャッコ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人細川 益男氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 ４３２＋ ２１：３６．７� １４９．７
５９ ヤマニンドレープ 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４４８＋１２ 〃 ハナ １０５．２�
８１７� ローランウィンド 牡３栗 ５６ 江田 照男斉藤 敏博氏 水野 貴広 英 T. Saito ４６０＋１４１：３６．８� １１９．８�
４７ シベリアンドリーム 牝３芦 ５４ 勝浦 正樹藤田 在子氏 水野 貴広 門別 天羽 禮治 ４６２－ ８ 〃 ハナ １１３．３�
３５ マルサンファクタ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥松井三千年氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 ４５２＋１６１：３７．０１	 ２４９．９�
８１８ マッハロッド 牡３黒鹿５６ 内田 博幸吉田 和美氏 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４６４ ―１：３７．７４ １１．６�
１１ ハクナマタタ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�大樹ファーム 国枝 栄 新冠 パカパカ

ファーム ５０６ ―１：３８．０２ ２３．０�
２３ レイクパペット 牝３青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真岡田 弘夫氏 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４３２－ ６１：３８．１� ８７．０�
４８ ベルベットボイス 牝３鹿 ５４ 村田 一誠臼田 浩義氏 古賀 史生 日高 メイプルファーム ４８６－ ４１：３８．５２� ３４１．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，５５１，３００円 複勝： ２７，２０７，３００円 枠連： １６，６５８，８００円

普通馬連： ５９，０３９，５００円 馬単： ４１，０６９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８６６，７００円

３連複： ６７，６２５，６００円 ３連単： １０５，４７４，０００円 計： ３５６，４９３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２１０円 � ２４０円 � ３２０円 枠 連（１－３） １，４８０円

普通馬連 �� １，９２０円 馬 単 �� ３，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ７３０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ５，４１０円 ３ 連 単 ��� ２５，１４０円

票 数

単勝票数 計 １８５５１３ 的中 � ３３４９１（２番人気）
複勝票数 計 ２７２０７３ 的中 � ３８２６７（２番人気）� ３１３３５（３番人気）� ２０６９４（５番人気）
枠連票数 計 １６６５８８ 的中 （１－３） ８３１４（８番人気）
普通馬連票数 計 ５９０３９５ 的中 �� ２２６９７（７番人気）
馬単票数 計 ４１０６９８ 的中 �� ８４２３（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８６６７ 的中 �� ７０８２（８番人気）�� ７１１５（７番人気）�� ４７５３（１１番人気）
３連複票数 計 ６７６２５６ 的中 ��� ９２２６（１４番人気）
３連単票数 計１０５４７４０ 的中 ��� ３０９７（６３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．４―１１．９―１２．４―１２．３―１１．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２２．９―３４．３―４６．２―５８．６―１：１０．９―１：２２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３６．３
３ ５（１２，１５）１０，４（２，１８）９（６，１６）（１，１４）１７，７－１３－１１，８－３ ４ ５（１２，１５）１０，４（２，１８）９（６，１６）（１，１４，１７）７－１３，１１，８，３
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ティアップノブレス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon デビュー ２００８．１２．１４ 中山５着

２００６．２．２０生 牡３黒鹿 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller ６戦１勝 賞金 ８，０００，０００円



２００１７ ７月１９日 曇 不良 （２１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２０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

１：１１．３
１：１０．９

良

不良

５８ ケイアイデイジー 牝２芦 ５４ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 山内 研二 新ひだか 松田 三千雄 ５０６ ―１：１１．９ １．８�

３５ アイキボウユウキ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４５６ ―１：１２．９６ ３．６�
４７ ゴールインマーク 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥�ミルファーム 小笠 倫弘 浦河 ミルファーム ４７６ ―１：１３．０クビ １１６．４�
２２ シ ー マ ー ク 牡２栗 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B４９８ ―１：１３．５３ ６．７�
８１４ マキシムクローバー 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一小田 廣美氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４２４ ―１：１３．８２ ４５．９�
８１５ ツーピースルーラー 牝２青鹿５４ 木幡 初広西村 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４３４ ― 〃 クビ ４２．１	
３４ ブルームーンブルー 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４２４ ―１：１４．０１ ５７．６

７１２ モ ト ヒ メ 牝２鹿 ５４ 千葉 直人黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４５２ ―１：１４．３１� ２０．２�
６１０ ビッグサンダー 牡２栗 ５４ 小牧 太魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４９６ ―１：１４．５１� １０．９�
５９ エコドライブ 牡２鹿 ５４ 石橋 脩島田 久氏 柴崎 勇 浦河 秋場牧場 ４４８ ―１：１４．８１� １７８．１
４６ グラスオーヴァー 牡２芦 ５４

５１ ▲伊藤 工真半沢� 境 征勝 日高 ヤナガワ牧場 ４２０ ―１：１４．９� １５６．７�
２３ ミキノキョウニシキ 牡２栗 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 浦河 中島 俊明 ４４４ ―１：１５．１１� １２１．６�
１１ マイネルジェッタ 牡２黒鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 コスモヴューファーム ４４０ ―１：１５．３１ １２２．１�
６１１ ラブキンバリー 牝２栗 ５４ 吉田 隼人増田 陽一氏 田島 俊明 日高 池添 安雄 ４３０ ―１：１６．１５ ９８．８�
７１３ チェリーセブン 牝２鹿 ５４ 武士沢友治櫻井 悦朗氏 中野渡清一 浦河 大道 秀男 ４６２ ―１：１７．７１０ ２７０．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，３８２，７００円 複勝： ２１，８１７，１００円 枠連： １３，７９９，７００円

普通馬連： ５０，００９，３００円 馬単： ４５，５２６，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１４２，０００円

３連複： ５９，８７２，０００円 ３連単： １１３，９７０，５００円 計： ３４３，５１９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １，１００円 枠 連（３－５） ３００円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２，０００円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ４，９８０円 ３ 連 単 ��� １２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２０３８２７ 的中 � ９３２５１（１番人気）
複勝票数 計 ２１８１７１ 的中 � ７０４３３（１番人気）� ４９４７７（２番人気）� ２６６２（１０番人気）
枠連票数 計 １３７９９７ 的中 （３－５） ３５０４９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０００９３ 的中 �� １３１５８１（１番人気）
馬単票数 計 ４５５２６０ 的中 �� ７５２８８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１４２０ 的中 �� ３７６７９（１番人気）�� １７９９（２１番人気）�� １４５６（２６番人気）
３連複票数 計 ５９８７２０ 的中 ��� ８８８９（１３番人気）
３連単票数 計１１３９７０５ 的中 ��� ６５４３（３１番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．０―１２．５―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．１―４６．６―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイデイジー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ウォーニング 初出走

２００７．４．１８生 牝２芦 母 ケイアイギャラリー 母母 サラトガワールド １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェリーセブン号は，平成２１年８月１９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 ケイアイドリーム号・チェンジストリーム号



２００１８ ７月１９日 雨 稍重 （２１新潟２）第２日 第６競走 ��
��１，６００�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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

７１３ ブランビーブラック 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 藤沢牧場 ４７８ ―１：３６．４ １９．０�

５８ アブラハムダービー 牡２黒鹿５４ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム ５４２ ―１：３６．８２� ９．６�
２２ タイセイワイルド 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４７２ ― 〃 クビ ４．２�
８１５ マイネルゴルト 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 日高 山際 辰夫 ４４４ ―１：３６．９クビ ８．１�
６１１ トーセンカルツェ 牡２栗 ５４ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：３７．１１� ４．０	
３５ ラブグランデー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４３４ ― 〃 アタマ ５５．５

４７ トーセンポセイドン 牡２黒鹿５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 落合 一巳 ４３０ ―１：３７．３１� ２２．０�
４６ キ ラ ウ エ ア 牡２黒鹿５４ 小牧 太金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：３７．４� １３．９�
５９ メジロビューレン 牡２鹿 ５４ 北村 宏司�メジロ牧場 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４３６ ―１：３７．５� １０．０
１１ センスオブワンダー 牡２鹿 ５４ 大庭 和弥�日進牧場 牧 光二 浦河 日進牧場 ４４６ ― 〃 クビ １０５．０�
６１０ コパノフルミタマ 牡２栗 ５４ 柴山 雄一小林 祥晃氏 栗田 博憲 新ひだか 乾 皆雄 ４５４ ―１：３７．６クビ ２３０．０�
８１４ マックスストレイン 牡２栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５０ ― 〃 クビ ７．３�
３４ エーシンハダル 牡２鹿 ５４ 内田 博幸平井 宏承氏 野中 賢二 新ひだか タイヘイ牧場 ４９６ ―１：３９．１９ １２．０�
７１２ キタサンアイドル 牡２黒鹿５４ 村田 一誠�大野商事 嶋田 功 日高 古川 優 ４５０ ―１：３９．５２� １４４．４�
２３ コ ウ ガ 牡２黒鹿５４ 武士沢友治中村 政勝氏 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４６４ ―１：４０．８８ ７９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，２７０，２００円 複勝： ２８，２４７，５００円 枠連： １９，６８９，４００円

普通馬連： ６２，３０２，４００円 馬単： ４３，０５７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２２７，４００円

３連複： ７０，１０５，６００円 ３連単： １０６，６１５，１００円 計： ３７１，５１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９００円 複 勝 � ５１０円 � ３８０円 � １８０円 枠 連（５－７） ４，０５０円

普通馬連 �� １２，８００円 馬 単 �� ２８，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４１０円 �� １，１８０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� １６，５１０円 ３ 連 単 ��� １６８，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２７０２ 的中 � ８８５８（９番人気）
複勝票数 計 ２８２４７５ 的中 � １２４４０（９番人気）� １７９３５（６番人気）� ５３５４５（２番人気）
枠連票数 計 １９６８９４ 的中 （５－７） ３５８９（１９番人気）
普通馬連票数 計 ６２３０２４ 的中 �� ３５９３（４４番人気）
馬単票数 計 ４３０５７６ 的中 �� １１３０（９１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２２７４ 的中 �� １４１４（４３番人気）�� ４２８８（１５番人気）�� ５００９（１１番人気）
３連複票数 計 ７０１０５６ 的中 ��� ３１３４（６６番人気）
３連単票数 計１０６６１５１ 的中 ��� ４６７（５８２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１２．０―１２．３―１２．１―１２．３―１１．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．１―３５．１―４７．４―５９．５―１：１１．８―１：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３６．９
３ １（４，５）２（１０，１３）１１，１４（７，９，１５）（３，６，８）＝１２ ４ １－（４，５）（２，１３）（１１，１０）１４，７（９，１５）（３，８）６＝１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブランビーブラック �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００７．１．１４生 牡２黒鹿 母 サブノアフロディア 母母 サニーモーニング １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 マイネルゴルト号の騎手松岡正海は，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。（９番への進路

影響）
マイネルゴルト号の騎手松岡正海は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（１１番への進路影響）



２００１９ ７月１９日 雨 不良 （２１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
１：０８．７

重

重

４６ メジロホリデイ 牝３栗 ５４ 高橋 智大�メジロ牧場 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４５６－ ４１：１１．９ ５．３�

８１５ ジャージデスマイル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４３４－ １１：１２．３２� １１．０�
５９ � シルバーフェザント 牡３芦 ５６ 内田 博幸藤田 在子氏 手塚 貴久 米

Whose Your
Daddy? Breed-
ing LLC

４８６± ０１：１３．０４ ２．７�
２３ フレンドリーノア 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４５６－ ８ 〃 クビ ３１０．２�
８１４ コスモジブリル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 郷原 洋行 新ひだか 中橋 正 ４２４－ ６１：１３．２１� １０．６�
４７ イ ル ボ ッ ロ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４４２－ ８１：１３．６２� ２３３．７�
５８ オースチンエブリン 牝３青鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介	テンジン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４４２＋ ８１：１４．３４ １７６．９

１１ ケイアイセイドウ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 	啓愛義肢材料販売所 池上 昌弘 浦河 富田牧場 ４６２－１０１：１４．６２ ３１．８�
６１１ インテグリティー 牡３栗 ５６

５３ ▲伊藤 工真	山王飯店 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 B４７０＋ ４ 〃 ハナ ２４９．１�
７１２ ユリカチャン 牝３鹿 ５４ 川田 将雅 H.J．スウィーニィ氏 小島 茂之 新冠 パカパカ

ファーム ４７４＋２０１：１５．１３ ６．８
３４ キララミライ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４２０－ ２１：１５．２クビ １２１．０�
７１３ プリティオードリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 浦河 近藤牧場 ４３０－ ６１：１５．９４ ２１．８�
６１０ ス ラ ン バ ー 牝３栗 ５４ 田辺 裕信加藤 厚子氏 松永 康利 浦河 ヒダカフアーム ４７６＋１０１：１６．０クビ ５３．０�
３５ シ ェ ダ ル 牝３鹿 ５４ 小牧 太�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 酒井牧場 ４６２－ ４１：１６．５３ ９．６�
２２ � ラブアダブダブ 牝３青鹿５４ 柴田 善臣加藤友三郎氏 加藤 征弘 英 Haydock

Park Stud ４５４ ―１：１９．２大差 ７．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，７９２，５００円 複勝： ２５，２８７，５００円 枠連： １７，５０５，８００円

普通馬連： ６４，４２７，４００円 馬単： ４４，３４７，２００円 ワイド【拡大馬連】： １９，８９４，０００円

３連複： ７０，７６５，３００円 ３連単： １１６，３５１，５００円 計： ３７６，３７１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � １３０円 枠 連（４－８） １，２１０円

普通馬連 �� ２，５００円 馬 単 �� ４，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ２７０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２，３００円 ３ 連 単 ��� １８，０００円

票 数

単勝票数 計 １７７９２５ 的中 � ２６６８６（２番人気）
複勝票数 計 ２５２８７５ 的中 � ４５１４１（２番人気）� １８９１９（５番人気）� ６４７５３（１番人気）
枠連票数 計 １７５０５８ 的中 （４－８） １０７０４（６番人気）
普通馬連票数 計 ６４４２７４ 的中 �� １９０２２（１０番人気）
馬単票数 計 ４４３４７２ 的中 �� ６５６０（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９８９４０ 的中 �� ６０３９（９番人気）�� ２１３６６（１番人気）�� ８７４２（７番人気）
３連複票数 計 ７０７６５３ 的中 ��� ２２７４７（４番人気）
３連単票数 計１１６３５１５ 的中 ��� ４７７３（４７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．０―１２．３―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３３．８―４６．１―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メジロホリデイ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．２．１４ 東京５着

２００６．２．２３生 牝３栗 母 ドリームホリデー 母母 アメリカンテースト ６戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔制裁〕 オースチンエブリン号の騎手池崎祐介は，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。（１２番への

進路影響）
〔その他〕 スランバー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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〕 シェダル号・ラブアダブダブ号は，平成２１年８月１９日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 スランバー号は，平成２１年８月１９日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） ３頭 キーププロミス号・サザンヴィット号・メイシャ号
（非抽選馬） １頭 シノブワンダー号



２００２０ ７月１９日 雨 重 （２１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

４８ マイネエアウエイ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ６１：４８．８ ３７．６�

２４ リーガルアミューズ 牝４栗 ５５ 内田 博幸有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４７６＋ ４１：４８．９� ９．１�
３６ ファビュラスセンス 牝３栗 ５２ 小野 次郎 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２ 〃 アタマ ７．２�
８１８ エ ヴ ァ 牝３黒鹿５２ 蛯名 正義田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４３６＋ ８ 〃 アタマ ２．８�
１２ メイウインド 牝３黒鹿５２ 後藤 浩輝千明牧場 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４８２＋１０１：４９．０クビ ８．７�
８１６� モエレアイドル 牝３黒鹿５２ 勝浦 正樹阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４３６＋ ６１：４９．１� ８２．９�
７１３ オルトリンデ 牝３栗 ５２ 田中 勝春 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６０± ０ 〃 クビ ４．４	
２３ プリティダンス 牝５栗 ５５ 川田 将雅横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８２＋ ８１：４９．３１ １４．４

４７ カヤドーモトヒメ 牝３栗 ５２

４９ ▲池崎 祐介黒澤 尚氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４５８－ ４１：４９．４� ７８．８�
１１ プリマフォルツァ 牝４栗 ５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４３６＋１０１：４９．６１ ８１．８
５９ ビーモブホープ 牝５栗 ５５ 吉田 隼人村上 芳明氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４１２＋１２ 〃 アタマ ２６．１�
８１７ ブルームインハート 牝３黒鹿５２ 小林 淳一平井 裕氏 本郷 一彦 新ひだか 澤田 嘉隆 ４４６－１０ 〃 ハナ ４６．４�
５１０ フォンテーヌ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣宮� 冴子氏 田中 清隆 浦河 谷口牧場 ４５２± ０１：４９．７� １４３．４�
７１４ ダ ノ ニ ー 牝３青鹿５２ 江田 照男井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 B４７６＋１２１：５０．０１� １３．４�
６１１ ショウナンハゴロモ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海�湘南 国枝 栄 浦河 桑田牧場 ４６６＋ ２１：５０．７４ １２４．９�
６１２ アルファメガハート 牝４鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４３８＋ ４１：５０．９１� １０７．８�
７１５ サマーレプタンサ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩セゾンレースホース� 根本 康広 浦河 惣田 英幸 ４５６－ ６１：５１．４３ １０８．５�
３５ ポコアポコフォルテ 牝４栗 ５５

５２ ▲草野 太郎�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４２０± ０１：５２．３５ ２９４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，６４９，９００円 複勝： ４６，９５８，６００円 枠連： ２８，８０３，５００円

普通馬連： １０４，６５３，９００円 馬単： ６８，３３１，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，３２０，１００円

３連複： １１６，２００，２００円 ３連単： １９７，２５４，２００円 計： ６２５，１７１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７６０円 複 勝 � ７５０円 � ２９０円 � ３２０円 枠 連（２－４） ５，０４０円

普通馬連 �� １１，７９０円 馬 単 �� ２７，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，４２０円 �� ４，０１０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ３２，４５０円 ３ 連 単 ��� ２７４，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２９６４９９ 的中 � ６２２１（９番人気）
複勝票数 計 ４６９５８６ 的中 � １４７４８（８番人気）� ４６０２３（３番人気）� ４０７０２（４番人気）
枠連票数 計 ２８８０３５ 的中 （２－４） ４２２２（２０番人気）
普通馬連票数 計１０４６５３９ 的中 �� ６５５３（３２番人気）
馬単票数 計 ６８３３１５ 的中 �� １８０７（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３３２０１ 的中 �� ２３７６（３４番人気）�� ２０２１（３９番人気）�� ５９５４（１５番人気）
３連複票数 計１１６２００２ 的中 ��� ２６４３（８８番人気）
３連単票数 計１９７２５４２ 的中 ��� ５３０（６４７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２２．９―３４．３―４６．９―５９．６―１：１２．３―１：２４．３―１：３５．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．５
３ １４（１１，１５）１８（１，３）８，４，６，２，１６（７，５）（９，１２）（１０，１３）１７ ４ １４（１１，１５，１８）（１，３，８）（４，６）２，１６（７，５）９，１２（１０，１７，１３）

勝馬の
紹 介

マイネエアウエイ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ノーアテンシヨン デビュー ２００８．３．９ 中山３着

２００５．４．２４生 牝４鹿 母 キャリイアウト 母母 ポトマツクチエリー １２戦２勝 賞金 １６，９４０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ポコアポコフォルテ号の騎手大江原圭は，第１日第４競走での落馬負傷のため草野太郎に変更。



２００２１ ７月１９日 雨 重 （２１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 ４４８，０００円 １２８，０００円 ６４，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

４８ マ ゼ ラ ン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５３６－ ２２：０１．０ ２．１�

７１４ スリーオリオン 牡４栗 ５７ 松岡 正海永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４５４± ０２：０１．４２� ４．９�
８１８� レオプログレス 牡４青 ５７ 大野 拓弥�レオ 平井 雄二 様似 清水 誠一 ４５２＋ ４２：０１．８２� １１．２�
３６ タニオブゴールド 牡６黒鹿５７ 田中 勝春谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４７６＋ ２ 〃 クビ ４１．９�
２３ ラミアクイーン 牝３鹿 ５２ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４２：０１．９クビ ２３．３�
１１ ブレーブビスティー 牡３黒鹿５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４７８＋ ４２：０２．０� ８．９	
７１３ ハギノバロンドール 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０＋ ６２：０２．２１ ７．５

４７ 	 エーシントゥルボー 牝５鹿 ５５ 吉田 豊平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５３２＋ ６２：０２．３� ４２．５�
８１７� ベ ル タ リ ド 牡５鹿 ５７ 村田 一誠伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４６０± ０２：０２．４� ２６０．２�
５９ マルタカシャトル 牡４栗 ５７ 蛯名 正義高橋 義和氏 清水 美波 新冠 北星村田牧場 B５１２－１６２：０２．７１
 ３８．６
５１０� ネイチャーグロウ 牡４青鹿５７ 田辺 裕信井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 B４８８＋ ６２：０２．９１� ３２１．５�
８１６ リッカロイヤル 牡４芦 ５７ 川田 将雅立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 中島 俊明 ５４２＋２８２：０３．０クビ ６１．４�
６１１ コスモスパロウ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 矢野 英一 門別 佐々木牧場 ４７４± ０２：０３．２１ ５３．７�
７１５ メジロワーロック 牡３栗 ５４ 吉田 隼人�メジロ牧場 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４９０－ ２２：０３．３� ２２．２�
１２ � クールフォーマ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 ５３２＋ ４２：０３．６１
 ６２．０�
２４ � リバーパッション 牡５栗 ５７ 郷原 洋司河越 武治氏 郷原 洋行 門別 山本 通則 ４３８± ０２：０３．８１� ４８１．４�
６１２ ナンヨーサンライズ 牡４鹿 ５７ 武士沢友治中村 �也氏 尾形 充弘 早来 ノーザンファーム ５３０± ０２：０３．９
 ５４３．０�
３５ 	 シャイニーモス 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４７８－ ２２：０５．２８ １６１．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，９０１，１００円 複勝： ４７，５３９，１００円 枠連： ３４，２４２，１００円

普通馬連： １２６，９５７，２００円 馬単： ８４，０９５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，１１０，１００円

３連複： １４２，３６３，９００円 ３連単： ２９２，８１８，６００円 計： ８０１，０２７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � ２４０円 枠 連（４－７） ２８０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ４５０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ２，２２０円 ３ 連 単 ��� ６，６７０円

票 数

単勝票数 計 ３３９０１１ 的中 � １３２２００（１番人気）
複勝票数 計 ４７５３９１ 的中 � １５４７３２（１番人気）� ６２９３８（２番人気）� ３９０５２（５番人気）
枠連票数 計 ３４２４２１ 的中 （４－７） ９２５３６（１番人気）
普通馬連票数 計１２６９５７２ 的中 �� １４１５４１（１番人気）
馬単票数 計 ８４０９５４ 的中 �� ６５９２９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９１１０１ 的中 �� ３４８５４（２番人気）�� ２１７３８（４番人気）�� １００５４（１０番人気）
３連複票数 計１４２３６３９ 的中 ��� ４７５２６（４番人気）
３連単票数 計２９２８１８６ 的中 ��� ３２４３７（７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３５．５―４７．４―１：００．２―１：１２．８―１：２５．２―１：３７．２―１：４８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
３ ４（５，１１）８（３，６）（９，１６）（７，１８）（１０，１３，１４）（１，１２）１７－１５，２ ４ ・（４，５）（１１，８）（３，６）（９，１６）（７，１０，１３，１８）１４（１，１２，１７）－（２，１５）

勝馬の
紹 介

マ ゼ ラ ン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Potrillazo デビュー ２００７．１２．２２ 阪神５着

２００５．２．３生 牡４鹿 母 ポトリザリス 母母 Chaldee ７戦３勝 賞金 ３０，０４０，０００円
〔制裁〕 マルタカシャトル号の騎手蛯名正義は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１６番・１８番への進路

影響）
※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 クリノポップコーン号



２００２２ ７月１９日 雨 重 （２１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，２０．７．１９以降２１．７．１２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

５９ ウイントリガー 牡４鹿 ５６ 江田 照男�ウイン 山内 研二 新冠 松本 信行 ４７０－ ４１：２１．２ １４．０�

２３ トーセントゥルー 牡５黒鹿５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４６６± ０１：２１．４１� ２３．２�
１１ ヘヴンリークルーズ 牝４黒鹿５５ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３８± ０ 〃 ハナ ７．０�
８１７ リーベストラウム 牝４黒鹿５５ 内田 博幸�ミルファーム 斎藤 誠 静内 前谷 武志 ４９４＋ ４１：２１．５� ６．２�
４８ ステラーホープ 牝４鹿 ５１ 郷原 洋司 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 成隆牧場 ４３４－ ６１：２１．６� ２５．４	
７１４ ショウナンアクロス 牡４鹿 ５７．５ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ４１：２１．７� ９．８

１２ シンボリハレー 牡６黒鹿５６ 木幡 初広シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４５８＋ ４ 〃 クビ ３０．４�
３５ ダイワチャーム 牝５栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 門別 下河辺牧場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ ４．２�
６１２ タケショウオージ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４６２－ ４ 〃 ハナ １４．９
３６ シャイニーデザート 牡３黒鹿５２ 松岡 正海小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５１８－ ４１：２１．８クビ ６．４�
６１１ フェイムロバリー 牡４鹿 ５７．５ 川田 将雅広尾レース� 小崎 憲 浦河 三嶋牧場 ５１２＋１８１：２１．９� ８．３�
７１３ クリノラブゴールド 牡５鹿 ５２ 武士沢友治栗本 博晴氏 中島 敏文 静内 岡田 隆志 ４８２＋ １ 〃 クビ ８５．９�
２４ 	 サウスヒューマー 牝５鹿 ５３ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 米 WinStar

Farm, LLC B４８４± ０１：２２．０� ４６．０�
８１８ エムオーミラクル 牝５黒鹿５１ 大野 拓弥大浅 貢氏 久保田貴士 門別 門別牧場 ４６４＋１２１：２２．１� ４３．１�
８１６
 ヌ ー サ 牡６栗 ５２ 西田雄一郎モナコ商事� 坂本 勝美 浦河 �桁牧場 ４４４－ ８１：２２．３１ ２９２．３�
４７ キングオザー 牡７芦 ５３ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４４８－ ６ 〃 クビ １２６．７�
５１０ アサクサブラボー �６鹿 ５２ 黛 弘人田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６＋１０１：２２．６１� ９５．４�
７１５ ファッシオドンナ 牝５黒鹿５１ 伊藤 工真平田 修氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 ４７２－ ８１：２２．９１� １５０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，１８５，４００円 複勝： ４６，８２０，８００円 枠連： ４３，３８７，７００円

普通馬連： １７４，９７４，０００円 馬単： ９２，７０２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，５７０，６００円

３連複： １８９，９６８，３００円 ３連単： ３５４，２８０，３００円 計： ９７７，８９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４００円 複 勝 � ４９０円 � ５８０円 � ２９０円 枠 連（２－５） １０，２７０円

普通馬連 �� １７，０８０円 馬 単 �� ３２，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６７０円 �� ２，３６０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� ４１，１７０円 ３ 連 単 ��� ２９３，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３０１８５４ 的中 � １７０９４（７番人気）
複勝票数 計 ４６８２０８ 的中 � ２４３２５（８番人気）� １９９９５（９番人気）� ４７３７２（４番人気）
枠連票数 計 ４３３８７７ 的中 （２－５） ３１１８（３１番人気）
普通馬連票数 計１７４９７４０ 的中 �� ７５６２（５５番人気）
馬単票数 計 ９２７０２９ 的中 �� ２０７４（１０４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５５７０６ 的中 �� ３０３７（５０番人気）�� ４７７７（３４番人気）�� ４６８９（３６番人気）
３連複票数 計１８９９６８３ 的中 ��� ３４０６（１３５番人気）
３連単票数 計３５４２８０３ 的中 ��� ８９０（９００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．５―３３．５―４４．８―５６．６―１：０８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイントリガー �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．６．１７ 阪神８着

２００５．４．１６生 牡４鹿 母 エピーメロン 母母 ピースフルワールド １９戦３勝 賞金 ５２，０２８，０００円
［他本会外：１戦０勝］



２００２３ ７月１９日 曇 重 （２１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９回アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）

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 ６９３，０００円 １９８，０００円 ９９，０００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

８１７ カノヤザクラ 牝５栗 ５５ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ５０６－ ６ ５６．２ ７．５�

８１８� アポロドルチェ 牡４青鹿５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland
Farm ４６４－ ４ ５６．４１	 １１．９�

６１２ アルティマトゥーレ 牝５鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８８－ ４ ５６．５	 ４．４�
８１６ ウエスタンビーナス 牝６黒鹿５４ 田中 勝春西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 B４７０－ ６ ５６．６
 １５．８�
７１４ エイシンタイガー 牡３黒鹿５３ 内田 博幸平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４８６＋ ４ 〃 アタマ ４．１�
７１３� シンボリグラン 牡７芦 ５８ 北村 宏司シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５４２＋１６ 〃 ハナ ４４．１�
５９ クールシャローン 牝５栗 ５４ 武士沢友治川上 哲司氏 目野 哲也 門別 竹中 哲 ４９８＋ ４ ５６．８１� ２１．２	
７１５� コ ス モ ベ ル 牝５鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 西園 正都 米 Dr. D. W.

Frazier ４６４＋ ６ ５６．９クビ ８．６

４７ シャウトライン 牡５青鹿５６ 吉田 隼人�協和牧場 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４９８－ ６ ５７．１１	 ８．２�
２４ キルシュブリューテ 牝５鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４８４＋１４ ５７．３１� ９１．６
１２ マルブツイースター 牡４鹿 ５６ 村田 一誠大澤 毅氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド B４６４－ ２ 〃 アタマ ８１．９�
５１０� タイキジリオン 牡９栗 ５６ 江田 照男�大樹ファーム 土田 稔 米 Wimborne

Farm, Inc. B５０６＋ ２ ５７．４クビ ２８１．５�
３５ エムオーウイナー 牡８黒鹿５６ 蛯名 正義大浅 貢氏 鹿戸 雄一 門別 門別牧場 ５１８＋１０ ５７．５
 １３２．３�
２３ アポロフェニックス 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８８± ０ ５７．７１� ３２．７�
４８ � ゴスホークケン 牡４黒鹿５６ 石橋 脩藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Four Horse-

men’s Ranch ５１６＋ ６ ５７．８クビ ２４．２�
１１ � ウインレックス �８鹿 ５６ 木幡 初広�ウイン 宗像 義忠 米 Dell Ridge

Farm, LLC ４５８＋ ６ ５８．０１ １８１．６�
３６ サチノスイーティー 牝６鹿 ５４ 吉田 豊佐藤 幸彦氏 畠山 吉宏 門別 信育成牧場 ４５４＋ ２ 〃 ハナ ２８．３�
６１１ コウエイハート 牝３栗 ５１ 川田 将雅伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４６４＋ ４ ５８．２１	 １８．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５９，９７８，８００円 複勝： ２０３，５２８，５００円 枠連： １８４，９１３，９００円

普通馬連： ８７３，０８７，５００円 馬単： ４６９，０１８，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０７，０９３，２００円

３連複： １，１１１，１８２，４００円 ３連単： ２，３２６，４０８，４００円 計： ５，５３５，２１１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２５０円 � ３３０円 � １９０円 枠 連（８－８） １，４９０円

普通馬連 �� ４，１５０円 馬 単 �� ７，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� ８９０円 �� １，４６０円

３ 連 複 ��� ９，４６０円 ３ 連 単 ��� ６７，５７０円

票 数

単勝票数 計１５９９７８８ 的中 � １６９５０６（３番人気）
複勝票数 計２０３５２８５ 的中 � ２０８２２３（３番人気）� １４４７６７（６番人気）� ３３４７３３（２番人気）
枠連票数 計１８４９１３９ 的中 （８－８） ９１８０７（８番人気）
普通馬連票数 計８７３０８７５ 的中 �� １５５４９６（１７番人気）
馬単票数 計４６９０１８９ 的中 �� ４４５２１（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０７０９３２ 的中 �� ３５７９３（１４番人気）�� ５８６６１（６番人気）�� ３４６０９（１５番人気）
３連複票数 計１１１１１８２４ 的中 ��� ８６７０３（２７番人気）
３連単票数 計２３２６４０８４ 的中 ��� ２５４１０（１９６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１１．０―１０．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．１―３３．１―４３．４

上り４F４４．３－３F３４．１
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５栗 母 ウッドマンズシック 母母 Radical Chic ２０戦６勝 賞金 ２４９，２９６，０００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。
（非当選馬） １頭 ジェイケイセラヴィ号
（非抽選馬） １頭 スパーブスピリット号



２００２４ ７月１９日 曇 不良 （２１新潟２）第２日 第１２競走 ��１，８００�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

１：４９．７
１：４７．８

稍重

重

５９ コスモフォース 牡３鹿 ５４ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 様似 土井 仁 ５１２＋ ８１：５１．４ １４．２�

２３ マルタカラッキー 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義高橋 義和氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４８０＋１０１：５２．０３� ３．８�
１１ ドリームマイスター 牡４鹿 ５７ 内田 博幸セゾンレースホース� 畠山 吉宏 静内 藤川フアーム ５２２＋ ６１：５２．１� ２．６�
２２ ベストロング 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信大谷 高雄氏 領家 政蔵 静内 井高牧場 ５０２＋ ６１：５２．２� ８．４�
４６ ウ イ ン ク 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣百万 武夫氏 鹿戸 雄一 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７８± ０１：５２．８３� ２３．９�
６１０ マルターズスクープ 牡４栗 ５７ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 門別 天羽 禮治 ５０６－ ４ 〃 クビ １８．９	
７１３� ヒロノキョウシュウ 牡４鹿 ５７

５４ ▲伊藤 工真八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 静内 聖心台牧場 ４９０－ ６１：５２．９クビ ８９．５

８１４ サウスクリヨン 牡３黒鹿５４ 石橋 脩南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 本桐牧場 ４８４± ０１：５３．１１� ２９．２�
７１２ ケイアイスサノオ 牡３栗 ５４ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 ４９８＋ ２ 〃 アタマ ３４．９�
８１５ トーセンコックス 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一島川 哉氏 栗田 博憲 三石 平野牧場 ５０２－ ８ 〃 アタマ １６７．６�
３５ スズカエルマンボ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５６＋ ２１：５４．０５ ７．６�
６１１� ショウグンエース 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４６６－１３１：５４．３１� ２５．７�
４７ ジェットスパークル 牝３青鹿５２ 丹内 祐次 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０＋ ２１：５４．６１� １１３．７�
３４ アグネスクイック 牡３鹿 ５４ 田中 勝春渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５１２＋ ４１：５４．９２ ２４．３�
５８ ピサノシェンロン 牡５栗 ５７ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 B５２４＋ ６１：５６．８大差 ４０．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４３，１４８，９００円 複勝： ６３，７００，９００円 枠連： ４７，１３３，１００円

普通馬連： １７９，９２１，３００円 馬単： １１０，３６６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５４，６１３，３００円

３連複： ２０１，４２１，７００円 ３連単： ４２７，９６６，３００円 計： １，１２８，２７２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ３００円 � １５０円 � １３０円 枠 連（２－５） ２，０７０円

普通馬連 �� ２，９００円 馬 単 �� ７，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ６５０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ２，７４０円 ３ 連 単 ��� ２４，２３０円

票 数

単勝票数 計 ４３１４８９ 的中 � ２４０５５（５番人気）
複勝票数 計 ６３７００９ 的中 � ３７１７９（６番人気）� １２２６５５（２番人気）� １７９９４５（１番人気）
枠連票数 計 ４７１３３１ 的中 （２－５） １６８３４（８番人気）
普通馬連票数 計１７９９２１３ 的中 �� ４５９２５（１０番人気）
馬単票数 計１１０３６６５ 的中 �� １１００７（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５４６１３３ 的中 �� １３４０９（９番人気）�� １８９４４（６番人気）�� ７３７４９（１番人気）
３連複票数 計２０１４２１７ 的中 ��� ５４２５４（４番人気）
３連単票数 計４２７９６６３ 的中 ��� １３０３７（５３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３５．２―４８．０―１：００．６―１：１３．０―１：２５．６―１：３８．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモフォース �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１１．９ 東京２着

２００６．５．１３生 牡３鹿 母 アーミーリニア 母母 ヘイセイイブ ８戦２勝 賞金 １５，９５０，０００円
〔発走状況〕 ピサノシェンロン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピサノシェンロン号は，平成２１年８月１９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。
（非抽選馬） ６頭 アツキオモイ号・シルクストラーダ号・タニノロッキー号・ダノンエクスプレス号・ヒシマウンテン号・

ミッシングナンバー号



（２１新潟２）第２日 ７月１９日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １９７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
２５，６９０，０００円
２，２６０，０００円
２３，６８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６９，８８８，０００円
５，４２８，０００円
１，９５０，３００円

勝馬投票券売得金
４２２，３９９，７００円
６０６，１６６，０００円
４５５，５６９，８００円
１，８５４，５３６，０００円
１，１２６，６２７，１００円
５１７，３８７，２００円
２，２２６，７２４，０００円
４，３７４，４５５，６００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 １１，５８３，８６５，４００円

総入場人員 ２２，６６４名 （有料入場人員 １８，６８６名）




