
２３０６１ ８月３０日 曇 良 （２１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

２４ ソルプリマベラ 牝２鹿 ５４
５１ ▲伊藤 工真小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４１８－ ２１：２２．７ ７．３�

４７ ゴールドジャパン 牝２鹿 ５４ 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム ４５８－１２１：２３．０１� ３２．５�
５９ エフティフローラ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：２３．２１� １．７�
２３ プロスペラスマム 牝２鹿 ５４ 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９４＋ ６１：２３．３� １１．８�
３５ マイネコティヨン 牝２芦 ５４ 石橋 脩 �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 ４２８－１２ 〃 ハナ ８．０�
７１４ プルミエアムール 牝２鹿 ５４ 北村 宏司臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４０６± ０１：２３．６２ １３．７	
６１１ ニシノフェミニン 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４３８＋ ４ 〃 ハナ ４１．７

３６ ワイドスプレッド 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 武市 康男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ６１：２３．７� ６．５�
４８ メジロカトリーヌ 牝２鹿 ５４

５１ ▲大江原 圭�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２＋１８１：２４．０２ ５２．３
７１３ コスモマイティーン 牝２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �ビッグレッドファーム 高木 登 新ひだか 田中 春美 ４２６＋ ４１：２４．３１� ２２７．３�
１２ アップルミント 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥 �スピードファーム 和田正一郎 日高 田辺 静一 ４１４＋ ８１：２４．４クビ ３６５．９�
５１０ ユウキサンオーラ 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 新ひだか クドウファーム ４０２＋ ２１：２４．６１� ２４４．１�
８１５ アイアイレインボー 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎齊藤 敬氏 中島 敏文 日高 坂口 豊翼 ４３２＋ ６１：２４．７クビ ７１２．０�
１１ ディアコトミ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４４２＋ ４１：２５．４４ １５３．６�
６１２ ハセノヒマワリ 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣長谷川成利氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４６２－ ４１：２５．５� ２０６．９�
８１６ ヤマニンフィズ 牝２芦 ５４ 柴田 大知土井 薫氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ２１：２６．５６ ６６６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，４３０，７００円 複勝： ３２，２１１，１００円 枠連： １６，８１０，７００円

普通馬連： ５７，１２９，９００円 馬単： ４６，２９７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６９６，１００円

３連複： ６９，６７５，９００円 ３連単： １２６，４１７，９００円 計： ３８９，６６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � １７０円 � ４９０円 � １１０円 枠 連（２－４） ３，４８０円

普通馬連 �� ９，９８０円 馬 単 �� １６，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� ２９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ４，３９０円 ３ 連 単 ��� ６２，８７０円

票 数

単勝票数 計 １８４３０７ 的中 � ２００４４（３番人気）
複勝票数 計 ３２２１１１ 的中 � ４３５６０（２番人気）� ９９１８（７番人気）� １２５０７８（１番人気）
枠連票数 計 １６８１０７ 的中 （２－４） ３５７２（１２番人気）
普通馬連票数 計 ５７１２９９ 的中 �� ４２２５（２１番人気）
馬単票数 計 ４６２９７４ 的中 �� ２０１４（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６９６１ 的中 �� ２３６７（２０番人気）�� ２２３１６（２番人気）�� ６９６９（８番人気）
３連複票数 計 ６９６７５９ 的中 ��� １１７２７（１４番人気）
３連単票数 計１２６４１７９ 的中 ��� １４８４（１６３番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．６―１１．４―１２．０―１２．３―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．４―３４．８―４６．８―５９．１―１：１０．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソルプリマベラ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．８．８ 新潟３着

２００７．２．１１生 牝２鹿 母 ネオサカエール 母母 ヨ シ イ ワ ト ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



２３０６２ ８月３０日 曇 良 （２１新潟３）第６日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１３ ガートモンテス 牡３青鹿５６ 吉田 隼人吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９４－ ２１：５３．６ ３．２�

３４ メジロロッキー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 B５３６－ ２１：５３．８１� １４．１�
２２ コスモツイマイ 牡３栗 ５６ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 平取 高橋 啓 ４７８－ ８１：５４．５４ ２４．１�
３５ ポ ッ ピ イ 牡３青鹿５６ 蛯名 正義山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム B４７２± ０ 〃 アタマ ２２．２�
１１ ヨシキタドッコイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太田辺 喜彦氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４７８－ ２１：５４．７１� ３５．９�
５８ ツクバチャーム 牡３芦 ５６ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 日高 ヤナガワ牧場 ５０８± ０１：５５．０２ ４４．４�
７１２ ワンダフルカフェ 牡３芦 ５６ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５０４± ０１：５５．５３ ３．５	
６１０ オンワードイデア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真
オンワード牧場 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４９４＋ ６ 〃 クビ ３２５．５�
２３ リープアヘッド 牡３青鹿５６ 松岡 正海吉田 和子氏 斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５００－ ５１：５６．１３� ３．４�
８１４ アルカディアシチー 牡３鹿 ５６ 江田 照男 
友駿ホースクラブ 萱野 浩二 日高 幾千世牧場 ５４８－ ７１：５６．３１� ７９．４
８１５ ロッタラック 牡３青鹿５６ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム B４８４＋ ６１：５６．５１ ７．９�
５９ サトノアグレッシヴ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B５２６＋ ２１：５６．７� ２９１．４�
４７ ショウナンアッパー �３黒鹿５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４６４－１２ 〃 ハナ ３２２．９�
４６ タイキクラリス 牝３栗 ５４ 北村 宏司�大樹ファーム 牧 光二 日高 ノーザンファーム ４１４－１２１：５７．１２� ２１９．３�
６１１ スズカロック 牡３鹿 ５６

５３ ▲草野 太郎永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B４６４－ ６１：５９．６大差 １４８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，５２８，０００円 複勝： ２５，８８１，５００円 枠連： １６，９０３，６００円

普通馬連： ５０，０１７，３００円 馬単： ３９，０２４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１３８，４００円

３連複： ６１，９２８，９００円 ３連単： １０２，８９０，０００円 計： ３３１，３１２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � ３３０円 � ５２０円 枠 連（３－７） ６１０円

普通馬連 �� １，９８０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７３０円 �� １，１００円 �� ２，７３０円

３ 連 複 ��� １３，１５０円 ３ 連 単 ��� ４８，５２０円

票 数

単勝票数 計 １５５２８０ 的中 � ３８５６３（１番人気）
複勝票数 計 ２５８８１５ 的中 � ５１５１６（３番人気）� １９２２１（５番人気）� １０７９０（７番人気）
枠連票数 計 １６９０３６ 的中 （３－７） ２０５６２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５００１７３ 的中 �� １８７３３（７番人気）
馬単票数 計 ３９０２４７ 的中 �� ９７８８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１３８４ 的中 �� ６７０７（８番人気）�� ４３０６（１５番人気）�� １６５８（２９番人気）
３連複票数 計 ６１９２８９ 的中 ��� ３４７７（４３番人気）
３連単票数 計１０２８９００ 的中 ��� １５６５（１４０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．７―１２．７―１２．５―１２．８―１３．０―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３６．５―４９．２―１：０１．７―１：１４．５―１：２７．５―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．１
１
３
１３，１２（１４，３）１５（２，１１）－７，４（１，５，６）１０（８，９）・（１３，１２）（１４，２，３）１５（１，４）５－（８，１１，７）（１０，６）－９

２
４

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

勝馬の
紹 介

ガートモンテス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Hennessy デビュー ２００９．１．１７ 中山１４着

２００６．２．８生 牡３青鹿 母 キャッツプライド 母母 Kirt’s Pride ６戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカロック号は，平成２１年１０月３０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。
（非抽選馬） １頭 ヒーローニナルトキ号



２３０６３ ８月３０日 曇 良 （２１新潟３）第６日 第３競走 ��
��２，０００�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

２：００．２
１：５６．４

良

良

８１８ シャドウライン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義飯塚 知一氏 戸田 博文 浦河 伏木田牧場 ４８６± ０２：０１．９ ３．６�

６１１ ブルーデザフィーオ 牡３青 ５６ 後藤 浩輝 �ブルーマネジメント勢司 和浩 新冠 川上牧場 ４８２± ０ 〃 クビ ５．６�
３６ ドリームタフキーク 牡３栗 ５６ 木幡 初広セゾンレースホース� 宗像 義忠 新ひだか 斉藤 正男 ４３０＋１４２：０２．０� １２３．３�
２３ キャッツテイル 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ３９４－１２ 〃 ハナ ２５．７�
２４ パ ゴ ダ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥�和田牧場 和田正一郎 静内 及川 麻吉 B４９８± ０２：０２．１クビ １８１．０�
５１０ ナビエストークス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６２－ ４ 〃 クビ １１．４	
１２ コスモプリズム 牝３青鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 山下 恭茂 ４７０＋ ２２：０２．４２ ２．３

４７ サウンドデイジー 牝３鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗増田 雄一氏 加藤 和宏 平取 北島牧場 B４１８－ ４２：０２．５クビ ８２．６�
３５ トウショウライド 牡３鹿 ５６ 武士沢友治トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B４８８－ ６２：０２．６� １３．６�
８１７ ゴールドチョウサン 牡３鹿 ５６ 石橋 脩長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４２２－ ２２：０２．９１� ２４６．５
７１３ フジマサエンブレム 牡３栗 ５６ 小野 次郎藤原 正一氏 菊川 正達 新冠 越湖牧場 ４３２＋１０ 〃 ハナ ２２．０�
１１ 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 ４７０－ ２ 〃 クビ ２７．５�
４８ ス グ リ ワ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠坂田 行夫氏 粕谷 昌央 新ひだか 土田農場 B４６６－ ６２：０３．２２ １４９．３�
６１２ ガ ネ ー シ ャ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人石川 博氏 高橋 祥泰 静内 千代田牧場 B４２８± ０ 〃 アタマ １５８．２�
５９ シーアンムーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４２６± ０２：０３．４１� ３４０．５�
７１５ モンテブリストル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 三石 前田 宗将 ５００ ―２：０３．５� ４６．９�
８１６ フォレストグリーン 牡３鹿 ５６ 柴田 大知星野 壽市氏 高松 邦男 新ひだか 原 達也 ４５６＋ ４２：０４．６７ ９９９．９�
７１４ テンブレイク 牡３鹿 ５６ 黛 弘人天白 泰司氏 中野 栄治 安平 吉田 浩三 ４８６＋ １ 〃 クビ ８００．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，５８０，２００円 複勝： ２７，５２１，９００円 枠連： １６，１９８，８００円

普通馬連： ５４，４０９，９００円 馬単： ４２，６５８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，４２３，９００円

３連複： ６４，３３８，６００円 ３連単： １０５，９２９，３００円 計： ３４９，０６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � １，３６０円 枠 連（６－８） ８５０円

普通馬連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ４，５５０円 �� ４，６８０円

３ 連 複 ��� １７，１９０円 ３ 連 単 ��� ６８，９４０円

票 数

単勝票数 計 １８５８０２ 的中 � ４１７５４（２番人気）
複勝票数 計 ２７５２１９ 的中 � ４６１２８（３番人気）� ５２７８２（２番人気）� ３６７３（１０番人気）
枠連票数 計 １６１９８８ 的中 （６－８） １４１５２（３番人気）
普通馬連票数 計 ５４４０９９ 的中 �� ３９８８２（３番人気）
馬単票数 計 ４２６５８９ 的中 �� １７４４６（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９４２３９ 的中 �� １２６９０（３番人気）�� ９８９（３８番人気）�� ９６０（３９番人気）
３連複票数 計 ６４３３８６ 的中 ��� ２７６３（５３番人気）
３連単票数 計１０５９２９３ 的中 ��� １１３４（１９０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．４―１２．９―１２．３―１２．３―１２．４―１１．９―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３６．１―４９．０―１：０１．３―１：１３．６―１：２６．０―１：３７．９―１：４９．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シャドウライン �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００９．３．２１ 中山２着

２００６．２．２２生 牡３鹿 母 トミケンロマン 母母 フシミラツキー ９戦１勝 賞金 １５，０５０，０００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 サウスゴールド号・スーパーオアシス号・ネオコルテックス号・ヤマイチヘレネ号



２３０６４ ８月３０日 曇 良 （２１新潟３）第６日 第４競走 ��１，８００�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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２３ フェーズシックス 牡３栗 ５６
５３ ▲伊藤 工真 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：５３．９ ４．１�

５８ ゴーカイフォンテン 牡３鹿 ５６ 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ４７６＋ ２１：５４．１１� ２４．２�
４６ シルクコンダクター 牡３栗 ５６ 菊沢 隆徳有限会社シルク小笠 倫弘 日高 ヤナガワ牧場 ４７２＋１０１：５４．３１� １１７．２�
７１３ マイネルレクシス 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 日高 中前 義隆 B４６４± ０１：５４．７２� ２．２�
８１４ ジュウモンジ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩諸江 幸祐氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B５０４＋１０ 〃 クビ ６．３�
３５ ヴィーヴァジョーコ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 三石 広田牧場 B４３６± ０１：５４．８クビ １８．３	
３４ ヒシフロンティア 牡３黒鹿５６ 武士沢友治阿部雅一郎氏 手塚 貴久 浦河 杵臼牧場 ４７２± ０１：５５．１１� ４９．７

７１２ セトウチサンダー 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥高橋 勉氏 松永 康利 浦河 杵臼牧場 B４７４＋ ６１：５５．２� １２．４�
６１１ クレバーネオ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太田� 正明氏 石毛 善彦 浦河 向別牧場 ４５４－ ４ 〃 アタマ １９６．６
６１０ インザブラック 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 B５０４－ ６１：５６．２６ ８．６�
１１ ナモンカラー 牝３栗 ５４ 木幡 初広�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４１６－ ２１：５６．６２� ４０９．０�
２２ グラスレジェンド 牡３鹿 ５６ 小野 次郎半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８８－ ６１：５６．７� ４６．７�
８１５ トゥパックアマル 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝 �ノースヒルズマネ

ジメント 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント B４５４－１０１：５７．０１� ３４．２�
４７ ロッキーマウンテン �３黒鹿５６ 黛 弘人野口 弘司氏 菊川 正達 新冠 竹中牧場 ４８０－ ２２：０１．３大差 ５９４．０�
５９ ニシノドスカラス 牡３黒鹿５６ 佐藤 哲三西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ５０２－ ４２：２５．３大差 ２３５．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，４８７，９００円 複勝： ２３，７６９，２００円 枠連： １６，５４１，０００円

普通馬連： ５３，６８３，５００円 馬単： ４２，５９４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３９９，６００円

３連複： ６４，９２２，７００円 ３連単： １０４，７６５，２００円 計： ３４４，１６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １９０円 � ４７０円 � １，９４０円 枠 連（２－５） ３，９１０円

普通馬連 �� ４，０００円 馬 単 �� ５，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� ６，９２０円 �� １７，０６０円

３ 連 複 ��� ８６，１８０円 ３ 連 単 ��� ３６２，９９０円

票 数

単勝票数 計 １７４８７９ 的中 � ３４２３９（２番人気）
複勝票数 計 ２３７６９２ 的中 � ４３３４９（２番人気）� １２４３８（７番人気）� ２５８７（１１番人気）
枠連票数 計 １６５４１０ 的中 （２－５） ３１２３（１３番人気）
普通馬連票数 計 ５３６８３５ 的中 �� ９９１４（１５番人気）
馬単票数 計 ４２５９４６ 的中 �� ５５４６（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３９９６ 的中 �� ４１６９（１５番人気）�� ７１５（４３番人気）�� ２８８（６３番人気）
３連複票数 計 ６４９２２７ 的中 ��� ５５６（１２６番人気）
３連単票数 計１０４７６５２ 的中 ��� ２１３（５８４番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．８―１２．２―１２．６―１２．５―１２．９―１３．３―１３．２―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２３．８―３６．０―４８．６―１：０１．１―１：１４．０―１：２７．３―１：４０．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フェーズシックス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Sri Pekan デビュー ２００８．１０．２５ 東京２着

２００６．３．４生 牡３栗 母 ルンバロッカ 母母 Rumba Azul ８戦１勝 賞金 １３，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １１時３５分に変更。
〔その他〕 ニシノドスカラス号は，競走中に疾病〔心房細動〕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〕 ロッキーマウンテン号は，平成２１年９月３０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エスユーシルバー号・ビッグナイト号・レジェンドヘヴン号
（非抽選馬） ２頭 サニーストリート号・ダイワパーパス号



２３０６５ ８月３０日 曇 良 （２１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

１：４７．４
１：４６．７

良

良

８１２ トーセンパーシモン 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５１２ ―１：５０．５ ７．０�

４４ ロフティークリフ 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣田中 春美氏 清水 美波 新ひだか 前田 宗将 ４９４ ―１：５０．８１� ９．２�
５７ ドリームバスケット 牡２栗 ５４ 柴山 雄一セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４５２ ―１：５１．２２� ６．１�
２２ シルクゴスホーク 牡２鹿 ５４ 松岡 正海有限会社シルク中村 均 日高 ヤナガワ牧場 ５０４ ― 〃 クビ ３．０�
８１３ ジャストザシーズン 牡２鹿 ５４ 北村 宏司ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４５８ ―１：５１．５１� ４９．６�
６９ タイトーフォルテ 牡２青 ５４ 吉田 隼人後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 山際セントラルスタッド ４６４ ― 〃 クビ ２３．４	
６８ サベラージュ 牡２青鹿５４ 木幡 初広 
スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６６ ―１：５２．２４ ８３．０�
１１ トーセンフリージア 牝２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 ４９４ ―１：５２．３クビ ２２．５�
７１１ ク ラ ヴ ィ エ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一有限会社シルク堀 宣行 日高 ヤナガワ牧場 ４６０ ― 〃 アタマ ４．５
３３ マイネルウィル 牡２鹿 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４８４ ―１：５２．４� ９８．３�
４５ コスモマーシャル 牡２鹿 ５４ 武士沢友治 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 法理牧場 ５２８ ―１：５２．７１� １８０．８�
７１０ ミスラスベガス 牝２栗 ５４ 大野 拓弥阿部 幸暉氏 牧 光二 新冠 ラツキー牧場 ４４８ ―１：５２．８� ３１．４�
５６ リスキープラン 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義根岸 治男氏 二ノ宮敬宇 新ひだか カタオカステーブル ４４２ ―１：５３．３３ ８．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，９６５，４００円 複勝： ２１，１１８，０００円 枠連： １４，７０７，５００円

普通馬連： ４９，１２７，２００円 馬単： ３６，８９９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，１６１，１００円

３連複： ５３，２７２，４００円 ３連単： ９１，４８０，０００円 計： ２９７，７３０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２３０円 � ２７０円 � ２１０円 枠 連（４－８） ２，４３０円

普通馬連 �� ２，０８０円 馬 単 �� ４，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ９３０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ５，２８０円 ３ 連 単 ��� ３１，１７０円

票 数

単勝票数 計 １５９６５４ 的中 � １８０１８（４番人気）
複勝票数 計 ２１１１８０ 的中 � ２５１２４（４番人気）� １９５６５（５番人気）� ２７６８７（３番人気）
枠連票数 計 １４７０７５ 的中 （４－８） ４４７５（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４９１２７２ 的中 �� １７４９４（１０番人気）
馬単票数 計 ３６８９９１ 的中 �� ６６５６（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５１６１１ 的中 �� ５１５０（１０番人気）�� ３９７２（１４番人気）�� ４８０３（１１番人気）
３連複票数 計 ５３２７２４ 的中 ��� ７４５４（１８番人気）
３連単票数 計 ９１４８００ 的中 ��� ２１６６（１０８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．６―１３．９―１３．３―１２．３―１１．４―１０．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３７．２―５１．１―１：０４．４―１：１６．７―１：２８．１―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３３．８
３ ４，７（８，１０）９（１１，１２）（１３，５，２）３，６，１ ４ ・（４，７）（８，１０）９（１３，１１，１２）２，５（３，６）－１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンパーシモン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ミスターシービー 初出走

２００７．３．２９生 牡２鹿 母 ダイヤモンドラップ 母母 アスコツトラツプ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 ジャポニズム号（疾病〔頭部挫創〕のため）



２３０６６ ８月３０日 曇 良 （２１新潟３）第６日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

６１２ アームズトウショウ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６０－１０ ５５．４ １０．１�

７１５ シルクシスター 牝３鹿 ５４ 武士沢友治有限会社シルク天間 昭一 静内 見上牧場 ４４８－ ４ ５５．５� ５０．０�
８１６ マイネルクロッシュ 牡３青鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム B４６８－ ２ 〃 アタマ １．６�
２３ メイブルーム 牝３鹿 ５４ 木幡 初広下河辺隆行氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 B４４８－ ６ ５５．６� ７．１�
４７ コスタズメラルダ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥苅部康太郎氏 鈴木 勝美 三石 原口牧場 ５０８± ０ ５５．８１ ８．３�
５１０ スイートフローラル 牝３鹿 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 坂本 勝美 門別 シンボリ牧場 ４３４－ ６ ５５．９� ３０．８�
７１４ シノブワンダー 牡３鹿 ５６ 小林 淳一伊東 純一氏 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４４４－ ４ ５６．０� １０２．１	
３６ ユリカチャン 牝３鹿 ５４ 高橋 智大 H.J．スウィーニィ氏 小島 茂之 新冠 パカパカ

ファーム ４６６－ ８ ５６．２１� ３８．９

８１８ ソ ア ー ヴ ェ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４２８－ ８ 〃 クビ １９５．６�
１２ エ ン セ ー 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次小林 薫氏 清水 美波 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ２ ５６．４１� ３５．７�
６１１ タケショウナムジ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真ナイト商事 古賀 慎明 浦河 木村牧場 ４７２＋ ６ ５６．７２ ３５．５�
８１７ アドマイヤホーム 牡３芦 ５６ 福永 祐一近藤 利一氏 古賀 史生 浦河 辻 牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ １３．６�
４８ アルアインシチー 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 ４８６＋ ４ ５６．９１� ９０．５�
２４ タケデンエイブル 牝３栗 ５４ 二本柳 壮武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４１２－ ４ ５７．５３� ４８９．３�
５９ シ ル シ 牝３鹿 ５４ 江田 照男江川 伸夫氏 矢野 英一 茨城 プリンスリーファーム ４１８－１０ 〃 アタマ ３２７．８�
７１３ セトウチキララ 牝３青鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗高橋 勉氏 的場 均 浦河 金成吉田牧場 B４２２＋１０ ５８．０３ ３８１．０�
３５ エムオーソブリン 牡３鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介大浅 貢氏 清水 英克 日高 豊田田村牧場 B４５６－ ２ ５８．１� １９２．７�
１１ ステップアンドゴー �３鹿 ５６ 西田雄一郎真部 晴�氏 中島 敏文 新ひだか 出羽牧場 ４６０－２８ ５９．０５ ３５６．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，４１８，９００円 複勝： ３９，６５８，０００円 枠連： １８，９０８，５００円

普通馬連： ５８，６５５，６００円 馬単： ５０，０３３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，３５３，５００円

３連複： ７０，５９２，６００円 ３連単： １３５，８６９，３００円 計： ４１５，４８９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２７０円 � ６２０円 � １１０円 枠 連（６－７） ５，０７０円

普通馬連 �� １３，０４０円 馬 単 �� ２９，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，０００円 �� ４００円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ６，５８０円 ３ 連 単 ��� ７６，３７０円

票 数

単勝票数 計 ２１４１８９ 的中 � １６８７３（４番人気）
複勝票数 計 ３９６５８０ 的中 � ２１２０５（５番人気）� ７５４３（８番人気）� ２２８７８７（１番人気）
枠連票数 計 １８９０８５ 的中 （６－７） ２７５４（１３番人気）
普通馬連票数 計 ５８６５５６ 的中 �� ３３２１（２９番人気）
馬単票数 計 ５００３３１ 的中 �� １２６１（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０３５３５ 的中 �� １１３７（４０番人気）�� １３７０９（４番人気）�� ７５０２（５番人気）
３連複票数 計 ７０５９２６ 的中 ��� ７９１８（２５番人気）
３連単票数 計１３５８６９３ 的中 ��� １３１３（２０７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．９―１０．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．３―３３．２―４３．６

上り４F４３．４－３F３３．１
勝馬の
紹 介

アームズトウショウ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ステイールハート デビュー ２００９．６．２８ 福島１２着

２００６．４．７生 牝３鹿 母 マザートウショウ 母母 エイテイトウシヨウ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ステップアンドゴー号は，平成２１年９月３０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 イドゥナ号・ダイヤモンドレーン号・ブレンニューライフ号・ユメミツキ号
（非抽選馬） １頭 ホーザンアテナ号



２３０６７ ８月３０日 曇 良 （２１新潟３）第６日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２５分 （ダート・左）

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� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

７１３ テイエムヨカドー 牝５鹿 ５５ 石橋 脩竹園 正繼氏 西園 正都 鹿児島 テイエム牧場 ４５６＋ ８１：１２．１ ３．９�

６１１ シュンカジョウ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４５８＋ ６１：１２．３１� ４．０�
５９ レッドリップス 牝３栗 ５２

４９ ▲伊藤 工真 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B４５８＋ ８１：１２．４� ６．２�
３５ ラヴリードリーム 牝３青鹿５２ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 中島 敏文 静内 松田 三千雄 ４３４－ ２１：１３．０３� １１．３�
５８ ブライティアカフェ 牝３鹿 ５２ 福永 祐一小林 昌志氏 池上 昌弘 平取 コアレススタッド ４６８－ ４１：１３．１� ５．２�
２３ ハイデフィニション 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 高橋 裕 三石 川端牧場 ５１４＋２４１：１３．２� １７．５�
６１０ ザ デ イ 牝３青鹿 ５２

５０ △宮崎 北斗吉澤 克己氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７４＋ ６ 〃 クビ １９．８	
４６ ベ ル イ シ ス 牝３栗 ５２ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 水野 貴広 静内 有限会社
武岡牧場 ４１４＋ ２１：１３．３クビ １１１．６


３４ ハングインゼア 牝５鹿 ５５ 菊沢 隆徳�ターフ・スポート大竹 正博 新冠 村田牧場 ４２８＋ ８１：１３．４� ３３５．９�
２２ リ ヒ タ ー 牝６鹿 ５５ 柴田 善臣井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 ４９４＋ ２ 〃 クビ ５２．９
７１２ フ レ イ ヤ 牝３鹿 ５２ 郷原 洋司岡田 牧雄氏 小島 太 静内 岡田スタツド ５１０－ ２ 〃 アタマ ７．８�
１１ ビクトリアスバイオ 牝３鹿 ５２ 池添 謙一バイオ� 松山 将樹 平取 坂東牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ ６７．８�
８１５ レッドレイク 牝３栗 ５２ 蛯名 正義ディアレスト 秋山 雅一 日高 川端 正博 ４４０＋ ６１：１４．０３� ９６．８�
４７ � グランドローザ 牝３栗 ５２ 村田 一誠�石田牧場 佐々木亜良 新冠 石田牧場 ４３２＋ ４１：１４．４２� ２８２．６�
８１４ ミラクルフルーツ 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム B４９６＋１６１：１４．５� ８３．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，５８４，８００円 複勝： ３３，７０７，１００円 枠連： ２４，８５０，１００円

普通馬連： ７４，３４９，６００円 馬単： ５１，５５３，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，４５１，８００円

３連複： ７８，４２４，２００円 ３連単： １４５，２３０，８００円 計： ４５２，１５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １８０円 枠 連（６－７） ４５０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ５１０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，３９０円 ３ 連 単 ��� ５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２０５８４８ 的中 � ４２４１３（１番人気）
複勝票数 計 ３３７０７１ 的中 � ６５５８３（２番人気）� ６８１６９（１番人気）� ４４８７８（３番人気）
枠連票数 計 ２４８５０１ 的中 （６－７） ４１０４３（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４３４９６ 的中 �� ７２４６４（１番人気）
馬単票数 計 ５１５５３８ 的中 �� ２４９６５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３４５１８ 的中 �� １９４５５（１番人気）�� １０９７２（６番人気）�� １３５９６（２番人気）
３連複票数 計 ７８４２４２ 的中 ��� ４１８２４（２番人気）
３連単票数 計１４５２３０８ 的中 ��� １９０９４（２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１２．５―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．１―４７．６―５９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ ・（５，８，９）１２（３，４）１４，１３，１１，１０（６，１５）－２－７－１ ４ ・（５，８，９）１２（３，４）１３（１０，１１，１４）－（６，１５）２－７，１

勝馬の
紹 介

テイエムヨカドー �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００６．７．１５ 小倉２着

２００４．４．４生 牝５鹿 母 テイエムシンデレラ 母母 テイエムスコール ２３戦３勝 賞金 ３９，５７０，０００円
［他本会外：３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 リバティープリント号



２３０６８ ８月３０日 曇 良 （２１新潟３）第６日 第８競走 ��
��１，６００�

ふ る ま ち

古 町 特 別
発走１４時００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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．５

良

良

６１２ サトノエクスプレス 牡３栗 ５４ 池添 謙一里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２４＋１８１：３４．４ ３２．３�

５９ シェリルピンク 牝４黒鹿５５ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５２０＋ ８１：３４．５� ２１．９�
６１１ クレスコワンダー 牡６栗 ５７ 後藤 浩輝堀川 三郎氏 石坂 正 千歳 社台ファーム ４８６－ ６ 〃 クビ ５．３�
８１７ プロスアンドコンズ 牡３黒鹿５４ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８０＋１２１：３４．６クビ ２．１�

７１５ テクニカルラン 牝３鹿 ５２ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２ 〃 クビ １６．３�
５１０� スマートステージ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 ４９２－ ４１：３４．７クビ １０．２	
３６ ア ナ ナ ス 牡６鹿 ５７ 村田 一誠古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４６２＋１４１：３４．９１	 ７３．４

４８ スイートカルタゴ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４８６＋ ６１：３５．３２
 ８．０�
２４ クリアソウル 牝３栗 ５２ 松岡 正海有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 B４３０－ ４ 〃 クビ ７５．２�
３５ プリティダンス 牝５栗 ５５ 佐藤 哲三横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４ 〃 アタマ １８．２
８１８ カウアイレーン 牝３黒鹿５２ 吉田 隼人 �社台レースホース和田 正道 新冠 パカパカ

ファーム ４５６＋２２１：３５．４クビ １２．１�
４７ ビルトミーアップ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４５６± ０１：３５．７２ ９７．９�
７１４� ハピネスフォーユー 牝４栗 ５５ 蛯名 正義飯田 正剛氏 久保田貴士 米 Dr. Masa-

take Iida ４９６－１０１：３５．９１
 ３１．７�
８１６� プ ル プ ル 牝３鹿 ５２ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 辻 牧場 ４１８＋２８１：３６．０� ２２６．４�
１２ � ゴールドネオ 牡５鹿 ５７ 穂苅 寿彦 �ゴールドレーシング 田島 俊明 愛 Swordle-

stown Stud ４９６－ ４１：３６．１クビ ３４６．１�
１１ マイネアリス 牝３青鹿５２ 丹内 祐次 �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 B４３０＋１４ 〃 ハナ ９２．９�
７１３ ゴールドキング 牡６黒鹿５７ 大野 拓弥 �ゴールドレーシング 松山 将樹 静内 矢野牧場 ５２８－１４ 〃 クビ １５７．０�
２３ � シャイニーモス 牡４黒鹿５７ 江田 照男小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ４７６－ ２１：３６．６３ ３３６．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，４７４，６００円 複勝： ４８，３８９，５００円 枠連： ３０，５３７，６００円

普通馬連： １１５，９９９，５００円 馬単： ７９，０４６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，００４，９００円

３連複： １１６，１１７，２００円 ３連単： ２２２，６９３，３００円 計： ６８２，２６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，２３０円 複 勝 � ９２０円 � ５９０円 � １９０円 枠 連（５－６） １，２８０円

普通馬連 �� １６，９２０円 馬 単 �� ４３，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，７６０円 �� １，９２０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� ３７，２００円 ３ 連 単 ��� ３５１，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３４４７４６ 的中 � ８４２５（１０番人気）
複勝票数 計 ４８３８９５ 的中 � １１６５０（１０番人気）� １８９６６（８番人気）� ９００３４（２番人気）
枠連票数 計 ３０５３７６ 的中 （５－６） １７６０９（６番人気）
普通馬連票数 計１１５９９９５ 的中 �� ５０６２（４４番人気）
馬単票数 計 ７９０４６４ 的中 �� １３２７（１０１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５００４９ 的中 �� １７８１（４７番人気）�� ４５２７（２２番人気）�� ４６５４（２１番人気）
３連複票数 計１１６１１７２ 的中 ��� ２３０４（１０２番人気）
３連単票数 計２２２６９３３ 的中 ��� ４６８（８１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３６．３―４８．８―１：００．７―１：１２．１―１：２２．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノエクスプレス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 クリミナルタイプ デビュー ２００８．１１．２９ 東京１着

２００６．４．４生 牡３栗 母 レディータイクーン 母母 ビユーパーダンス ９戦２勝 賞金 ２６，８４１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※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 タイキティアラ号・マイネルカルナバル号
（非抽選馬） ３頭 コアレスリーヴァ号・スペック号・タケデンスキップ号



２３０６９ ８月３０日 曇 良 （２１新潟３）第６日 第９競走 ��
��１，２００�

みょうこう

妙 高 特 別
発走１４時３５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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

６１０ ケイアイスイジン 牡４栗 ５７ 北村 宏司 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 静内 グランド牧場 ４７２＋ ２１：１１．５ １３．３�

８１５�� ザッハーマイン 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太吉田 和子氏 国枝 栄 米 Robert S.
Evans ５００± ０１：１１．６クビ ９．４�

４７ ペプチドアトム 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８４＋ ４１：１１．８１	 ２．９�
４６ チャームウィーク 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一タマモ� 清水 英克 静内 前田牧場 ５１０－ ８１：１２．０１	 ５９．６�
３４ オ オ ヒ メ 牝５黒鹿５５ 柄崎 将寿武田 康氏 柄崎 孝 茨城 武田 豊文 ５２８± ０ 〃 クビ ４．７�
６１１� エビスオール 牝４青鹿５５ 松岡 正海加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon

Oaks Farm ４７８－ ２１：１２．１	 ２０．３�
１１ ストレートイン 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５００± ０１：１２．３１
 １４．５	
７１３ メイショウアツヒメ 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ５０２＋ ２１：１２．７２	 ７．７

７１２ カラベルラティーナ 牝５鹿 ５５ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ４ 〃 クビ ２１．８�
８１４ ツルマルフェロー 牡７鹿 ５７ 村田 一誠鶴田 任男氏 大竹 正博 門別 浜本牧場 ４３６－ ２１：１２．９１ ２１１．０
５９ チャームキャップ 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義タマモ� 水野 貴広 静内 フジワラフアーム ４４８＋ ２１：１３．１１	 ２６．５�
３５ � ファディクト 牝４青 ５５ 丹内 祐次藤本 直弘氏 北出 成人 門別 藤本 誠二 ４４４＋ ２ 〃 ハナ １３９．４�
５８ スイートフィズ 牝５芦 ５５ 黛 弘人シンボリ牧場 奥平 雅士 千葉 シンボリ牧場 ５２２＋１０１：１３．２クビ １７８．８�
２３ ブラックカシミール 牝４黒鹿５５ 福永 祐一�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４８２－ ２ 〃 クビ １６．０�
２２ タマニューホープ 牡３鹿 ５４ 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４５４＋ ２ （競走中止） １０．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，９９７，８００円 複勝： ５０，９３２，９００円 枠連： ３１，３８３，５００円

普通馬連： １４６，６８２，３００円 馬単： ８１，５７３，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，２４９，９００円

３連複： １４９，３７２，２００円 ３連単： ２７５，６９９，７００円 計： ８０４，８９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３３０円 複 勝 � ３６０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（６－８） ４，０２０円

普通馬連 �� ８，０１０円 馬 単 �� １５，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，５３０円 �� ４００円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ５，３００円 ３ 連 単 ��� ５３，２００円

票 数

単勝票数 計 ２８９９７８ 的中 � １７２２０（６番人気）
複勝票数 計 ５０９３２９ 的中 � ２９５６５（７番人気）� ４１１７２（３番人気）� １３８６７５（１番人気）
枠連票数 計 ３１３８３５ 的中 （６－８） ５７７５（１９番人気）
普通馬連票数 計１４６６８２３ 的中 �� １３５２９（２７番人気）
馬単票数 計 ８１５７３１ 的中 �� ３９５６（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４０２４９９ 的中 �� ３５５４（３１番人気）�� ２６７６４（２番人気）�� １８１５２（３番人気）
３連複票数 計１４９３７２２ 的中 ��� ２０８２７（１１番人気）
３連単票数 計２７５６９９７ 的中 ��� ３８２５（１５２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．３―１２．５―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３４．０―４６．５―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイスイジン �
�
父 Johannesburg �

�
母父 Afleet デビュー ２００７．１１．３ 東京１着

２００５．１．１５生 牡４栗 母 ポリーズフリート 母母 Polly’s Harde １７戦４勝 賞金 ６０，４８８，０００円
〔競走中止〕 タマニューホープ号は，４コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ザッハーマイン号の騎手中谷雄太は，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。（８番・９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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 ジャドール号・スリーサンフレンチ号・ホットフレイバー号・マイティーストーム号・ミンナシアワセ号・

ライコウテンユウ号・リリーハーバー号



２３０７０ ８月３０日 曇 良 （２１新潟３）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

い い で

飯 豊 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．８．３０以降２１．８．２３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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

３５ ルミナスハーバー 牝５鹿 ５５．５ 福永 祐一 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：０８．９ ２．８�

３６ ブルーカーディナル 牡５青鹿５４ 江田 照男 �ブルーマネジメント佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 ５１２－ ４１：０９．２２ ３９．８�
５９ デライトシーン 牝５栗 ５３ 松岡 正海セゾンレースホース� 宗像 義忠 静内 神垣 道弘 ４８８－ ２１：０９．３� ９．５�
７１３ ウインアンジェラス 牝５鹿 ５２ 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 B４７２＋ ４ 〃 アタマ ２３．４�
８１７ パ パ ラ チ ア 牝６鹿 ５３ 池添 謙一�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７８± ０１：０９．４� １２．８	
５１０ カレンナサクラ 牝５栗 ５３ 吉田 隼人北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６８＋ ４１：０９．５� ５．０

８１８� シベリアンヒート 牡６芦 ５５ 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 米

Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５１８－ ４１：０９．６� ２１．０�
７１４ プレンティラヴ 牝５鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム B４９０－ ４１：０９．７� １５．２�
４７ アイアンデューク 牡３芦 ５４ 蛯名 正義栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ １１．３
４８ � タカラタロウ 	５鹿 ５３ 村田 一誠村山 義男氏 田村 康仁 鵡川 清水ファーム ４７０－ ２１：０９．８� ２５９．５�
８１６� セレスダイナミック 	６黒鹿５５ 角田 晃一岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４９０－ ６ 〃 ハナ ５８．４�
２４ � トップオブピーコイ 牡３青鹿５４ 後藤 浩輝横瀬 兼二氏 森 秀行 浦河 冨岡 博一 ４６２－ ２１：０９．９クビ １０．９�
１１ ソリッドラヴ 	７鹿 ５３ 宮崎 北斗山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４８０＋１４１：１０．０� ２８１．８�
２３ ソロソログランプリ 牡５鹿 ５５ 武士沢友治�グランプリ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４８４± ０ 〃 アタマ ３８．０�
６１１ アサクサブラボー 	６鹿 ５１ 菊沢 隆徳田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８４＋ ６１：１０．２１
 ２２８．７�
１２ ファッシオドンナ 牝５黒鹿５２ 伊藤 工真平田 修氏 大江原 哲 門別 佐々木 康治 ４６８－ ４１：１０．４１� ５８．１�
７１５� ヒュームウッド 牡４栗 ５２ 黛 弘人後藤 繁樹氏 小林 常泰 平取 北島牧場 ５０２－ ４１：１１．１４ ４５４．６�
６１２� サウスヒューマー 牝５鹿 ５２ 小林 久晃南波 壽氏 高橋 祥泰 米 WinStar

Farm, LLC B４８４± ０１：１１．４１� １３．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，４３７，４００円 複勝： ５５，８１２，０００円 枠連： ４０，９１６，０００円

普通馬連： １６８，６２３，６００円 馬単： ９５，８０２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，１７４，８００円

３連複： １７０，２２５，８００円 ３連単： ３２４，９５８，１００円 計： ９３１，９５０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ７６０円 � ３３０円 枠 連（３－３） ５，５３０円

普通馬連 �� ６，６４０円 馬 単 �� １０，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９３０円 �� ６４０円 �� ４，１３０円

３ 連 複 ��� １５，８７０円 ３ 連 単 ��� １０３，６９０円

票 数

単勝票数 計 ３４４３７４ 的中 � ９９９２９（１番人気）
複勝票数 計 ５５８１２０ 的中 � １３９７４４（１番人気）� １４５８８（１１番人気）� ３９８６１（６番人気）
枠連票数 計 ４０９１６０ 的中 （３－３） ５４６４（２０番人気）
普通馬連票数 計１６８６２３６ 的中 �� １８７４６（３１番人気）
馬単票数 計 ９５８０２５ 的中 �� ７０３４（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１１７４８ 的中 �� ５１４７（２３番人気）�� １７０５３（２番人気）�� ２３５４（５０番人気）
３連複票数 計１７０２２５８ 的中 ��� ７９１８（５３番人気）
３連単票数 計３２４９５８１ 的中 ��� ２３１３（３１９番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．３―１１．９―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．５―３３．８―４５．７―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルミナスハーバー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Alydar デビュー ２００６．９．３０ 中京２着

２００４．３．２７生 牝５鹿 母 タックスヘイブン 母母 タックスペイヤーズフォリー １４戦４勝 賞金 ８０，４０８，０００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） ２頭 ムラマサノメイトー号・レイザーバック号



２３０７１ ８月３０日 曇 良 （２１新潟３）第６日 第１１競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４５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，２０．８．３０以降２１．８．２３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 ６７９，０００円 １９４，０００円 ９７，０００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

３５ ホッコーパドゥシャ 牡７黒鹿５６．５ 江田 照男矢部 幸一氏 村山 明 鵡川 片山 幹雄 ４７６－ ６１：５９．６ ９．９�

３６ サンライズベガ 牡５鹿 ５４ 池添 謙一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９４＋ ６ 〃 クビ １０．９�
４８ メイショウレガーロ 牡５黒鹿５５ 村田 一誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６４＋ ４１：５９．７� ２５．８�
８１６ エアシェイディ 牡８栗 ５８ 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 ４９２－ ４ 〃 アタマ ７．５�
６１１ アルコセニョーラ 牝５黒鹿５４ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４３２＋１０ 〃 アタマ ６．３�
７１４ セラフィックロンプ 牝５青鹿５２ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４９４＋ ２ 〃 ハナ ３８．３�
２３ � ダンスアジョイ 牡８黒鹿５６ 角田 晃一加藤 泰章氏 松永 幹夫 門別 白瀬 明 ５１８＋ ２１：５９．８クビ １３．４	
１１ レオマイスター 牡４栗 ５４ 北村 宏司�レオ 古賀 慎明 門別 若林 武雄 ４９４＋１２ 〃 クビ ７６．７

１２ マルカシェンク 牡６黒鹿５７．５ 柴山 雄一河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム B４９８－ ８ 〃 クビ １８．２�
７１５ ハギノジョイフル �５鹿 ５２ 吉田 隼人安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６６＋ ４１：５９．９� ３４．９�
５９ スノークラッシャー 牡４栃栗５５ 伊藤 工真齊藤四方司氏 清水 利章 鵡川 上水牧場 ４４０＋ ２２：００．０� ３６．５
８１７ トウショウシロッコ 牡６黒鹿５６ 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＋ ６ 〃 ハナ １３．２�
７１３ ウェディングフジコ 牝５黒鹿５１ 菊沢 隆徳荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４６０＋ ６ 〃 クビ ４６．５�
６１２ デストラメンテ 牡５芦 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ６．８�
５１０ ダイシンプラン 牡４栗 ５５ 福永 祐一大八木信行氏 松田 博資 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４＋ ２２：００．１� ８．４�
２４ イケトップガン 牡５栗 ５３ 柴田 善臣池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４６８－ ４２：００．２� １９．０�
４７ マイネレーツェル 牝４鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 青森 佐々木牧場 ４１４＋ ２２：００．３クビ １３．０�
８１８ エリモハリアー �９鹿 ５７ 佐藤 哲三山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４６０＋ ６２：００．５１� ４５．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３７，０２２，０００円 複勝： １９６，５２０，４００円 枠連： ２１５，００４，４００円

普通馬連： ８９５，９６６，９００円 馬単： ４２０，２０６，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２１０，３８６，９００円

３連複： １，０９３，９９４，１００円 ３連単： ２，０９３，４０１，２００円 計： ５，２６２，５０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ３５０円 � ３４０円 � ７６０円 枠 連（３－３） ４，８８０円

普通馬連 �� ４，５９０円 馬 単 �� ９，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ４，７２０円 �� ３，８４０円

３ 連 複 ��� ３６，４６０円 ３ 連 単 ��� １９６，７９０円

票 数

単勝票数 計１３７０２２０ 的中 � １０９４４６（５番人気）
複勝票数 計１９６５２０４ 的中 � １５３２５０（５番人気）� １６３８１０（４番人気）� ６１８０４（１２番人気）
枠連票数 計２１５００４４ 的中 （３－３） ３２５３０（２５番人気）
普通馬連票数 計８９５９６６９ 的中 �� １４４０７０（２０番人気）
馬単票数 計４２０２０６５ 的中 �� ３４１８８（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２１０３８６９ 的中 �� ３４３０８（１２番人気）�� １０８３７（６７番人気）�� １３３７３（５１番人気）
３連複票数 計１０９３９９４１ 的中 ��� ２２１４８（１１９番人気）
３連単票数 計２０９３４０１２ 的中 ��� ７８５１（６５７番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．４―１２．１―１２．２―１３．０―１２．６―１１．７―１０．９―１０．４―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．５―３６．６―４８．８―１：０１．８―１：１４．４―１：２６．１―１：３７．０―１：４７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコーパドゥシャ �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００４．１０．３ 阪神２着

２００２．６．８生 牡７黒鹿 母 ネスカベミューズ 母母 ニツソウブラツク ４７戦７勝 賞金 ２３５，９２１，０００円
〔騎手変更〕 ホッコーパドゥシャ号の騎手石橋脩は，第９競走での落馬負傷のため江田照男に変更。
〔発走状況〕 マイネレーツェル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 レオマイスター号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１２番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイネレーツェル号は，平成２１年８月３１日から平成２１年９月２１日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 ウインシンシア号・スマートギア号



２３０７２ ８月３０日 曇 良 （２１新潟３）第６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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１０ ニシノウェーブ 牡６栗 ５７ 北村 宏司西山 茂行氏 小西 一男 鵡川 西山牧場 ４６４± ０１：５３．９ ３．５�

４４ カムレーシング 牡３黒鹿５４ 柴田 善臣吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 ４９４＋ ２１：５４．１１� １．８�
１１ オールフォーミー 牝４鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真有限会社シルク勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４８０＋ ２１：５４．４２ １１．５�
６７ スタールーセント 牡４黒鹿５７ 江田 照男浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 福岡 光夫 B４８４＋１０１：５５．２５ １５．５�
７９ グ ル ー オ ン �４鹿 ５７ 佐藤 哲三池谷 誠一氏 大竹 正博 静内 畠山牧場 ４６２－１４１：５５．５２ ４７．２�
５５ � ヤマニンワーシップ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 B４６４－ ２１：５５．７１ ９９．２�
２２ � オウシュウヒカリ 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝西村 專次氏 畠山 吉宏 静内 千代田牧場 ４９６－２４１：５５．９１� １５．４�
８１２ アルウェット 牝３鹿 ５２ 黛 弘人 	社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５００－１０１：５６．１１� １０．２

５６ � ラビシュスペンダー �４鹿 ５７ 青木 芳之山上 和良氏 尾関 知人 三石 筒井 征文 ４５６＋ ２１：５６．５２� ３９．０�
８１１� ミウラジェット 牡５黒鹿５７ 村田 一誠佐藤 明氏 佐々木亜良 三石 久米 和夫 ４５０－ ６１：５６．７１� ６７．１�
６８ レオタイムリー 牡３青鹿５４ 大野 拓弥レオ 矢野 英一 新冠 平山牧場 B４６４＋ ２１：５７．１２� １０７．４�
３３ � ワシントンハート 牝３鹿 ５２

５０ △宮崎 北斗吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４５６－１２１：５７．５２� ７２．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３１，０５０，２００円 複勝： ３６，８８８，６００円 枠連： ２９，５５８，６００円

普通馬連： １１５，６２０，８００円 馬単： ９５，８８３，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，３２０，６００円

３連複： １２２，０７９，６００円 ３連単： ３５２，５９１，１００円 計： ８１８，９９３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（４－７） ２６０円

普通馬連 �� ２６０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １５０円 �� ４２０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ７３０円 ３ 連 単 ��� ３，２２０円

票 数

単勝票数 計 ３１０５０２ 的中 � ７１２９９（２番人気）
複勝票数 計 ３６８８８６ 的中 � ７５６０７（２番人気）� １４２５４２（１番人気）� ３４１３１（３番人気）
枠連票数 計 ２９５５８６ 的中 （４－７） ８４６６７（１番人気）
普通馬連票数 計１１５６２０８ 的中 �� ３２８４９０（１番人気）
馬単票数 計 ９５８８３９ 的中 �� ９７４６４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５３２０６ 的中 �� ８３３９４（１番人気）�� １６０６９（６番人気）�� ２９２５９（２番人気）
３連複票数 計１２２０７９６ 的中 ��� １２４３３０（１番人気）
３連単票数 計３５２５９１１ 的中 ��� ８０９１５（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１３．５―１２．９―１２．９―１３．１―１２．８―１１．６―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３８．１―５１．０―１：０３．９―１：１７．０―１：２９．８―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３６．９
１
３
４，８，１（７，１０）（６，１１）９，５（２，３，１２）
１０，４（１，８）（７，５）（６，９，１２）１１（２，３）

２
４

・（４，８，１０）（１，７）１１（６，９）５（２，１２）－３・（１０，４）（１，７，８，５）（６，９，１１，１２，２）３
勝馬の
紹 介

ニシノウェーブ �
�
父 メジロライアン �

�
母父 Miswaki デビュー ２００５．６．２６ 福島６着

２００３．４．１３生 牡６栗 母 ウェストビーチ 母母 Devil’s Oceanette ２６戦３勝 賞金 ４４，３６４，０００円



（２１新潟３）第６日 ８月３０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 １９１頭 本 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

２４７，３４０，０００円
１２，２２０，０００円
２，７３０，０００円
２５，５５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，５８０，０００円
５，２７２，０００円
１，８９０，９００円

勝馬投票券売得金
３９３，９７７，９００円
５９２，４１０，２００円
４７２，３２０，３００円
１，８４０，２６６，１００円
１，０８１，５７４，０００円
５０２，７６１，５００円
２，１１４，９４４，２００円
４，０８１，９２５，９００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 １１，０８０，１８０，１００円

総入場人員 １９，９１７名 （有料入場人員 １６，３１１名）




