
１９０１３ ７月１８日 晴 良 （２２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
１：１０．２

良

不良

５９ ゲンパチマイラヴ 牝２栗 ５４ 岩部 純二平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７０－ ６１：１４．２ １３．４�

５８ デイブレイク 牡２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４６２－ ４１：１４．３� ３．９�
７１３ クイーンエステル 牝２黒鹿５４ 中舘 英二 �キャロットファーム 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム ４３２－ ４１：１４．４� ９．１�
１１ ダイキチチョウナン 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４７４－ ８１：１４．８２� ２．２�
３５ コスモノーハーム 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４６２＋ ６１：１５．０� ６．１�
４７ マイネルパルフェ 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 浦河 荻伏三好フ
アーム ４７８－ ２ 〃 クビ １０．０	

３４ コスモビートイット 牡２鹿 ５４ 大庭 和弥 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 インターナショ
ナル牧場 ４６４－ ４１：１５．１� ３０．９


８１４ スピードサクラ 牝２鹿 ５４ 田中 博康 �スピードファーム 和田正一郎 新ひだか 谷山 和喜 ４４８－１４１：１５．４１� １５７．３�
４６ ジパングファースト 牡２栗 ５４ 武士沢友治大野 龍氏 中野渡清一 新ひだか カタオカステーブル ４３６－１２１：１５．７１� １３９．６�
６１０ グラッドフォンテン 牡２鹿 ５４ 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 浦河 山田牧場 ４４４± ０１：１５．８クビ ２３４．５
２３ マルヨキングダム 牝２栗 ５４ 小林 淳一野村 春行氏 平井 雄二 新冠 大狩部牧場 ４１４－ ６１：１６．６５ ２４８．７�
２２ マイネアドヴァンス 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �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 ３８２－ ２１：１６．９２ ２８．０�
６１１ ダイメイパックマン 牡２鹿 ５４ 村田 一誠宮本 孝一氏 中野 栄治 新冠 北星村田牧場 ４５０－ ２１：１７．２２ １９８．８�
８１５ イルトゥンネコ 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司浅野 正敏氏 小林 常泰 様似 能登ファーム ３９２± ０１：１７．５１� ３２１．６�
７１２ テンゲントッパ 牡２黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ４１：１７．９２� １９２．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，５８９，８００円 複勝： ２５，７５８，５００円 枠連： １４，１０３，２００円

普通馬連： ５０，５１８，８００円 馬単： ４０，１２８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２８６，２００円

３連複： ６４，２４６，２００円 ３連単： １０７，５５２，７００円 計： ３３７，１８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３１０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（５－５） １，９１０円

普通馬連 �� １，８６０円 馬 単 �� ４，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，３１０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ４，８８０円 ３ 連 単 ��� ３５，３６０円

票 数

単勝票数 計 １５５８９８ 的中 � ９２２９（６番人気）
複勝票数 計 ２５７５８５ 的中 � １７８６２（６番人気）� ６１４７８（２番人気）� ２５２４２（４番人気）
枠連票数 計 １４１０３２ 的中 （５－５） ５４５３（８番人気）
普通馬連票数 計 ５０５１８８ 的中 �� ２０１４０（８番人気）
馬単票数 計 ４０１２８４ 的中 �� ６１７５（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２８６２ 的中 �� ６８５９（８番人気）�� ３４８５（１８番人気）�� ８７５５（５番人気）
３連複票数 計 ６４２４６２ 的中 ��� ９７３２（１８番人気）
３連単票数 計１０７５５２７ 的中 ��� ２２４５（１１８番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．５―１３．４―１２．７―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．７―４８．１―１：００．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．０―３F３９．５
３ １，８（２，９）１３（７，６）１４－３，４－（１０，５）－（１２，１５）１１ ４ １（８，１３）（２，９）６，７（３，１４）４－５，１０－１５（１１，１２）

勝馬の
紹 介

ゲンパチマイラヴ �
�
父 デビッドジュニア �

�
母父 Artax デビュー ２０１０．７．４ 福島７着

２００８．２．２６生 牝２栗 母 ゲンパチラブリー 母母 ヴォイスフロムヘヴン ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００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 ブルボンノキセキ号・レナキックス号



１９０１４ ７月１８日 晴 良 （２２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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１２ ポ ワ ン カ レ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 新ひだか 西村 和夫 ５１２ ―１：５４．５ ６．８�

３４ リバーダンス 牡３栗 ５６ 田中 勝春�大川牧場 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ １１．４�
７１３ トーアボンジョルノ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９２＋ ２１：５５．１３� ２．５�
８１５ トータルシーオー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新冠 ラツキー牧場 ４５２－ ２１：５５．３１ ３．９�
３５ テンシノネオ 牡３栗 ５６ 的場 勇人杉谷 桝夫氏 牧 光二 浦河 梅田牧場 ４９４± ０１：５６．３６ １１．１�
５９ ダノンプリベット 牡３黒鹿５６ 中舘 英二�ダノックス 萩原 清 新冠 蛯名牧場 ４４８－ ６ 〃 クビ ６３．２	
２２ スガノコンコルド 牡３鹿 ５６ 村田 一誠菅原 光博氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 B５５４－ ４１：５７．０４ ３７．１

４７ マイネスペラーレ 牝３栗 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４７４－ ２ 〃 ハナ ２１．７�
８１４ ア ヴ ァ ン セ �３栗 ５６ 大庭 和弥安達 允彦氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４５８＋１２１：５７．４２� １５８．９�
５８ ナムラマイウェイ 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹奈村 信重氏 高橋 裕 日高 賀張三浦牧場 ４７６－ ８１：５７．６１ ３７．１
１１ ボンジュールヒカリ 牡３栗 ５６ 北村 宏司田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ４９８＋ ８１：５７．８１� ５５．５�
６１１ ハロウィンパレード 牝３黒鹿５４ 石橋 脩�下河辺牧場 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４４８－ ２１：５８．１１� ６３．８�
２３ ラッキーカフェ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信今井 正一氏 小西 一男 日高 下河辺牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ １２５．７�
６１０ リワードタルカン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４８４－１０１：５８．２� １７．８�
４６ フレンチビスティー 牡３鹿 ５６ 福永 祐一備前島敏子氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４３２－ ８ 〃 アタマ １６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，３２３，７００円 複勝： ２３，５１８，９００円 枠連： １６，６９１，９００円

普通馬連： ５１，７１７，７００円 馬単： ３７，５９７，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９４５，４００円

３連複： ６６，５１２，８００円 ３連単： １０１，３９５，５００円 計： ３３３，７０３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ３００円 � ２９０円 � １３０円 枠 連（３－７） ５９０円

普通馬連 �� ５，９００円 馬 単 �� １１，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９３０円 �� ５３０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 ��� ５１，５１０円

票 数

単勝票数 計 １５３２３７ 的中 � １７８８３（３番人気）
複勝票数 計 ２３５１８９ 的中 � １７０３３（５番人気）� １７１４５（４番人気）� ６６７６２（１番人気）
枠連票数 計 １６６９１９ 的中 （３－７） ２１１３５（２番人気）
普通馬連票数 計 ５１７１７７ 的中 �� ６４７６（２０番人気）
馬単票数 計 ３７５９７１ 的中 �� ２３５５（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９４５４ 的中 �� ２４９０（２２番人気）�� １０１８３（３番人気）�� ９２１４（４番人気）
３連複票数 計 ６６５１２８ 的中 ��� ９３６７（１２番人気）
３連単票数 計１０１３９５５ 的中 ��� １４５３（１４７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．６―１３．３―１３．２―１２．９―１３．２―１２．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３６．１―４９．４―１：０２．６―１：１５．５―１：２８．７―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．０
１
３
１，２－１１，１３（５，１４）１５（３，８）（６，１０）７（４，１２）－９
１（２，１１）（５，１３）（３，１４，１５）１０（８，１２）（６，７）４－９

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

勝馬の
紹 介

ポ ワ ン カ レ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００７．６．２生 牡３栗 母 コマチエクスプレス 母母 ダンスチャーマー １戦１勝 賞金 ５，０００，０００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。
（非当選馬） ４頭 グッドカンパニー号・ケークブレッド号・ブラックサン号・リュウシンドラゴン号



１９０１５ ７月１８日 晴 良 （２２新潟２）第２日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （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

５９ サンパチェンス 牡３鹿 ５６ 江田 照男南 �幸氏 高木 登 浦河 目名太山口
牧場 ４５８± ０１：１２．６ ２１．２�

３４ アドレッセンス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一臼田 浩義氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６２－ ６１：１３．０２� ６．２�
８１５ サクラオハナ 牝３栗 ５４ 北村 宏司�さくらコマース伊藤 大士 新ひだか 原 武久 ４５８± ０１：１３．３２ ２１．９�
６１０ エイチケイパレス 牡３鹿 ５６ 浜中 俊小林 量氏 武 宏平 新冠 高瀬 敦 ５２６＋ ４１：１３．５１� ４．５�
１１ ナムラトリトン 牡３芦 ５６ 内田 博幸奈村 信重氏 松永 康利 新ひだか 平野牧場 ４１２－ ４１：１３．８２ １．９�
５８ ミラクルアゲン 牝３栗 ５４ 石橋 脩浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４３４－ ２ 〃 クビ ２９．３	
６１１ セザンブライト 牝３鹿 ５４ 松岡 正海瀬山 孝一氏 鈴木 勝美 新ひだか 飛野牧場 ４７０－ １１：１３．９クビ ２０．２

７１２ レッドウィザード 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲国分 優作 �東京ホースレーシング 国枝 栄 日高 三城牧場 ４９６± ０１：１４．０� ２６．６�
４７ マイネルリファイン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �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 ４４２－１２１：１４．４２� ２１．１�
３５ ダ イ キ リ ー 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹齊藤四方司氏 土田 稔 日高 下河辺牧場 B５１６± ０１：１４．５� ２９．９
２３ フェイクラヴ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥山上 和良氏 中川 公成 浦河 高野牧場 ４５４－ ６１：１４．７１� ４９．４�
２２ ケンブリッジタカ 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗中西 宏彰氏 田島 俊明 平取 黒川 賢司 ５０６－ ４１：１４．８クビ ４４２．７�
８１４ クラウドオブダスト 牡３鹿 ５６ 的場 勇人西森 鶴氏 的場 均 新冠 ビッグレッドファーム ５００＋１４１：１５．０１� ４６６．１�
７１３ デ ィ テ ー ル 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 びらとり牧場 ４６０－ ４１：１５．４２� １２６．９�
４６ ピエトラパオラ 牝３栗 ５４ 田中 博康吉田 和美氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：１６．１４ ９４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，１６６，９００円 複勝： ３２，８２５，２００円 枠連： １６，４６６，６００円

普通馬連： ５４，７５４，４００円 馬単： ４３，２３８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６３５，６００円

３連複： ６７，７３６，９００円 ３連単： １１９，２７３，０００円 計： ３７６，０９７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１２０円 複 勝 � ４６０円 � ２７０円 � ７１０円 枠 連（３－５） １，９１０円

普通馬連 �� ４，８２０円 馬 単 �� １１，２２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３２０円 �� ３，８６０円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� ３５，４１０円 ３ 連 単 ��� ３２１，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２０１６６９ 的中 � ７４９９（６番人気）
複勝票数 計 ３２８２５２ 的中 � １８２９８（４番人気）� ３７０１５（３番人気）� １１１３５（７番人気）
枠連票数 計 １６４６６６ 的中 （３－５） ６３７９（７番人気）
普通馬連票数 計 ５４７５４４ 的中 �� ８３９０（１７番人気）
馬単票数 計 ４３２３８４ 的中 �� ２８４６（３２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６３５６ 的中 �� ４１３６（１５番人気）�� １３５７（３３番人気）�� ２２３８（２６番人気）
３連複票数 計 ６７７３６９ 的中 ��� １４１２（８６番人気）
３連単票数 計１１９２７３０ 的中 ��� ２７４（５９６番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．５―１２．４―１２．１―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３４．８―４７．２―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンパチェンス �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 パレスミュージック デビュー ２００９．８．１５ 新潟１６着

２００７．４．２２生 牡３鹿 母 カネショウパレス 母母 カネシヨウルビー ７戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
※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） １頭 スズカケノミチ号
（非抽選馬） ２頭 コスモショール号・サルサデラルス号



１９０１６ ７月１８日 晴 良 （２２新潟２）第２日 第４競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０分 （芝・左）

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

中央レコード

２：２５．０
２：２２．１

良

良

７１３ オペラオーカン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター B４６４－ ４２：２７．６ １．７�

７１２ ダイジェスト 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣齊藤四方司氏 藤原 辰雄 新ひだか 飛野牧場 ５１６＋ ２２：２７．７� １０．１�
５９ エーシンアルカウス 牡３黒鹿５６ 内田 博幸�栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４５４－ ２２：２８．０１� ９．７�
３５ バトルキクヒメ 牝３芦 ５４ 石橋 脩宮川 秋信氏 野中 賢二 新ひだか 小倉 光博 ４６８－ ２２：２８．２１� ６．２�
２２ クサナギノツルギ 牝３栗 ５４ 田中 博康林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４２０－ ４ 〃 クビ ７．７�
５８ カンタベリーナナ 牝３黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真峰 哲馬氏 鈴木 勝美 浦河 グラストレーニ
ングセンター B４０２＋ ４ 〃 アタマ ４１．４�

６１１ サークルステージ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行	渡辺牧場 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４４２＋ ２２：２８．３クビ ３２．８

２３ フジノベルモット 牡３青鹿５６ 武士沢友治中村 博亮氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４５８－ ２２：２８．７２� ２９２．６�
８１４ マルブツダンスイン 牡３栗 ５６ 北村 宏司大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ４７０－ ６２：２８．８� ２１．０�
４７ ドラゴンカイザー 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２＋ ２２：２８．９クビ ２８．６
３４ イパルファン 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿井口 莞爾氏 和田正一郎 むかわ 上水牧場 ４０２－ ４２：２９．４３ ２５７．７�
１１ ロージークラウド 牡３黒鹿５６ 福永 祐一岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４７４± ０２：３０．９９ １００．８�
４６ ア タ カ 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥吉田 和美氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４９８－ ２２：３１．５３� ２２９．２�
６１０ カシミールシチー 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 B４７０－ ６２：３１．７１� １５２．７�
８１５ メテオールシャワー 牡３黒鹿５６ 江田 照男	ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 B５４４＋ ８２：３２．１２� １８２．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，１９４，５００円 複勝： ４１，９７２，１００円 枠連： １６，１０１，８００円

普通馬連： ５２，２８６，３００円 馬単： ４１，３１０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８３６，８００円

３連複： ６５，２０３，４００円 ３連単： １１７，５４７，７００円 計： ３７４，４５３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ２７０円 枠 連（７－７） ９５０円

普通馬連 �� ９００円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ３１０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ２，６１０円 ３ 連 単 ��� ８，５３０円

票 数

単勝票数 計 １９１９４５ 的中 � ９１０８６（１番人気）
複勝票数 計 ４１９７２１ 的中 � ２３７４０１（１番人気）� ２２０４０（４番人気）� ２１３４０（５番人気）
枠連票数 計 １６１０１８ 的中 （７－７） １２５６８（５番人気）
普通馬連票数 計 ５２２８６３ 的中 �� ４３２９５（４番人気）
馬単票数 計 ４１３１０９ 的中 �� ２４２５８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８３６８ 的中 �� １３４７５（４番人気）�� １８４３３（３番人気）�� ３６０７（１５番人気）
３連複票数 計 ６５２０３４ 的中 ��� １８４７０（９番人気）
３連単票数 計１１７５４７７ 的中 ��� １０１７３（２０番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１０．８―１２．２―１２．８―１３．６―１３．１―１２．９―１２．５―１２．１―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．４―２３．８―３４．６―４６．８―５９．６―１：１３．２―１：２６．３―１：３９．２―１：５１．７―２：０３．８―２：１５．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オペラオーカン �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２００９．８．２３ 新潟３着

２００７．３．２７生 牡３黒鹿 母 オリンピアオーカン 母母 サマーミストレス １３戦１勝 賞金 １５，６５０，０００円
〔制裁〕 オペラオーカン号の騎手田中勝春は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（９番・１２番への

進路影響）



１９０１７ ７月１８日 晴 良 （２２新潟２）第２日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・左）

牝，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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

２３ デラコリーナ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４５０ ―１：２２．８ ３．２�

８１６ フォーエバーマーク 牝２鹿 ５４ 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９０ ―１：２３．０１� ２１．６�
５９ サニーヘイロー 牝２栗 ５４ 浜中 俊宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４３８ ―１：２３．１� ２８．２�
３６ シンビジューム 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹�ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 ４３２ ―１：２３．３１� ２７．３�
１１ インプレッシヴ 牝２青鹿５４ 江田 照男長井 純一氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５０ ― 〃 クビ ２７．６�
１２ フルーツマウンテン 牝２青鹿５４ 吉田 豊吉田 哲哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４３４ ―１：２３．６１� １２．５�
６１２ キチロクアユ 牝２栗 ５４ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 ４３０ ―１：２３．８１� １９９．７	
４８ グリーンファイヤー 牝２鹿 ５４

５２ △伊藤 工真西村 專次氏 古賀 史生 浦河 山口 義彦 ４６４ ― 〃 アタマ １０２．４

７１４ ダイメイネオ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 浦河 山下 恭茂 ４３２ ― 〃 ハナ ９．４�
３５ サクラオイデ 牝２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 日高 原田牧場 ４１２ ―１：２４．０１� １７７．６�
６１１ アラマサスチール 牝２鹿 ５４ 田中 勝春�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５６ ― 〃 アタマ １１２．４
８１８ キョカキョク 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 浦新牧場 ４２０ ― 〃 ハナ １３．８�
４７ ニシノゼーレ 牝２栗 ５４ 岩部 純二西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ４２２ ―１：２４．２１� ７５．０�
７１５ フリーウェイジャム 牝２黒鹿５４ 宮崎 北斗石瀬 浩三氏 嶋田 功 様似 小田 誠一 ４３２ ― 〃 ハナ ２１２．３�
２４ マイネオレオール 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４０６ ―１：２４．３� １４．２�
７１３ チ グ サ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 前川牧場 ４３２ ―１：２５．８９ １２９．４�
８１７ ウインジュビリー 牝２青鹿５４ 内田 博幸�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７６ ― 〃 クビ ２．５�

（１７頭）
５１０ バレドクール 牝２青鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７２ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，６７４，５００円 複勝： ２４，１９２，９００円 枠連： １９，６４２，４００円

普通馬連： ４３，４５６，３００円 馬単： ３２，６２７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６７３，６００円

３連複： ５０，３７７，０００円 ３連単： ８２，８９７，７００円 計： ２８６，５４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １７０円 � ５９０円 � ７１０円 枠 連（２－８） ３４０円

普通馬連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９８０円 �� １，４６０円 �� ４，７２０円

３ 連 複 ��� ２４，１９０円 ３ 連 単 ��� １０５，１２０円

票 数

単勝票数 差引計 １６６７４５（返還計 ４９５５） 的中 � ４２００５（２番人気）
複勝票数 差引計 ２４１９２９（返還計 ５５９２） 的中 � ４９９６８（２番人気）� ９２４５（７番人気）� ７４７７（１０番人気）
枠連票数 差引計 １９６４２４（返還計 ５３２） 的中 （２－８） ４２７５４（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ４３４５６３（返還計 ３９８２１） 的中 �� １４０４６（１０番人気）
馬単票数 差引計 ３２６２７９（返還計 ２８４６０） 的中 �� ６６０６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６６７３６（返還計 １２０６１） 的中 �� ４３２２（１０番人気）�� ２８２３（１７番人気）�� ８４１（４６番人気）
３連複票数 差引計 ５０３７７０（返還計 ７３３６４） 的中 ��� １５３７（６５番人気）
３連単票数 差引計 ８２８９７７（返還計１２２７４０） 的中 ��� ５８２（２９５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．５―１１．０―１１．９―１２．１―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２２．９―３３．９―４５．８―５７．９―１：０９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．９―３F３７．０
３ １，１６－（７，１７）（３，２，１１）（６，８）－（１４，１２）（５，１５）－１８－（４，１３，９） ４ ・（１，１６）－（７，１７）（３，２，１１）６，８（１４，１２）１５，５－１８，９（４，１３）

勝馬の
紹 介

デラコリーナ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エ リ シ オ 初出走

２００８．３．２５生 牝２鹿 母 フロムアップランド 母母 ハイランドトーク １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 バレドクール号は，装鞍所で疾病〔右後肢挫創〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ギンザグラマラス号・ダイワスプレンダー号・ピュアオパール号・マニクーレ号



１９０１８ ７月１８日 晴 良 （２２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

６１２ レッドセインツ 牡２鹿 ５４ 浜中 俊 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４２０ ―１：３６．９ ３．２�

７１３� キ ザ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司吉澤 克己氏 戸田 博文 米
Petaluma
Bloodstock &
Andre Lynch

４５４ ―１：３７．１１� ３７．５�
４８ ショウナンカミング 牡２栗 ５４ 福永 祐一国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４３８ ―１：３７．２� ８．４�
７１５ コルノグランデ 牡２青鹿５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４４０ ―１：３７．３� ６．１�
８１８ サトノピースピース 牡２青鹿５４ 松岡 正海里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４９０ ―１：３７．４クビ ５．６�
３６ ファインロマンス 牝２栗 ５４ 田中 博康 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６４ ―１：３７．７１� ９７．５	
７１４ コスモメサイア 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新ひだか パラダイス・ファーム ４３６ ― 〃 クビ ３２．３

８１７ ジ ャ ン ナ 牡２鹿 ５４ 中舘 英二前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４ ―１：３７．８	 ７７．７�
２３ カシノダンガン 牡２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 村上牧場 ４８４ ―１：３７．９	 １２１．７�
１１ コンプリート 牝２鹿 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４７６ ―１：３８．０	 ７．９
４７ コスモウルオイ 牝２芦 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新ひだか 井高牧場 ３９８ ― 〃 クビ ６２．９�
２４ ヒルトップザベル 牡２栗 ５４ 郷原 洋司嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４４８ ―１：３８．１� ２００．８�
５９ ソウルオブエイチ 牡２鹿 ５４ 小牧 太広尾レース� 森 秀行 大樹 大樹ファーム ４８４ ―１：３８．３１	 ４．８�
１２ フジゴンファノン 牡２黒鹿５４ 勝浦 正樹荒木 誠氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 ４４２ ―１：３８．４	 １８３．３�
３５ ゴーゴーチャンス 牡２栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 浦河 金石牧場 ４４８ ―１：３８．５クビ １６９．８�
６１１ メイスンサクセス 牡２栗 ５４ 宮崎 北斗梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新冠 川上 悦夫 ４７０ ―１：３８．７１	 ６７．７�
５１０ ログインデジタル 牡２鹿 ５４

５１ ▲水口 優也�橋 長治氏 根本 康広 新冠 守矢牧場 ４３６ ― 〃 クビ ２７５．４�
８１６ ロイヤルストレート 牡２栗 ５４ 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上 悦夫 ４５２ ―１：４２．９大差 ２２４．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，７９０，８００円 複勝： ２７，０５６，７００円 枠連： １５，６８９，６００円

普通馬連： ５５，０８５，０００円 馬単： ３９，５８３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２８８，２００円

３連複： ６３，７８１，３００円 ３連単： １０２，８３４，２００円 計： ３４４，１０８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ７２０円 � ２６０円 枠 連（６－７） ７８０円

普通馬連 �� ４，１４０円 馬 単 �� ５，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，７６０円 �� ５７０円 �� ２，６５０円

３ 連 複 ��� １０，７４０円 ３ 連 単 ��� ５８，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２０７９０８ 的中 � ５２８０８（１番人気）
複勝票数 計 ２７０５６７ 的中 � ６４０５６（１番人気）� ７３０５（８番人気）� ２６１６７（５番人気）
枠連票数 計 １５６８９６ 的中 （６－７） １４９２７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５５０８５０ 的中 �� ９８２６（１６番人気）
馬単票数 計 ３９５８３０ 的中 �� ４９６２（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２８８２ 的中 �� ２６３４（１７番人気）�� ８９５６（４番人気）�� １７２１（２２番人気）
３連複票数 計 ６３７８１３ 的中 ��� ４３８５（２８番人気）
３連単票数 計１０２８３４２ 的中 ��� １３０６（１６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．７―３６．３―４９．５―１：０２．５―１：１４．２―１：２４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドセインツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Selkirk 初出走

２００８．２．１７生 牡２鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロイヤルストレート号は，平成２２年８月１８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ケージースペシャル号・デルマヴィシュヌ号・ヒッショースマイル号・マイネシェリー号



１９０１９ ７月１８日 晴 良 （２２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

３４ レークサイドカフェ 牝３青鹿５４ 蛯名 正義山田 和正氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：１２．６ ３．１�

７１３� レジェンドキャット 牝３鹿 ５４ 中舘 英二杉山 忠国氏 萩原 清 米 Malibu
Farm, LLC ４６６－ ６ 〃 クビ ２２．２�

７１２ トーホウブエナス 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４６４＋ ８１：１３．１３ １８．２�
４６ パリエノミチ 牡３栗 ５６ 内田 博幸嶋田 賢氏 本郷 一彦 新冠 村上牧場 ４８８± ０ 〃 アタマ ３．２�
３５ ケイアイクライム 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ４９６－ ４１：１３．４１� ７．０�
８１４ ドリームシガー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 対馬 正 ５３６± ０１：１３．８２� ７．６�
２３ マルタカテンザン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥�橋まゆみ氏 清水 美波 浦河 高松牧場 ４３４＋１０１：１３．９� ２４．８	
４７ ウメニウグイス 牡３青 ５６ 西田雄一郎江川 伸夫氏 矢野 英一 新冠 川上 悦夫 ４７６＋ ２ 〃 クビ ５４．８

８１５ ピサノシャルロット 牝３鹿 ５４ 北村 宏司市川 義美氏 古賀 慎明 新ひだか フジワラフアーム ４６６＋１４１：１４．５３� １２．６�
５９ コートフルーリー 牝３黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真大迫久美子氏 清水 英克 新冠 村上 欽哉 ４２２－ １１：１４．６クビ ２５１．１�
６１０ ゴールデンドラフト 牡３栗 ５６ 小林 淳一大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム B４８６＋ ８１：１４．８１� ９１．７
１１ � エアベルヘザー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 米 Winches-

ter Farm ４３８ ―１：１５．２２� ９５．６�
５８ ノ ボ チ ャ ン 牝３栗 ５４ 松岡 正海�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４２０± ０１：１５．３� １２．６�
２２ ア リ ア ン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 北星村田牧場 ４５４＋ ４１：１５．８３ ２３６．４�
６１１ デ ン フ ァ レ 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 ５０８＋ ６ 〃 アタマ １７６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，４８３，２００円 複勝： ２８，７８６，０００円 枠連： １９，５７６，４００円

普通馬連： ６７，７５７，０００円 馬単： ４３，１６４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１８３，２００円

３連複： ７４，３２４，６００円 ３連単： １２８，２８９，８００円 計： ４０５，５６４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � ４９０円 � ４００円 枠 連（３－７） ９１０円

普通馬連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ４，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ９４０円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� １０，７７０円 ３ 連 単 ��� ４５，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２０４８３２ 的中 � ５２２３４（１番人気）
複勝票数 計 ２８７８６０ 的中 � ６９５５４（１番人気）� １２４４４（８番人気）� １６０４７（７番人気）
枠連票数 計 １９５７６４ 的中 （３－７） １５９０２（４番人気）
普通馬連票数 計 ６７７５７０ 的中 �� １６３８９（１２番人気）
馬単票数 計 ４３１６４７ 的中 �� ７２７２（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１８３２ 的中 �� ６５２８（１０番人気）�� ６１７９（１２番人気）�� ２０５８（３３番人気）
３連複票数 計 ７４３２４６ 的中 ��� ５０９３（４０番人気）
３連単票数 計１２８２８９８ 的中 ��� ２０９９（１５４番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．８―１２．７―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３５．０―４７．７―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レークサイドカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Salt Lake デビュー ２００９．１１．１４ 東京６着

２００７．４．２生 牝３青鹿 母 レイクサイドカップ 母母 Tricki Mae ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 バトルダーウィン号・ホノルルシチー号
（非抽選馬） ２頭 アポロディグニティ号・スマイルレディー号



１９０２０ ７月１８日 晴 良 （２２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

７１２ プティプランセス 牝４鹿 ５５ 武士沢友治中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４４８± ０１：４８．０ １９．８�

４６ サウスエンピリカル 牝５青鹿５５ 柴田 善臣南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 節雄 ４５０＋２０１：４８．２１� １０．３�
８１３ ハ イ マ ー ク 牝３栗 ５２ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 照正 新冠 村本牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ ５．３�
２２ ミスベルツリー 牝４栗 ５５ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ２ 〃 ハナ ２．８�
６９ � リバーインバウンド 牝４栗 ５５ 西田雄一郎河越 武治氏 星野 忍 浦河 日向牧場 ４３８＋ ８１：４８．３クビ ３２．１�
３３ ビューティファイン 牝４栗 ５５ 北村 宏司阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ １８．７�
４５ レイナソフィア 牝４鹿 ５５ 内田 博幸 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ８ 〃 クビ ５．１	
６１０� マルターズクリス 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５１８＋１６１：４８．４� １２．５

７１１� ノーザンジュン 牝５芦 ５５ 大庭 和弥小山 豊氏 阿部 新生 静内 岡田牧場 ５１２＋ ８１：４８．７２ ４２．５�
５７ アイアムノココロ 牝３青鹿５２ 吉田 豊堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：４８．８クビ ９．２�
８１４ ローゼウィーク 牝３黒鹿５２ 的場 勇人大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ４６４＋ ８１：４９．０１� ４６．２
１１ アテナブルー 牝３栗 ５２

５０ △伊藤 工真 �ブルーマネジメント田村 康仁 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４３４－ ７１：４９．４２� ２７．９�

３４ � クリノモンブラン 牝５鹿 ５５
５２ ▲水口 優也栗本 博晴氏 秋山 雅一 三石 加野牧場 ４６０± ０１：４９．７２ ３２２．８�

５８ � ギブミーアチャンス 牝７鹿 ５５ 小林 淳一近藤 正道氏 石栗 龍彦 えりも 能登 浩 ４４６－１２１：５０．１２� １８６．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，４０７，２００円 複勝： ３８，８０６，３００円 枠連： ２１，４１７，３００円

普通馬連： ７９，８８７，０００円 馬単： ５２，０９２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，８０４，５００円

３連複： ９０，９００，２００円 ３連単： １５６，６５９，２００円 計： ４８９，９７４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９８０円 複 勝 � ５１０円 � ３５０円 � ２３０円 枠 連（４－７） １，９３０円

普通馬連 �� ９，４９０円 馬 単 �� ２１，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４００円 �� １，４００円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� １８，３２０円 ３ 連 単 ��� １５３，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２２４０７２ 的中 � ８９１８（８番人気）
複勝票数 計 ３８８０６３ 的中 � １７８３５（８番人気）� ２８５２７（４番人気）� ５２０１１（３番人気）
枠連票数 計 ２１４１７３ 的中 （４－７） ８１９７（９番人気）
普通馬連票数 計 ７９８８７０ 的中 �� ６２１３（３１番人気）
馬単票数 計 ５２０９２５ 的中 �� １８０３（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７８０４５ 的中 �� ２７９７（３０番人気）�� ４９０５（１９番人気）�� ６０６２（１２番人気）
３連複票数 計 ９０９００２ 的中 ��� ３６６２（６６番人気）
３連単票数 計１５６６５９２ 的中 ��� ７５１（４４８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．９―１２．７―１３．３―１２．５―１１．０―１０．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．０―４８．７―１：０２．０―１：１４．５―１：２５．５―１：３６．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．５
３ １（６，９）１０，２（７，１３）３（１２，１４）（８，４）（１１，５） ４ ・（１，９）６（３，２，１０）１３（８，７）（１２，１４，５）（４，１１）

勝馬の
紹 介

プティプランセス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．６．６ 東京９着

２００６．３．２３生 牝４鹿 母 クリアーパス 母母 Masake ８戦２勝 賞金 １２，４００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



１９０２１ ７月１８日 晴 良 （２２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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

７８ ステージプレゼンス 牡３芦 ５４ 福永 祐一臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：５９．２ ３．４�

１１ マ イ ヨ ー ル 牡４芦 ５７ 松岡 正海岡田 繁幸氏 清水 利章 新ひだか 乾 皆雄 ４９４± ０１：５９．６２� ２．６�
３３ アースステップ 牡３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 新冠 森 牧場 ５１４＋１４１：５９．８１ ７．４�
４４ ガンズオブナバロン 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４６０± ０２：００．０１� ３．８�
６７ 	 チーフヴァージニア 牝５黒鹿５５ 千葉 直人篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４４６＋ ２２：００．４２� ３１０．９�
７９ ヴィーヴァマンボ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊芹澤 精一氏 阿部 新生 三石 片山牧場 ４５２－ ４２：００．５
 ５７．２�
２２ サクラルーラー 牡４鹿 ５７ 小島 太一	さくらコマース小島 太 新ひだか 新和牧場 ５１８＋ ２２：００．６� ２２．４

８１１ マルタカハンター 牡４栗 ５７ 小林 淳一�橋まゆみ氏 清水 美波 浦河 大野牧場 ４４２－ ２ 〃 アタマ ７４．４�
５５ キングスチャペル 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣渡邊 隆氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６８＋ ８２：００．７クビ １２．２�
８１０	 スプリングナイル 牡４鹿 ５７ 江田 照男加藤 春夫氏 成島 英春 様似 堀 弘康 ４７４－ ４２：００．９１� １９４．８
６６ トドロキエンジェル 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信原田昭太郎氏 高橋 義博 日高 ファニーヒルファーム ４３４＋１４２：０１．５３� ６２．２�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２８，３２６，４００円 複勝： ３９，０６５，０００円 枠連： １９，２８２，７００円

普通馬連： ９６，０５０，３００円 馬単： ７３，７１０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３３４，８００円

３連複： １０４，２８１，５００円 ３連単： ２４９，９２２，１００円 計： ６３９，９７２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（１－７） ５３０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ４１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 ��� ５，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２８３２６４ 的中 � ６５８６８（２番人気）
複勝票数 計 ３９０６５０ 的中 � ７２３８８（３番人気）� ９３９２３（１番人気）� ４８４２２（４番人気）
枠連票数 計 １９２８２７ 的中 （１－７） ２７０６９（２番人気）
普通馬連票数 計 ９６０５０３ 的中 �� １３３９５１（２番人気）
馬単票数 計 ７３７１０１ 的中 �� ４６８４９（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３３４８ 的中 �� ３３１１０（２番人気）�� １６９３８（４番人気）�� １６７５０（５番人気）
３連複票数 計１０４２８１５ 的中 ��� ６４５５８（４番人気）
３連単票数 計２４９９２２１ 的中 ��� ３４７０６（１３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．０―１１．９―１２．８―１２．３―１１．５―１１．３―１０．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．４―３６．４―４８．３―１：０１．１―１：１３．４―１：２４．９―１：３６．２―１：４７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステージプレゼンス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Highest Honor デビュー ２００９．９．２７ 阪神４着

２００７．４．１１生 牡３芦 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia ６戦２勝 賞金 ３０，６０９，０００円



１９０２２ ７月１８日 晴 良 （２２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，２１．７．１８以降２２．７．１１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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

２３ サクラミモザ 牝４黒鹿５６ 福永 祐一�さくらコマース畠山 吉宏 新ひだか 原 光彦 ４５８－ ８１：２１．２ １４．４�

７１３� サクラバレット 牡５青 ５５ 蛯名 正義�さくらコマース伊藤 大士 静内 西村 和夫 ４８６＋ ２ 〃 クビ ３７．７�
８１７ カ ピ タ ー ノ 牡６黒鹿５５ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４８４－ ６ 〃 ハナ ２７．７�
５１０ メジロスプレンダー 牝４黒鹿５２ 的場 勇人�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４７０＋ ６１：２１．３クビ ２０．５�
３６ オメガブルーライン 牝３芦 ５１ 田中 博康原 �子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２６－ ４１：２１．４� ６．１�
８１６ ハーティンハート 牡３栗 ５２ 浜中 俊臼田 浩義氏 牧 光二 日高 日高大洋牧場 ５３０－ ４ 〃 アタマ ２８．２	
２４ サザンスターディ 牡４鹿 ５７．５ 柴田 善臣南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 ５２２－ ２ 〃 クビ ３．９

８１５ トーセントゥルー 牡６黒鹿５４ 江田 照男島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４７６＋ ４１：２１．５クビ ３１．７�
４８ 	 ホウショウループ 牝６鹿 ５２ 中舘 英二芳賀 吉孝氏 上原 博之 米 Green

Gates Farm ５０２＋ ４ 〃 クビ ５４．３
３５ 	 フレッドバローズ 
４鹿 ５７ 小牧 太猪熊 広次氏 中竹 和也 米 Brereton

C. Jones ５０６± ０１：２１．６� １０．４�
５９ トーセンマドローナ 牡４芦 ５７ 内田 博幸島川 �哉氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 ４９２－ ２１：２１．７� ３．１�
７１４	 セイウンオウサム 牡３芦 ５３ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ４８８＋ ２ 〃 アタマ １２．６�
６１２ ノースリヴァー 牝６黒鹿５１ 村田 一誠佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ６０．６�
４７ ワシントンパーク 牝５栗 ５０ 小野寺祐太江川 伸夫氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 ４４８＋ ６１：２１．９１ １１１．０�
６１１ パ ド ブ レ 牝４鹿 ５１ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 浦河 大道牧場 ５０４－１６１：２２．４３ １３０．４�
１２ シンボリハレー 牡７黒鹿５３ 田中 勝春シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４４８－ ２１：２２．５� ６０．６�
１１ � ラ ヴ ミ ー 牝４鹿 ５１ 伊藤 工真北所 直人氏 清水 英克 新ひだか 見上牧場 ４５０－ ８１：２３．６７ ５０．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３３，９２３，１００円 複勝： ５５，９６８，３００円 枠連： ４３，４０７，６００円

普通馬連： １７７，８１６，５００円 馬単： ９２，４２２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，６３３，６００円

３連複： １９６，３４２，３００円 ３連単： ３５６，３７７，９００円 計： １，００５，８９１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ５６０円 � １，３５０円 � ８４０円 枠 連（２－７） １，７１０円

普通馬連 �� １８，５３０円 馬 単 �� ３７，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４００円 �� ４，５８０円 �� ８，６９０円

３ 連 複 ��� １２５，４６０円 ３ 連 単 ��� ６９７，６４０円

票 数

単勝票数 計 ３３９２３１ 的中 � １８６８４（６番人気）
複勝票数 計 ５５９６８３ 的中 � ２７８５６（６番人気）� １０４５５（１１番人気）� １７５７８（９番人気）
枠連票数 計 ４３４０７６ 的中 （２－７） １８８１１（８番人気）
普通馬連票数 計１７７８１６５ 的中 �� ７０８５（５１番人気）
馬単票数 計 ９２４２２６ 的中 �� １８２３（９９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９６３３６ 的中 �� ２７８７（４６番人気）�� ２６７８（４８番人気）�� １３９９（７８番人気）
３連複票数 計１９６３４２３ 的中 ��� １１５５（２５３番人気）
３連単票数 計３５６３７７９ 的中 ��� ３７７（１３９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．４―３４．７―４６．５―５８．１―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラミモザ �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．１４ 中山１着

２００６．５．４生 牝４黒鹿 母 サクラブーケ 母母 サクラチャイム １２戦３勝 賞金 ５５，７８０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ノースリヴァー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出走取消馬 プレンティスピード号（疾病〔左後肢挫創〕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１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アマミスウィフト号・ショウナンアクロス号・トーホウカイザー号・マイネルプライゼン号・モンテフジサン号
（非抽選馬） ７頭 アグネスハッピー号・アグネスヨジゲン号・エーピーレジェンド号・クリノラブゴールド号・ステラーホープ号・

マルターズオリジン号・メイショウバレーヌ号



１９０２３ ７月１８日 晴 良 （２２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１０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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６６５，０００円 １９０，０００円 ９５，０００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

５９ ケイティラブ 牝６栗 ５４ 西田雄一郎瀧本 和義氏 野元 昭 浦河 永田 克之 ５１６＋ ２ ５３．９ １３．０�

６１２ ジェイケイセラヴィ �６鹿 ５６ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４７４± ０ ５４．０	 ８．５�
２３ マルブツイースター 牡５鹿 ５６ 柴田 善臣大澤 毅氏 中尾 秀正 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６６－ ６ ５４．２１ ４７．４�
８１６
 アポロドルチェ 牡５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 ４６８－ ６ 〃 ハナ １２．２�
７１３ シャウトライン 牡６青鹿５６ 浜中 俊�協和牧場 坂口 正大 新冠 協和牧場 ４８６－ ８ 〃 クビ １６．１�
４８ ショウナンラノビア 牝７栗 ５４ 北村 宏司国本 哲秀氏 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ５１０± ０ 〃 ハナ ２０．６�
８１８ アスドゥクール 牝５栗 ５４ 石橋 脩 �社台レースホース鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋１０ 〃 ハナ ２４．６	
２４ ウエスタンビーナス 牝７黒鹿５４ 伊藤 工真西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 B４７０± ０ 〃 アタマ １１．１

３５ 
 シンボリグラン 牡８芦 ５８ 中舘 英二シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５４８＋ ２ ５４．３クビ １５．７�
６１１ カノヤザクラ 牝６栗 ５７ 小牧 太神田 薫氏 橋口弘次郎 門別 浜本牧場 ５０８－ ６ 〃 クビ ６．６�
７１５ アンバージャック 牡７栗 ５６ 村田 一誠�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ５１０－ ６ ５４．４� ３８．３
７１４ キルシュブリューテ 牝６鹿 ５４ 吉田 豊 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４８４－ ４ ５４．５クビ ３６．９�
１１ メジロシリング 牡７栗 ５６ 的場 勇人�メジロ牧場 北出 成人 洞爺 メジロ牧場 B５０８－ ６ ５４．７１� ５０．８�
３６ ショウナンカザン 牡５鹿 ５６ 内田 博幸国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４７８－ ４ ５４．９１� ９．４�
８１７ テイエムカゲムシャ 牡６栗 ５６ 蛯名 正義竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 静内酒井牧場 ５１６＋ ４ 〃 ハナ １２．５�
１２ 
 サープラスシンガー 牡６鹿 ５６ 田中 勝春青木 基秀氏 宗像 義忠 米 MGG

Holdings ５５０－ ４ ５５．０	 ５０．９�
５１０
 エーシンエフダンズ 牡６黒鹿５６ 松岡 正海�栄進堂 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ５１６＋ ６ 〃 アタマ １７．３�
４７ メ リ ッ サ 牝６鹿 ５４ 福永 祐一岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド ４８６＋ ２ ５５．９５ ５．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５６，９９６，５００円 複勝： １９８，２７１，０００円 枠連： ２３９，４５０，０００円

普通馬連： ８６１，０３５，３００円 馬単： ４３０，７４１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３０，６４７，６００円

３連複： １，２４０，００７，４００円 ３連単： ２，２００，１５０，７００円 計： ５，５５７，２９９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ４１０円 � ３００円 � １，８００円 枠 連（５－６） １，７１０円

普通馬連 �� ４，８００円 馬 単 �� １０，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５００円 �� １０，７１０円 �� １２，０４０円

３ 連 複 ��� １５３，８９０円 ３ 連 単 ��� ８４８，３４０円

票 数

単勝票数 計１５６９９６５ 的中 � ９５８４４（８番人気）
複勝票数 計１９８２７１０ 的中 � １３１３９３（７番人気）� １９８０４９（３番人気）� ２５１９３（１８番人気）
枠連票数 計２３９４５００ 的中 （５－６） １０３４９４（９番人気）
普通馬連票数 計８６１０３５３ 的中 �� １３２５７３（１８番人気）
馬単票数 計４３０７４１０ 的中 �� ３０５４４（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２３０６４７６ 的中 �� ３９２１１（１５番人気）�� ５２２４（１１２番人気）�� ４６４１（１２１番人気）
３連複票数 計１２４０００７４ 的中 ��� ５９４７（４４２番人気）
３連単票数 計２２００１５０７ 的中 ��� １９１４（２３４３番人気）

ハロンタイム １１．６―９．９―１０．３―１０．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．６―２１．５―３１．８―４１．９

上り４F４２．３－３F３２．４
勝馬の
紹 介

ケイティラブ �
�
父 ス キ ャ ン �

�
母父 ムーンマツドネス デビュー ２００７．６．３０ 阪神４着

２００４．３．３１生 牝６栗 母 ウイニングリバー 母母 ビーマイフアイア １７戦５勝 賞金 ８９，６３２，０００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 パッションローズ号



１９０２４ ７月１８日 晴 良 （２２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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１５ レ ッ ド ア イ �４栗 ５７ 松岡 正海 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４６２＋１４１：５２．２ ６．６�

５８ カーネリアンシチー 牡４栗 ５７ 内田 博幸 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 新ひだか 幌村牧場 B４８４± ０１：５２．５１� ３．６�
５９ メイクセンス 牡５栗 ５７ 福永 祐一平田 修氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：５３．３５ １４．０�
３５ ガートモンテス 牡４青鹿５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９６－ ２ 〃 アタマ １０．２�
３４ ピカンチラヴ 牝３栗 ５２ 北村 宏司小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１６－ ２１：５３．７２� １９．６�
４７ カントリースノー 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５１８＋ ２１：５３．９１� ４．６�
８１４ エイシンワールド 牡４黒鹿 ５７

５５ △伊藤 工真平井 豊光氏 久保田貴士 新ひだか 嶋田牧場 ４４４± ０１：５４．２２ ３６．２	
６１０ ヴァルドルフ 牡５栗 ５７ 小林 淳一片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４５２＋ ４１：５４．４１� ２３．４

６１１ ソ ヴ リ ン 牡４芦 ５７ 勝浦 正樹�藤沢牧場 田島 俊明 静内 藤沢牧場 ５２０－ ４１：５４．５� ９２．４�
２３ ドリームハッチ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優田中 八郎氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９０＋ ４１：５５．２４ ２２．８
１１ イージーウイン 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 B４５０－ ４ 〃 クビ ５３．９�
４６ リ ュ ー ク 牡５青鹿５７ 宮崎 北斗金森圭史朗氏 松山 将樹 静内 千代田牧場 ４７２＋１０１：５５．６２� ６０．９�
７１３ キングスリージョン 牡４栗 ５７ 西田雄一郎吉田 照哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：５５．７� ４．７�
７１２ デザートジョオー 牝５栗 ５５

５２ ▲水口 優也松平 正樹氏 高木 登 浦河 有限会社
吉田ファーム ４４０＋ ８１：５６．１２� １８７．７�

２２ カ ー ル 牡４鹿 ５７ 石橋 脩菅波立知子氏 斎藤 誠 新冠 松浦牧場 ４８８－ ２１：５６．４２ ７８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，５２６，７００円 複勝： ６２，０１２，５００円 枠連： ４１，２５０，１００円

普通馬連： １５９，８５１，７００円 馬単： ９２，１４４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，８０８，２００円

３連複： １８３，８０５，７００円 ３連単： ３６２，１９４，８００円 計： ９８９，５９４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２５０円 � １７０円 � ４００円 枠 連（５－８） ８８０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� １，５２０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ６，５００円 ３ 連 単 ��� ３１，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３８５２６７ 的中 � ４６０３９（４番人気）
複勝票数 計 ６２０１２５ 的中 � ６４５５９（４番人気）� １２１１３７（１番人気）� ３４０８７（７番人気）
枠連票数 計 ４１２５０１ 的中 （５－８） ３４８５０（３番人気）
普通馬連票数 計１５９８５１７ 的中 �� ８８３０８（４番人気）
馬単票数 計 ９２１４４５ 的中 �� ２３０２１（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９８０８２ 的中 �� ２１９０１（４番人気）�� ７８０１（１８番人気）�� １２３２８（９番人気）
３連複票数 計１８３８０５７ 的中 ��� ２０８７０（２０番人気）
３連単票数 計３６２１９４８ 的中 ��� ８４５８（７８番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１２．８―１４．１―１２．９―１２．１―１２．２―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．０―３５．８―４９．９―１：０２．８―１：１４．９―１：２７．１―１：３９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レ ッ ド ア イ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１２．１３ 阪神１０着

２００６．３．２６生 �４栗 母 ライプオレンジ 母母 ダイナオレンジ １４戦３勝 賞金 ２８，２００，０００円
〔制裁〕 デザートジョオー号の騎手水口優也は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（６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 アカシローレル号・シルキーチュチュ号・ストロングウェイブ号・ディアトゥドリーム号



（２２新潟２）第２日 ７月１８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 １８５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

２２６，８６０，０００円
２，５５０，０００円
１６，９４０，０００円
２，０００，０００円
２２，６５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，４３６，０００円
５，１１６，０００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
４０８，４０３，３００円
５９８，２３３，４００円
４８３，０７９，６００円
１，７５０，２１６，３００円
１，０１８，７６１，１００円
５２９，０７７，７００円
２，２６７，５１９，３００円
４，０８５，０９５，３００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 １１，１４０，３８６，０００円

総入場人員 ２３，００５名 （有料入場人員 １９，５８７名）




