
２３０３７ ８月２３日 晴 良 （２１新潟３）第４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

５９ ニシノブイシェープ 牡２栗 ５４ 蛯名 正義西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５０２－１０１：１２．５ １．７�

７１３ 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 ４３０＋ ６１：１３．３５ １６．８�
８１４ ラルティスタ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝有限会社シルク畠山 吉宏 新ひだか 松田 三千雄 ４３０－ ８１：１３．５１� ５．０�
５８ ミツアキゴールド 牡２栗 ５４ 江田 照男山本 光明氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４６０－ ４１：１３．７１� ５５．９�
４６ レ ト 牡２鹿 ５４ 吉田 豊伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４３４± ０１：１３．８クビ ４．３�
２３ タマモワルツ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 B４６０－ ４１：１３．９� １２０．８	
３４ マイネピアチェ 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次 �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 ４５６＋ ２ 〃 クビ ２０３．２

８１５ サンワードネオ 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣古谷 千晴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B４３４－ ２１：１４．２２ ４４．０�
４７ マックスストレイン 牡２栗 ５４

５１ ▲池崎 祐介鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５０＋ ４１：１４．５２ ３５．８�
１１ トーセンウィッチ 牝２黒鹿５４ 小林 淳一島川 哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３２－ ２１：１４．７� ２５．７�
６１１ アシヤユウユウ 牡２鹿 ５４ 木幡 初広��屋 阿部 新生 新ひだか 沖田 哲夫 ４５８ ―１：１５．４４ ３２４．１�
２２ 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 ４５４－１０１：１６．０３� ２２７．５�
３５ オリオンザエルメス 牝２青鹿５４ 大野 拓弥平本 敏夫氏 松永 康利 新ひだか 荒木 貴宏 ４４４＋１４ 〃 アタマ ５９．０�
６１０ レインドロップ 牝２青 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 浦河 山田牧場 ４２８＋ ６１：１６．２１� ３７０．１�
７１２ 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 ４４８＋ ４１：１６．５１� ６０８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，２１３，９００円 複勝： ４０，９８８，８００円 枠連： １２，４９７，０００円

普通馬連： ４９，４４９，６００円 馬単： ４７，００１，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４５２，０００円

３連複： ６３，４８３，５００円 ３連単： １２３，５５８，１００円 計： ３７１，６４４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２６０円 � １５０円 枠 連（５－７） ９１０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� １９０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ４，９４０円

票 数

単勝票数 計 １５２１３９ 的中 � ７４４５６（１番人気）
複勝票数 計 ４０９８８８ 的中 � ２５２６０５（１番人気）� １６９３５（４番人気）� ４２６７５（３番人気）
枠連票数 計 １２４９７０ 的中 （５－７） １０１７２（４番人気）
普通馬連票数 計 ４９４４９６ 的中 �� ３６２１４（４番人気）
馬単票数 計 ４７００１５ 的中 �� ２６１９７（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４５２０ 的中 �� １１３０９（４番人気）�� ３１４５３（２番人気）�� ６６５３（６番人気）
３連複票数 計 ６３４８３５ 的中 ��� ３９４６２（３番人気）
３連単票数 計１２３５５８１ 的中 ��� １８４８７（１２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．３―１２．４―１２．２―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．３―４６．７―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノブイシェープ �
�
父 エイシンワシントン �

�
母父 グ ロ ウ デビュー ２００９．６．２７ 福島４着

２００７．２．２４生 牡２栗 母 ニシノクインメリー 母母 パイロッツウィッシュ ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
※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 イノセントアイズ号・コスモハレルヤ号・ツナミストーム号・ネオエピック号・ラブルビー号・

ローズヴァージニア号



２３０３８ ８月２３日 晴 良 （２１新潟３）第４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

５１０ トレジャーチェスト 牝２芦 ５４ 後藤 浩輝金子真人ホール
ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４６６± ０１：３５．８ ７．８�

８１８ プレタポルテ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４３４－ ４１：３６．１２ ７．９�
５９ イースタリーガスト 牡２黒鹿５４ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：３６．７３� １５．８�
６１２ ブレイクチャンス 牡２鹿 ５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７０± ０ 〃 アタマ ４．５�
１２ カワキタコマンド 牡２鹿 ５４ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４５０＋１０１：３６．９１� １６９．７�
１１ ビービーラッハーン 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�坂東牧場 古賀 慎明 日高 シンコーファーム ４６０＋ ４ 〃 クビ ２．０	
４８ ビーアウェイク 牡２黒鹿５４ 木幡 初広�和田牧場 和田 正道 新ひだか 原 達也 ４５２－ ４１：３７．０� ２１１．６

８１６ ボーンコレクター 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 金舛 幸夫 ４５４＋ ６１：３７．１� ２０．８�
７１４ ワールドホーリング 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人佐藤 恭永氏 中川 公成 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２－ ８１：３７．２� ６５１．８�
２４ ビッグサンダー 牡２栗 ５４ 川田 将雅魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４８８－ ６１：３７．３� １５．５
４７ マイネルリファイン 牡２鹿 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新ひだか 山本 昇寿 ４５０－ ６ 〃 ハナ ４６．４�
３６ ミュージーロージー 牝２栃栗５４ 村田 一誠海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４５４－ ４ 〃 アタマ ５２６．５�
８１７ サークルステージ 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥�渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４４２＋ ８１：３７．７２� ３５９．３�
７１３ マイネルジェッタ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �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 ４３８－ ２１：３７．９１� ３６５．１�

７１５ ケイアイブレイズ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 大滝 康晴 ４９６＋１２ 〃 ハナ ３２．４�
６１１ マ シ ラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４＋ ４１：３８．０クビ ４０．６�
２３ ミッドパッション 牝２鹿 ５４ 江田 照男小原 巖氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４５４＋ ２ 〃 クビ １２３．４�
３５ トーセンゼウス 牡２芦 ５４ 小林 淳一島川 �哉氏 佐藤 吉勝 浦河 江島牧場 ４７０＋ ８１：３８．４２� ２３１．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，３７０，２００円 複勝： ３０，１４９，８００円 枠連： １６，９１３，５００円

普通馬連： ５５，５６０，７００円 馬単： ４３，７５９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６２７，８００円

３連複： ６９，１５５，９００円 ３連単： １０７，９６５，０００円 計： ３６１，５０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ３３０円 � ２６０円 � ４９０円 枠 連（５－８） １，３００円

普通馬連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ６，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１００円 �� １，７５０円 �� ２，２８０円

３ 連 複 ��� １６，４４０円 ３ 連 単 ��� ８５，４００円

票 数

単勝票数 計 １７３７０２ 的中 � １７６０９（３番人気）
複勝票数 計 ３０１４９８ 的中 � ２４２７７（４番人気）� ３３２５８（３番人気）� １４９２４（６番人気）
枠連票数 計 １６９１３５ 的中 （５－８） ９６２７（６番人気）
普通馬連票数 計 ５５５６０７ 的中 �� １１９０８（１３番人気）
馬単票数 計 ４３７５９４ 的中 �� ５２４９（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６２７８ 的中 �� ４７２３（１１番人気）�� ２９００（１８番人気）�� ２１９５（２４番人気）
３連複票数 計 ６９１５５９ 的中 ��� ３１０５（４８番人気）
３連単票数 計１０７９６５０ 的中 ��� ９３３（２１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．１―３５．３―４８．２―１：０１．０―１：１２．８―１：２３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３４．８
３ ２，１４，１５（１，８）（７，１０）（６，４，１２，１７）１３（５，１６）（１１，１８）（３，９） ４ ２，１４，１５（１，８，１０）（７，１７）（６，１２）１８（５，４，１３）（１１，１６）（３，９）

勝馬の
紹 介

トレジャーチェスト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Red Ransom デビュー ２００９．８．１ 新潟４着

２００７．３．１０生 牝２芦 母 ディアマンノワール 母母 Diamond Danz ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００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。
（非抽選馬） １頭 オルレアンノオトメ号



２３０３９ ８月２３日 晴 良 （２１新潟３）第４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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２２ シトラスナイト 牡３黒鹿５６ 田中 勝春柴田 洋一氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９２－ ４１：５４．７ ９．９�

７１３ ラークフライト 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲伊藤 工真 �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 B４６２± ０１：５５．０１� ５．９�
１１ ティアップメキラ 牡３鹿 ５６ 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 三石 山際牧場 B４７６－ ６１：５５．１� ２２．８�
７１２ カジノスター 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥小林 章氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４２８－ ４１：５５．３１� ４０．５�
４６ レインボーストーン �３鹿 ５６ 武士沢友治後藤 繁樹氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 ４６２－ ８１：５５．４� ８６．３�
６１１ ネオライディーン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海小林 仁幸氏 斎藤 誠 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ６１：５５．８２� ８８．２�
８１５ サチノベストセラー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司佐藤 幸彦氏 加藤 和宏 新冠 駒沢 明憲 ４６８－ ２ 〃 ハナ ２０．３	
５８ シャテルドン 牡３栗 ５６ 石橋 脩吉田 和美氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ４ 〃 ハナ １９１．０

８１４ シルクトレジャー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人有限会社シルク後藤 由之 静内 増本牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ３．０�
２３ アシュラオー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣友水 達也氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ５０６＋ ４１：５６．０１� ２．９�
５９ レイクルイーズ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４０４＋ ８１：５６．１� １７３．５
３５ グレートダンサー 牝３栗 ５４ 四位 洋文大石 秀夫氏 昆 貢 新ひだか 神垣 道弘 ４８０± ０１：５６．４１� ８．０�
６１０ キングアラモアナ 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 服部 牧場 ５００－ ８１：５７．９９ ５００．２�
３４ レオフュージョン 牡３栗 ５６ 村田 一誠�レオ 中川 公成 新冠 武田 寛治 ４４８＋ ２１：５８．２２ ３１４．７�
４７ アンビュランスカー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４８２－１０１：５９．４７ ５７．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，０１０，７００円 複勝： ２９，１４８，２００円 枠連： １５，３３４，８００円

普通馬連： ５６，０３２，７００円 馬単： ４１，８１４，０００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９４０，２００円

３連複： ６６，０５５，７００円 ３連単： １０６，８４９，１００円 計： ３５１，１８５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ３５０円 � ２１０円 � ４１０円 枠 連（２－７） ６７０円

普通馬連 �� ３，６２０円 馬 単 �� ７，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� ２，０５０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� １５，７４０円 ３ 連 単 ��� ７９，４２０円

票 数

単勝票数 計 １７０１０７ 的中 � １３５９９（５番人気）
複勝票数 計 ２９１４８２ 的中 � ２０５９７（５番人気）� ４２５７１（３番人気）� １７１４６（７番人気）
枠連票数 計 １５３３４８ 的中 （２－７） １７１４１（３番人気）
普通馬連票数 計 ５６０３２７ 的中 �� １１４３６（１３番人気）
馬単票数 計 ４１８１４０ 的中 �� ３９３７（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９４０２ 的中 �� ３７１１（１５番人気）�� ２２４５（２０番人気）�� ３７４５（１４番人気）
３連複票数 計 ６６０５５７ 的中 ��� ３０９９（３８番人気）
３連単票数 計１０６８４９１ 的中 ��� ９９３（２０５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１２．９―１３．６―１３．１―１２．８―１２．８―１２．０―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３７．０―５０．６―１：０３．７―１：１６．５―１：２９．３―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．２
１
３
２（１，３）（６，７）（１１，１４）１２，８－１５，１０（９，５）１３－４
２，３（１，１４）（６，７，１５）（１１，１２，５）（８，９）－（１０，１３）－４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シトラスナイト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Gone West デビュー ２００９．１．２５ 中京７着

２００６．１．３０生 牡３黒鹿 母 シ ト ロ ー ネ 母母 レモンスフレⅡ ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円



２３０４０ ８月２３日 晴 良 （２１新潟３）第４日 第４競走 ２，８５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：０１．４良

５８ マイサンシャイン �５黒鹿６０ 穂苅 寿彦吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７４＋１６３：０７．６ ３．６�

１１ モリノミヤコ 牡７黒鹿６０ 浜野谷憲尚関 駿也氏 高橋 義博 宮城 関兵牧場 ４８０－ ２３：０７．９１� ２．４�
７１１� ワンダーパートナ 牝５鹿 ５８ 植野 貴也山本 信行氏 佐藤 正雄 三石 フクダファーム ３９８－ ４３：０８．２２ １４．３�
６９ エアシャムス �５栗 ６０ 五十嵐雄祐 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ５２８＋２０３：０８．４１� ２３．４�
３３ エイトシード 牝４鹿 ５８ 平沢 健治玉置 辰次氏 南田美知雄 静内 片岡 博 ４３８± ０３：０８．７２ ２１．８�
４６ オンワードマック 牡４芦 ６０ 宗像 徹樫山 ハル氏 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４６４＋ ６３：１１．３大差 ２０．３�
５７ � スマートプログレス 牡４鹿 ６０ 山本 康志大川 徹氏 平井 雄二 門別 野島牧場 ４７８－１０３：１１．９３� ９３．７	
７１２� スズノユーフォード 牡５鹿 ６０

５７ ▲大江原 圭阿部 雅子氏 郷原 洋行 門別 大沢育成牧場 ４２８＋ ２３：１２．８５ ２９０．０

８１４ マチカネミノリ �６栗 ６０ 横山 義行細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 下河辺牧場 B５１２＋ ４ 〃 クビ ３．４�
８１３ ス タ ッ テ ン 牡６鹿 ６０ 柴田 大知松平 正樹氏 高松 邦男 門別 山際 辰夫 ４５６－ ２３：１４．６大差 ５４．６�
２２ � リバートーマス 牡５栗 ６０ 江田 勇亮河越 武治氏 郷原 洋行 門別 小岩ファーム ４８０－ ６３：１９．７大差 ２６７．１
３４ � リネンライン 牡４栗 ６０ 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 新冠 富本 茂喜 ４９０＋ ８３：１９．８� １２０．９�
６１０ メイショウデイジー 牝４鹿 ５８ 仲田 雅興松本 好雄氏 高橋 隆 門別 日西牧場 ４５０± ０３：２０．１１� １２０．４�
４５ � セヴンワンダーズ 牡６鹿 ６０ 高野 和馬前田 幸治氏 和田 正道 新冠 北星村田牧場 ５１２－１６３：２２．５大差 ６７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，２８４，９００円 複勝： １３，５３９，４００円 枠連： １３，０６３，７００円

普通馬連： ４５，１９１，７００円 馬単： ３４，４３２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，１５３，６００円

３連複： ５１，０２３，９００円 ３連単： ８５，３５９，７００円 計： ２６９，０４９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（１－５） ４５０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� ５３０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� ５，８５０円

票 数

単勝票数 計 １３２８４９ 的中 � ２９１１５（３番人気）
複勝票数 計 １３５３９４ 的中 � ２７７０９（２番人気）� ４０７５４（１番人気）� ９７２４（４番人気）
枠連票数 計 １３０６３７ 的中 （１－５） ２１６０９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５１９１７ 的中 �� ９０５２１（１番人気）
馬単票数 計 ３４４３２５ 的中 �� ２６２８８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３１５３６ 的中 �� ２０１５１（１番人気）�� ５４３４（６番人気）�� ５２３４（７番人気）
３連複票数 計 ５１０２３９ 的中 ��� ２５４７６（３番人気）
３連単票数 計 ８５３５９７ 的中 ��� １０７８４（１２番人気）

上り １マイル １：４４．６ ４F ５１．１－３F ３７．９
コーナー
通過順位

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

２
�

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

勝馬の
紹 介

マイサンシャイン �
�
父 ペ ン タ イ ア �

�
母父 テ リ オ ス デビュー ２００６．９．２ 札幌７着

２００４．３．１２生 �５黒鹿 母 マイエンジェル 母母 ナ イ ス デ イ 障害：５戦１勝 賞金 １０，９００，０００円



２３０４１ ８月２３日 晴 良 （２１新潟３）第４日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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

３４ ギ ュ ン タ ー 牡２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 落合 一巳 ４４８ ―１：３７．１ ３．７�

７１１ クリールサンライズ 牡２栗 ５４ 田中 勝春横山 修二氏 笹田 和秀 日高 若林 武雄 ４４２ ―１：３７．９５ １５．７�
８１４ オペラオーカン 牡２黒鹿５４ 勝浦 正樹吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８４ ― 〃 クビ １３．０�
６１０ ラ ド 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣佐々木 勇氏 武藤 善則 浦河 鎌田 正嗣 ４５８ ―１：３８．０� １３．４�
４６ コスモヘレノス 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 ナカノファーム ４９２ ―１：３８．１� ６．２�
２２ ダーインスレイヴ 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義前田 幸治氏 小笠 倫弘 えりも 上島牧場 ４４８ ―１：３８．２� ６．８�
５７ タ ス マ ニ ア 牝２栗 ５４ 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４４２ ―１：３８．４１� １４１．０	
８１３ シンビオシス 牡２青鹿５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高橋 裕 日高 佐々木 直孝 ４９０ ―１：３８．７１� １６．２

４５ ストロングリゲル 牡２芦 ５４ 田辺 裕信村木 篤氏 武市 康男 新ひだか フジワラフアーム ５００ ―１：３９．０１� ４５．５�
６９ パッションフルーツ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊飯田 正剛氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 ４５４ ―１：３９．２１ ６７．２�
１１ リネンセレブ 牝２栗 ５４ 木幡 初広戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４３０ ―１：３９．８３� ２４．１
３３ マルセイユターン 牡２栗 ５４ 松岡 正海渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 日高 前川ファーム ５１６ ―１：４０．２２� １９．８�
７１２ ラバンガルド 牡２栗 ５４ 北村 宏司岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 ４７８ ― 〃 アタマ ４．１�
５８ ビッグルーキー 牡２青鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真廣松 金次氏 境 征勝 様似 清水スタッド ４４８ ― 〃 ハナ ５７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，４２１，９００円 複勝： ２０，２５９，４００円 枠連： １８，０８１，０００円

普通馬連： ５２，１９４，４００円 馬単： ３７，１１７，３００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３７４，５００円

３連複： ５９，９９２，１００円 ３連単： ８９，７６６，４００円 計： ３０９，２０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � ４３０円 � ３４０円 枠 連（３－７） ５３０円

普通馬連 �� ３，０００円 馬 単 �� ４，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２６０円 �� ９６０円 �� １，９９０円

３ 連 複 ��� ７，５６０円 ３ 連 単 ��� ４５，０１０円

票 数

単勝票数 計 １５４２１９ 的中 � ３３７３０（１番人気）
複勝票数 計 ２０２５９４ 的中 � ３７６１３（２番人気）� １０７４４（８番人気）� １４５４７（５番人気）
枠連票数 計 １８０８１０ 的中 （３－７） ２５２３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ５２１９４４ 的中 �� １２８４５（１２番人気）
馬単票数 計 ３７１１７３ 的中 �� ６０６６（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３７４５ 的中 �� ３２００（１７番人気）�� ４３０１（８番人気）�� １９８７（２９番人気）
３連複票数 計 ５９９９２１ 的中 ��� ５８６０（２４番人気）
３連単票数 計 ８９７６６４ 的中 ��� １４７２（１４２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．６―１３．２―１３．１―１１．５―１０．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．６―４９．８―１：０２．９―１：１４．４―１：２５．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ギ ュ ン タ ー �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

２００７．５．２５生 牡２鹿 母 リ バ ー ラ ス 母母 エースエンジエル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２３０４２ ８月２３日 晴 良 （２１新潟３）第４日 第６競走 ��２，０００�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

２：００．２
１：５６．４

良

良

５９ クニサキレモネード 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎國島 周夫氏 中島 敏文 むかわ 清野 薫 ４３４－ ４２：０２．５ ４６．２�

４８ ヒビケジンダイコ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝植田 忠司氏 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４５２± ０２：０２．７１� ２．７�
７１３ メガチューズデー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ４８２－ ８２：０２．８� ６．６�
８１７ アッフェルバンダム 牝３栗 ５４ 石橋 脩山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４５２－ ２２：０３．１１� ８．７�
５１０ トキノナスティア 牝３黒鹿５４ 吉田 豊田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４４２＋ ４ 〃 クビ ３．４�
１１ メジロゲッタウェイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲大江原 圭�メジロ牧場 大久保洋吉 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４７４－ ２２：０３．２クビ ４１．０�
６１２ スズマーシャル 牡３栗 ５６ 田辺 裕信小紫 芳夫氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４６２－ ４２：０３．４１� ６９．９	
７１４ コスモルマン 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか 土田農場 ４９０± ０ 〃 クビ ７．９

６１１ コスモイチモンジ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド ４９０＋ ４ 〃 ハナ ６３．６�
２３ ヒラボクドリーム 牝３栗 ５４ 村田 一誠�平田牧場 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４４４＋ ８ 〃 ハナ ３４．８
３５ ルミナスヘイロー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �サンデーレーシング 秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ４２：０４．２５ ３４８．１�
８１６ レオミラクル 牡３鹿 ５６ 佐藤 聖也�レオ 平井 雄二 むかわ 平岡牧場 ５００－ ４２：０４．６２� ７６４．９�
４７ タ ク ト フ ル 牡３黒鹿５６ 川田 将雅 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０ 〃 ハナ ９３．５�
３６ カフェジャイアント 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹西川 光一氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２２：０４．８１ １４．２�
２４ テイクザラブ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４２０－ ２ 〃 ハナ １６９．９�
１２ ハイヌーンナゲット 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人竹本いずみ氏 伊藤 伸一 浦河 バンブー牧場 B４７８＋ ６ 〃 クビ ４５９．０�
７１５ ツキノテンシ 牝３青 ５４ 小林 淳一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 ４２８＋ ２２：０５．０１� １７０．６�
８１８ ミツアキチュモン 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介山本 光明氏 二本柳俊一 新冠 山内 鈴子 B４６２－ ３２：０６．６１０ ５０１．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，１７９，９００円 複勝： ２３，６１３，３００円 枠連： １６，７４５，１００円

普通馬連： ５５，７１０，３００円 馬単： ４０，６６２，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２６５，５００円

３連複： ６３，４８２，８００円 ３連単： １０５，８１５，６００円 計： ３４１，４７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，６２０円 複 勝 � ６８０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（４－５） ３９０円

普通馬連 �� ４，２２０円 馬 単 �� １７，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０００円 �� ５，４１０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� １１，７１０円 ３ 連 単 ��� １３７，４９０円

票 数

単勝票数 計 １７１７９９ 的中 � ２９３３（９番人気）
複勝票数 計 ２３６１３３ 的中 � ６１１８（７番人気）� ７５６０２（１番人気）� ２０３９４（３番人気）
枠連票数 計 １６７４５１ 的中 （４－５） ３１７１９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５５７１０３ 的中 �� ９７５９（１５番人気）
馬単票数 計 ４０６６２６ 的中 �� １７５７（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２６５５ 的中 �� ４４１４（１０番人気）�� ７６７（４４番人気）�� １１３６０（２番人気）
３連複票数 計 ６３４８２８ 的中 ��� ４００３（３３番人気）
３連単票数 計１０５８１５６ 的中 ��� ５６８（３１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．０―３６．２―４９．６―１：０１．２―１：１３．６―１：２５．７―１：３７．７―１：４９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．８
１
３

２（６，１３）（３，１１，１４，１７）（９，８，１０）（１，１５）（４，５）（１６，１８）－７，１２・（２，１３）（１１，１４，６）１７（３，９，１０）８（１，４）（１２，５，１５）－（１６，７）－１８
２
４

・（２，６，１３）１７（３，１１，１４）（９，１０）８（１，４，５）１５（１６，１８）１２，７・（２，１３）（１１，１４，１７）（６，８）（９，１０）（３，１）４（１２，５）１５（１６，７）＝１８

勝馬の
紹 介

クニサキレモネード �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー ２００９．１．５ 中山１３着

２００６．５．２０生 牝３鹿 母 カボシャード 母母 ネオポリタン ８戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。
（非当選馬） ２頭 クレバーネオ号・フォレストグリーン号
（非抽選馬） １頭 ヤマイチヘレネ号



２３０４３ ８月２３日 晴 良 （２１新潟３）第４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）

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

５３．７
５３．７

良

良

４７ デイロングスプリー 牝３栗 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３４－ ２ ５６．５ ５．９�

８１６ ラヴリーテンダー 牝３栗 ５４ 木幡 初広熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４５６－ ４ ５６．７１� ５．０�

６１２ シャンディア 牝３鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真内藤 好江氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４８８－ ２ ５６．９１ １４．４�

７１４ ハクサンティンク 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４３８－ ２ ５７．１１� ３４４．３�
２３ コアレスソアラ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春小林 昌志氏 星野 忍 三石 沖田 博志 ４７８＋ ８ ５７．３１� ２８．７�
３５ アドマイヤミライ 牝３芦 ５４ 柴田 善臣近藤 利一氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ４７８＋ ６ ５７．４� ２３．３�
７１５ 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 ４６６＋１４ 〃 ハナ ５７．８�
７１３ メジロフェーム 牝３鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎	メジロ牧場 久保田貴士 洞爺湖 メジロ牧場 ４２８＋ ８ 〃 ハナ ２４．０

８１８ タケデンエデン 牝３栗 ５４ 伊藤 直人武市 弘氏 小林 常泰 浦河 安藤牧場 ４０２－ ４ 〃 クビ ２８２．７�
４８ エ ア ダ ー ミ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６２＋ ８ ５７．５� ９．７
５９ ドナグレース 牝３鹿 ５４ 北村 宏司山田 貢一氏 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ４ 〃 ハナ ２．３�
６１１ ヒロノペニー 牝３鹿 ５４

５１ ▲大江原 圭山内 広氏 佐藤 吉勝 新冠 中地 義次 ４０８＋１２ 〃 アタマ １８４．３�
２４ ショウナンパスカル 牝３黒鹿５４ 川田 将雅国本 哲秀氏 古賀 史生 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋ ２ ５７．６クビ １７．５�
１２ ブライティアホーム 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行小林 昌志氏 田中 清隆 平取 コアレススタッド ４７８＋ ２ ５７．８１� ４８．６�
１１ クインビスティー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 ４３４＋１２ 〃 アタマ ３８．７�
５１０ ラブリイエレガンス 牝３栗 ５４ 千葉 直人�山王飯店 鈴木 伸尋 鵡川 西山牧場 ４９４ ― ５８．０１� １０４．５�
３６ エムオーアンジェラ 牝３青鹿５４ 小林 淳一大浅 貢氏 土田 稔 三石 川端牧場 ４３０－ ２ ５８．２１� ２７６．７�
８１７ ニ ポ ー テ ィ 牝３黒鹿５４ 小牧 太北側 雅司氏 矢作 芳人 静内 タイヘイ牧場 ４３２± ０ ５８．３� ５９．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，６２５，５００円 複勝： ２９，１８７，０００円 枠連： ２４，１４４，４００円

普通馬連： ７６，３８７，３００円 馬単： ５３，２１３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，２３５，０００円

３連複： ８６，８６９，４００円 ３連単： １４７，４６１，０００円 計： ４６３，１２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � ２３０円 � ２２０円 � ３３０円 枠 連（４－８） １，１００円

普通馬連 �� １，８６０円 馬 単 �� ３，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� １，５２０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� ７，３５０円 ３ 連 単 ��� ３４，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２１６２５５ 的中 � ２９０５９（３番人気）
複勝票数 計 ２９１８７０ 的中 � ３４６９７（３番人気）� ３７０２８（２番人気）� ２１３０５（４番人気）
枠連票数 計 ２４１４４４ 的中 （４－８） １６２９３（４番人気）
普通馬連票数 計 ７６３８７３ 的中 �� ３０３４１（７番人気）
馬単票数 計 ５３２１３０ 的中 �� １０７１７（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４２３５０ 的中 �� ７９８５（７番人気）�� ３８３２（１７番人気）�� ５３７２（９番人気）
３連複票数 計 ８６８６９４ 的中 ��� ８７２９（２３番人気）
３連単票数 計１４７４６１０ 的中 ��� ３１１５（９４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１０．８―１０．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．４―３３．２―４４．０

上り４F４４．４－３F３４．１
勝馬の
紹 介

デイロングスプリー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００８．１１．２ 東京７着

２００６．３．４生 牝３栗 母 ハートサムデイ 母母 メイクアウイッシュ ９戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円



２３０４４ ８月２３日 晴 良 （２１新潟３）第４日 第８競走 ��１，２００�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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

３４ アーリーアメリカン 牝３鹿 ５２ 勝浦 正樹 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：１０．９ ３．７�

８１５ トーセンピュリニー 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８６＋ ２１：１１．０� ４．９�
２３ トーセンフーガ 牝５鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 古賀 史生 静内 服部 牧場 ４９６－ ４１：１１．５３ ４．８�
５９ ザ ド ラ イ ブ 牡３栗 ５４ 松岡 正海 �千葉パブリックゴ

ルフコース 斎藤 誠 日高 沖田牧場 ４８２＋１６１：１１．６� １７．２�
８１４� アグネスイカロス 牡４栗 ５７ 川田 将雅渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 川島牧場 ４９４－ ３１：１１．７クビ ３４．３	
４６ シャイニークエスト 牡３栗 ５４ 吉田 豊小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４６６－ ４１：１２．２３ ３．９

５８ ケージーコガネ 牡３栗 ５４ 蛯名 正義川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４８４＋１０ 〃 クビ ２３．４�
４７ タツタイコウ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人鈴木 昭作氏 根本 康広 千歳 エクセレンス

ファーム ５１４＋１０１：１２．６２� ３３．０�
７１２ ネバーグレイス 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信岡田 隆寛氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４８８＋１２ 〃 クビ ２１９．４
２２ カシマチャンピオン 牡３芦 ５４ 北村 宏司�カシマ 高市 圭二 日高 広中 稔 ４９６＋１４１：１３．２３� １５．３�
７１３� ウインオーシャン 牡４栗 ５７ 木幡 初広�ウイン 宗像 義忠 静内 矢野牧場 ５０８＋ ８１：１３．４１� １６０．４�
３５ スイートグラーツ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥和田 啓子氏 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 B４３０＋１４１：１３．６１ ２０３．６�
６１１ スターリングムーン 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣吉田都枝江氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４９６－ ４１：１３．７� １７．８�
１１ � ヴァージリア 牝４黒鹿５５ 武士沢友治岡田 牧雄氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４８６＋１０１：１４．０２ １７０．２�
６１０ スズカデヒア 牡７栗 ５７ 田中 勝春永井 啓弍氏 藤沢 則雄 鵡川 新井牧場 ５１６－ ４１：１４．４２� ９３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，１６０，０００円 複勝： ３６，１０８，０００円 枠連： ２４，９４３，４００円

普通馬連： ８８，３０４，０００円 馬単： ５８，１８９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６３５，１００円

３連複： ９０，５０５，５００円 ３連単： １６４，３６４，３００円 計： ５１１，２０９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－８） ７７０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ２７０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ６，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２２１６００ 的中 � ４８４５０（１番人気）
複勝票数 計 ３６１０８０ 的中 � ７６００６（１番人気）� ６１４７４（３番人気）� ６９５７３（２番人気）
枠連票数 計 ２４９４３４ 的中 （３－８） ２４０８９（３番人気）
普通馬連票数 計 ８８３０４０ 的中 �� ７６０２９（２番人気）
馬単票数 計 ５８１８９０ 的中 �� ２９２３１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６３５１ 的中 �� １８３９４（２番人気）�� ２５８１１（１番人気）�� １６４１４（５番人気）
３連複票数 計 ９０５０５５ 的中 ��� ６３０７２（１番人気）
３連単票数 計１６４３６４３ 的中 ��� １９８６６（６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．０―１２．２―１２．１―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．５―３３．５―４５．７―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーリーアメリカン �
�
父 El Corredor �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００８．６．２８ 函館４着

２００６．２．３生 牝３鹿 母 アメリカンマンボ 母母 American Royale ５戦２勝 賞金 １８，３２０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 スターリングムーン号の騎手柴田善臣は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（８番・５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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 スズノカイソク号・ステルスワン号・ハイデフィニション号・ホトダー号



２３０４５ ８月２３日 晴 良 （２１新潟３）第４日 第９競走 ��
��１，４００�

し ば た じ ょ う

新 発 田 城 特 別
発走１４時３５分 （芝・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 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

１２ サザンスターディ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ４９８－ ２１：２１．２ ８．６�

２３ � ナイキアプロード �５黒鹿５７ 伊藤 工真小野 誠治氏 古賀 史生 米
Michael Levy, Robert
Levy & Mr. & Mrs. Fran-
cis Vanlangendonck

B４８８－ ４１：２１．３	 ７．４�
８１６ ダイワジャンヌ 牝４黒鹿５５ 武士沢友治大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４４６＋ ４ 〃 アタマ １．９�
３６ ニシノガーランド 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 ４７０－ ４１：２１．６２ １６．４�
３５ クインズプレイヤー 牝５黒鹿５５ 小林 淳一嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４４０＋ ４ 〃 クビ ３８．２�
７１４ トーホウカイザー 牡４黒鹿５７ 石橋 脩東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４８４＋ ４１：２１．７クビ ６．０�
４７ オリオンザブラック 牝３鹿 ５２ 嘉藤 貴行平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４４４＋ ６ 〃 クビ ２１．２	
１１ � サラトガティプトン 牡５鹿 ５７ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I

Bloodstock ４６８－ ６１：２１．８クビ ２７．２

７１３ ジョウノガーベラ 牝５栗 ５５ 松岡 正海小川 義勝氏 加藤 征弘 門別 三城牧場 B４６８－ ８ 〃 ハナ ３３．２�
５９ リワードボーガン 牡３栗 ５４ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４８４－ ４１：２２．０１	 ６８．３�
６１２ クルンプホルツ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義 サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ８ 〃 ハナ ２５．８�
８１７
 タ ツ キ セ キ 牝４栗 ５５ 後藤 浩輝鈴木 昭作氏 根本 康広 新冠 松本 信行 ４９６＋ ２１：２２．１クビ ５５．９�
７１５ マルタカハンター 牡３栗 ５４ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 浦河 大野牧場 ４３２－ ４１：２２．２� ２８５．６�
４８ 
 キングケイザンオー 牡５栗 ５７ 江田 照男増田 陽一氏 星野 忍 三石 斉藤 正男 ４７４＋１０１：２２．３	 ５８９．６�
５１０ ハッシャバイ 牝３栗 ５２ 大野 拓弥グリーンスウォード 和田 正道 新冠 堤 牧場 ４３６＋１２ 〃 ハナ １７２．４�
８１８ ミヤビリュウオー 牡３鹿 ５４ 四位 洋文村上 義勝氏 戸田 博文 浦河 大成牧場 ４６０＋ ２ 〃 クビ ３９．４�
６１１
 プ ー ク ン 牡５栗 ５７ 吉田 豊林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４８２＋１４１：２２．５１� ２５９．８�
２４ トクトイムスメ 牝３栗 ５２ 田中 勝春和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 ４７４＋ ６１：２３．５６ ２０４．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，０００，０００円 複勝： ５５，５８０，４００円 枠連： ３２，３３６，３００円

普通馬連： １３３，１４４，１００円 馬単： ８７，３９４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，９２２，６００円

３連複： １３２，５９５，３００円 ３連単： ２７４，４３９，６００円 計： ７８２，４１２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（１－２） １，５５０円

普通馬連 �� ２，６５０円 馬 単 �� ５，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ３１０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� １６，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３０００００ 的中 � ２７５１１（４番人気）
複勝票数 計 ５５５８０４ 的中 � ５９６８５（２番人気）� ５６９４１（３番人気）� ２４３１２２（１番人気）
枠連票数 計 ３２３３６３ 的中 （１－２） １５４１３（５番人気）
普通馬連票数 計１３３１４４１ 的中 �� ３７０９５（８番人気）
馬単票数 計 ８７３９４４ 的中 �� １１４３４（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６９２２６ 的中 �� １２３０１（６番人気）�� ３０７５７（３番人気）�� ３４４４５（１番人気）
３連複票数 計１３２５９５３ 的中 ��� ６６４２６（１番人気）
３連単票数 計２７４４３９６ 的中 ��� １２５９０（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３４．３―４６．１―５７．７―１：０９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンスターディ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２００８．９．１３ 中山３着

２００６．３．５生 牡３鹿 母 サウスライズ 母母 ノースハッピー １０戦２勝 賞金 ２３，８１１，０００円
※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） ２頭 メイクユーハッピー号・メイプルストリート号
（非抽選馬） ９頭 アナナス号・ウインリスペクト号・コアレスリーヴァ号・ゴールドネオ号・サウロビスティー号・スペック号・

ニシノクイック号・ミスベルツリー号・ロイヤルロード号



２３０４６ ８月２３日 晴 良 （２１新潟３）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．８．２３以降２１．８．１６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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．７
２：１０．１

良

良

７１１ ナムラクレセント 牡４鹿 ５８．５ 小牧 太奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４８８－１２２：１３．３ ４．４�

２２ フォゲッタブル 牡３黒鹿５３ 川田 将雅金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２２：１４．１５ ９．０�

６９ マ ゼ ラ ン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �キャロットファーム 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ５３４－ ２ 〃 ハナ ２．４�
５７ マルモコウテイ 牡５鹿 ５５ 勝浦 正樹まるも組合 藤沢 則雄 浦河 岡本牧場 ４９４＋１０ 〃 アタマ ４５．４�
３４ フサイチナガラガワ 牡３栗 ５２ 後藤 浩輝関口 房朗氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ８２：１４．３１ ８．１�
８１４ メインストリーム 牡４鹿 ５７ 四位 洋文臼田 浩義氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９６＋１０ 〃 クビ ８．４	
５８ パルエクスプレス 牡７黒鹿５３ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 平井 雄二 静内 ビツグレツドフアーム B４９２－ ４２：１４．４クビ １１４．７

４６ � シンボリユタカオー �１０栗 ５２ 吉田 隼人シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 シンボリ牧場 ４７２＋ ２ 〃 アタマ １３９．８�
３３ メジロアルタイス 牡５芦 ５３ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５２６＋ ２２：１４．５� ６４．７�
７１２ ロードパンサー 牡３栗 ５３ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 久保田貴士 三石 ケイアイファーム ４８８＋１６２：１４．７１	 ８．２
６１０ リヴィエラブルー 牡５鹿 ５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５１２＋ ２ 〃 ハナ ２０．５�
１１ アイティトップ 牡４鹿 ５６ 丹内 祐次一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４９８＋１０ 〃 ハナ ６２．０�
４５ ビービーファング �６鹿 ５１ 伊藤 工真�坂東牧場 柴田 政人 平取 高橋 啓 ４６２± ０２：１４．８� １１９．２�
８１３� パ パ ノ エ ル 牡５栗 ５２ 武士沢友治齊藤四方司氏 小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４５４± ０２：１５．３３ ３８９．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３６，８１１，３００円 複勝： ５２，８４６，５００円 枠連： ３１，０１２，１００円

普通馬連： １５５，８３０，８００円 馬単： ９７，４４２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，１５１，０００円

３連複： １４９，６２０，０００円 ３連単： ３２１，６０６，９００円 計： ８８３，３２１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ２８０円 � １２０円 枠 連（２－７） １，８６０円

普通馬連 �� ３，２８０円 馬 単 �� ５，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０５０円 �� ２９０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，２５０円 ３ 連 単 ��� １９，２１０円

票 数

単勝票数 計 ３６８１１３ 的中 � ６７０６２（２番人気）
複勝票数 計 ５２８４６５ 的中 � ７１３２３（２番人気）� ３４３０６（６番人気）� １７７２３８（１番人気）
枠連票数 計 ３１０１２１ 的中 （２－７） １２３４５（７番人気）
普通馬連票数 計１５５８３０８ 的中 �� ３５１２１（１３番人気）
馬単票数 計 ９７４４２８ 的中 �� １２９３４（２４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８１５１０ 的中 �� ８０１８（１６番人気）�� ３６３６１（１番人気）�� ２０９１９（５番人気）
３連複票数 計１４９６２００ 的中 ��� ４９２２９（７番人気）
３連単票数 計３２１６０６９ 的中 ��� １２３５８（６０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．８―１２．１―１３．０―１２．３―１２．６―１２．４―１１．８―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２４．０―３５．８―４７．９―１：００．９―１：１３．２―１：２５．８―１：３８．２―１：５０．０―２：０１．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラクレセント �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 サクラシヨウリ デビュー ２００７．１２．２３ 阪神５着

２００５．４．２２生 牡４鹿 母 サクラコミナ 母母 サクラユウホー １３戦４勝 賞金 １０４，４２２，０００円





２３０４８ ８月２３日 晴 良 （２１新潟３）第４日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時３０分 （芝・左・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１８ サクラオールイン 牡６黒鹿５７ 蛯名 正義�さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４８６± ０１：４６．５ ７．７�

２４ チュウワプリンス 牡３黒鹿５４ 川田 将雅中西 忍氏 大久保龍志 静内（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２＋１２ 〃 ハナ ３．９�

５９ ホッコービクトリー 牡４栗 ５７ 田中 勝春矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ４９８＋ ２ 〃 アタマ ２５．９�
１１ 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 ４５０－ ４１：４６．７１� ２．１�
４８ � リバーインバウンド 牝３栗 ５２ 西田雄一郎河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４３２－ ４１：４６．８クビ ３３７．０�
８１７ ピサノシンボル 牡３鹿 ５４ 北村 宏司市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４ 〃 クビ ４１．０�
５１０� ダイショウベリー 牝４鹿 ５５ 石神 深一馬場 �晃氏 佐々木亜良 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４５８－ ４１：４６．９クビ ２９５．２	
７１５ ア カ リ 牝３栗 ５２ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 ４４８＋ ４１：４７．０� １６６．３

３５ シングンリターンズ 牡４鹿 ５７ 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４４８－２０ 〃 ハナ ８５．５�
４７ フライバイワイヤー 牡３栗 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４ 〃 同着 ７．３
６１１� タ カ ラ ボ ス 牡５栗 ５７

５４ ▲伊藤 工真栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４２６＋ ４１：４７．４２� １５０．３�
２３ アイディリック 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信加藤 徹氏 清水 利章 静内 キヨミネ牧場 B４６２－ ２１：４７．６１� ２１４．９�
３６ ステラフィッサ 牝４青 ５５ 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 静内 橋本牧場 ４４０＋１４１：４７．９２ ２７８．２�
８１６� ミサトフリート 牝４芦 ５５ 大庭 和弥戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ４９８－ ２１：４８．０� ２６．７�
６１２ エアパグナス 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５４－１２１：４８．２１� ２２．７�
７１３� 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± ０ 〃 クビ ５８１．８�
１２ メイショウグラナダ 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４９８－ ２１：４８．３クビ ２６．８�
７１４ ナンヨーエンゼル 牝３鹿 ５２ 木幡 初広中村 �也氏 尾形 充弘 静内 佐竹 学 ４８８＋２４１：４８．５１� ２６．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０，４５６，６００円 複勝： ５３，７４９，４００円 枠連： ４４，８０４，８００円

普通馬連： １６６，４６７，７００円 馬単： １１２，８７１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，６６３，７００円

３連複： １７８，７６５，２００円 ３連単： ４１５，０１４，４００円 計： １，０５８，７９３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � ５７０円 枠 連（２－８） １，０７０円

普通馬連 �� １，５４０円 馬 単 �� ３，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ２，２５０円 �� １，４５０円

３ 連 複 ��� １２，６４０円 ３ 連 単 ��� ６０，１２０円

票 数

単勝票数 計 ４０４５６６ 的中 � ４１７７１（４番人気）
複勝票数 計 ５３７４９４ 的中 � ６１２２３（３番人気）� ８５４２７（２番人気）� ２０３５８（７番人気）
枠連票数 計 ４４８０４８ 的中 （２－８） ３０９６６（４番人気）
普通馬連票数 計１６６４６７７ 的中 �� ７９８１６（４番人気）
馬単票数 計１１２８７１９ 的中 �� ２１４４８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６６６３７ 的中 �� １８５８３（４番人気）�� ４９３３（２０番人気）�� ７８１３（１５番人気）
３連複票数 計１７８７６５２ 的中 ��� １０４３８（３５番人気）
３連単票数 計４１５０１４４ 的中 ��� ５０９５（１６５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．０―１１．５―１１．８―１２．１―１２．２―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２２．９―３３．９―４５．４―５７．２―１：０９．３―１：２１．５―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．３―３F３７．２
３ １０－（１２，１６）（４，８，１７）（６，１４）（２，１３，１５）３（１，１１，１８，９）（７，５） ４ １０＝（１２，１６）（４，８，１７）（２，６，１４）（３，１５）（１，１３，１８，９）（７，１１）５

勝馬の
紹 介

サクラオールイン �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Danzig デビュー ２００５．８．２８ 札幌３着

２００３．３．１８生 牡６黒鹿 母 サクラセクレテーム 母母 Secrettame ２３戦２勝 賞金 ２１，１００，０００円
〔制裁〕 チュウワプリンス号の騎手川田将雅は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）



（２１新潟３）第４日 ８月２３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 １９１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

２３７，６４０，０００円
８，５２０，０００円
１１，９１０，０００円
２，０５０，０００円
２４，７５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，９５８，０００円
５，８３５，８００円
１，８９０，９００円

勝馬投票券売得金
３６４，９９０，４００円
５４５，１９１，３００円
３３２，１１０，２００円
１，４５４，２７３，２００円
９８８，６３６，２００円
４０６，８３４，４００円
１，５２１，９７６，７００円
３，２６５，９２６，２００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 ８，８７９，９３８，６００円

総入場人員 ２１，９３１名 （有料入場人員 ）




