
２２０６１ ８月２９日 晴 良 （２２新潟３）第６日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （芝・左）

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

中央レコード

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

５８ カトルズリップス 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４６８＋ ２１：２１．７ ７．５�

２２ 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 ４７２＋ ４ 〃 クビ ３．１�
８１４ デルマドゥルガー 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４８０＋１０１：２１．９１� ３．６�
３４ メジロツボネ 牝２芦 ５４ 田中 博康�メジロ牧場 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４２６－ ２１：２２．１１� １３．７�
４５ ショウナンガーデン 牝２鹿 ５４ 北村 宏司国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４２８＋ ２１：２２．４１� ２２．２�
８１３ コスモシャオロン 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４６６＋ ２ 〃 クビ ７．７�
５７ フレンドサンポウ 牝２鹿 ５４ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４５４＋ ４１：２２．７１� ４２．３	
４６ オ リ フ ァ ン 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：２２．９１� １１．３

７１２ コウヨウロイヤル 牝２栗 ５４ 蛯名 正義寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４４８－ ２１：２３．３２� ８．２�
３３ ア イ カ ギ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信齊藤四方司氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４１６－ ６１：２３．５１� １４９．４�
６９ サトノヴィクトリア 牝２黒鹿５４ 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：２３．９２� ５６．７
６１０ マイネロードナイト 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム ４５０＋ ４１：２４．０� １３４．６�
１１ サファリレット 牝２栗 ５４ 郷原 洋司熊久保勅夫氏 本郷 一彦 新冠 ムラカミファーム ３８６－ ６１：２４．５３ ２０８．６�
７１１ サンキューレット 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎西村 專次氏 堀井 雅広 白老 社台牧場 ４４４＋ ２１：２４．７１� ５２４．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，９０９，７００円 複勝： ３３，３０７，０００円 枠連： １７，０４５，０００円

普通馬連： ５８，８００，７００円 馬単： ４３，３８２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，７５６，５００円

３連複： ７６，３８８，２００円 ３連単： １２０，６６５，９００円 計： ３８９，２５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（２－５） １，２１０円

普通馬連 �� １，５３０円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ５７０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� １１，６１０円

票 数

単勝票数 計 １６９０９７ 的中 � １７９０６（３番人気）
複勝票数 計 ３３３０７０ 的中 � ２８４３３（５番人気）� ７８４１５（２番人気）� ８６２８９（１番人気）
枠連票数 計 １７０４５０ 的中 （２－５） １０４５８（７番人気）
普通馬連票数 計 ５８８００７ 的中 �� ２８５３２（４番人気）
馬単票数 計 ４３３８２６ 的中 �� ８７８５（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２７５６５ 的中 �� １１０７４（４番人気）�� ８７８２（６番人気）�� ３３８５８（１番人気）
３連複票数 計 ７６３８８２ 的中 ��� ４１０５２（２番人気）
３連単票数 計１２０６６５９ 的中 ��� ７６７６（２２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．４―１１．９―１１．９―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．７―３４．１―４６．０―５７．９―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カトルズリップス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２０１０．８．１５ 新潟８着

２００８．２．１４生 牝２黒鹿 母 チャッターリップス 母母 チャッターボックス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２２０６２ ８月２９日 晴 良 （２２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

４６ ニシノサンタロウ 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５５２＋ ８１：５５．０ ３．７�

５８ ラッキーバニラ 牡３青鹿５６ 内田 博幸吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６－１０１：５５．２１� ２．５�
８１５ マイネルバンベール 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 B４７６＋ ２１：５５．４１� ８．１�
７１３ ティンバーウルフ 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４０６－１６１：５５．６� ６３．６�
２２ ハセハイダウェイ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海ニットー商事� 斎藤 誠 新冠 斉藤 安行 ４８４－ ４１：５６．６６ ６．３�
５９ ヤマニンアルダント 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５１０＋ ６ 〃 ハナ ２８５．９�
４７ スイングサンデー 牝３鹿 ５４ 郷原 洋司平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４５０＋ ８１：５６．９２ ２０６．０	
６１０ セトウチロッキー 牡３鹿 ５６ 田中 博康高橋 勉氏 勢司 和浩 新ひだか 出羽牧場 ４９６－ ２１：５７．７５ ７９．２

８１４ サウンドストーム 牡３芦 ５６ 田辺 裕信増田 雄一氏 小西 一男 日高 シンボリ牧場 ４７８ ―１：５８．０１� １８．１�
７１２ クラシックセンス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６１：５８．６３� １８．５
１１ コンシエンス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４７２＋ ８１：５９．４５ １０．６�
２３ ナスケンアゼリア 牝３栗 ５４ 増沢由貴子那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 ４１６＋ ２１：５９．９３ ２０６．３�
３４ シルクリードオフ 牡３黒鹿５６ 水出 大介有限会社シルク清水 美波 新冠 石田牧場 ５１４－１８２：００．０� ６３９．１�
３５ シンボリモンペリエ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 ５１６－ ４２：０５．９大差 ２４．０�
６１１ ヨシダークスマイル 牝３鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介田辺 喜彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 ４５０－１４２：０７．２８ ２６６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，１１０，１００円 複勝： ２４，３２１，１００円 枠連： １２，３３６，３００円

普通馬連： ４６，１０７，４００円 馬単： ３６，２８２，２００円 ワイド【拡大馬連】： １８，７１９，１００円

３連複： ５７，１６３，１００円 ３連単： １０２，２７１，８００円 計： ３１１，３１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（４－５） ３３０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� ７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３９０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ７６０円 ３ 連 単 ��� ２，８５０円

票 数

単勝票数 計 １４１１０１ 的中 � ３０７１９（２番人気）
複勝票数 計 ２４３２１１ 的中 � ５３７５８（２番人気）� ８３６２７（１番人気）� ２５１２０（４番人気）
枠連票数 計 １２３３６３ 的中 （４－５） ２８１０７（１番人気）
普通馬連票数 計 ４６１０７４ 的中 �� １０１１７２（１番人気）
馬単票数 計 ３６２８２２ 的中 �� ３４３２１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８７１９１ 的中 �� ３３７４５（１番人気）�� １０２８８（５番人気）�� １３８９３（３番人気）
３連複票数 計 ５７１６３１ 的中 ��� ５６０９６（２番人気）
３連単票数 計１０２２７１８ 的中 ��� ２６５２３（３番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．３―１３．３―１３．１―１２．８―１３．４―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３６．２―４９．５―１：０２．６―１：１５．４―１：２８．８―１：４１．７

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ニシノサンタロウ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１０．５．２３ 東京８着

２００７．４．８生 牡３黒鹿 母 ニシノバンダナ 母母 ノ リ ダ ナ ６戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリモンペリエ号・ヨシダークスマイル号は，平成２２年９月２９日まで平地競走に出走できな

い。



２２０６３ ８月２９日 晴 良 （２２新潟３）第６日 第３競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１１時００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
１：３１．４

良

良

５９ エクセリオン 牡３芦 ５６ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４６８± ０１：３５．３ ７．０�

４８ ヴェルバーノ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４８６＋ ２ 〃 ハナ ５．４�
８１７ タ ス マ ニ ア 牝３栗 ５４ 武士沢友治小川 敏夫氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４３０＋ ４ 〃 アタマ ９．２�
６１２ トーセンカルツェ 牡３栗 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ６１：３５．５１� ３．１�
７１５ ダイワマニング 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４１：３５．６� ４．８�
４７ ヨ リ ト モ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸佐藤 守宏氏 松山 康久 新ひだか 金舛 幸夫 ４６２－１０１：３５．８１� １３．０	
６１１ アラマササンデー 牝３鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４７４－ ６１：３６．０１� ３８．９

５１０� セイウンホルス 牡３黒鹿５６ 石橋 脩西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Dixiana

Stables, Inc. ４６０＋ ６ 〃 ハナ １８．６�
３６ グレイトサム 牡３栗 ５６

５４ △伊藤 工真�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４８０＋ ４１：３６．１	 １９２．７�
７１４ リュウシンノア 牝３栗 ５４ 草野 太郎桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 浜本牧場 ４２８＋１２１：３６．２	 ５２０．７
７１３ プリンセスジョイ 牝３鹿 ５４ 田中 博康林 邦良氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ３９８－ ４ 〃 ハナ ４３３．９�
１１ ネイビーウッド 牝３鹿 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４８０＋１２１：３６．４	 ２７３．８�
８１６ エスティックセンス 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信臼田 浩義氏 秋山 雅一 日高 日高大洋牧場 B４６２＋ ２１：３６．５	 １５．７�
８１８ レオヒリュウ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一田中 博之氏 岩戸 孝樹 平取 二風谷ファーム ４６０＋１４ 〃 ハナ ６６．５�
１２ アカシナホリン 牝３栗 ５４ 和田 竜二臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 駒沢 明憲 ４９０－ ４１：３６．６� ２１１．４�
２４ トーンチャイム 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �社台レースホース奥平 雅士 安平 追分ファーム B４７８－ ２１：３７．３４ ４１．４�
２３ ブライティアカンナ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４５８＋１２ 〃 ハナ ９２．４�
３５ イエローランナー 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優坪野谷和平氏 柄崎 孝 日高トヨサトアライファーム ５２６＋ ６１：３８．９１０ ４３９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，８４７，５００円 複勝： ２８，４７９，３００円 枠連： １６，５４３，９００円

普通馬連： ５３，１１７，９００円 馬単： ３６，９３０，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０２７，６００円

３連複： ６７，２６９，０００円 ３連単： １０４，０４７，６００円 計： ３４３，２６２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２６０円 � １９０円 � ２４０円 枠 連（４－５） １，０４０円

普通馬連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ４，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� １，０８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ５，４１０円 ３ 連 単 ��� ３２，３６０円

票 数

単勝票数 計 １６８４７５ 的中 � １９０３８（４番人気）
複勝票数 計 ２８４７９３ 的中 � ２８０４４（５番人気）� ４２７５８（３番人気）� ３１４０６（４番人気）
枠連票数 計 １６５４３９ 的中 （４－５） １１８５０（７番人気）
普通馬連票数 計 ５３１１７９ 的中 �� １９４３９（８番人気）
馬単票数 計 ３６９３０１ 的中 �� ６０５２（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００２７６ 的中 �� ６２２５（８番人気）�� ４５０９（１４番人気）�� ６７２０（７番人気）
３連複票数 計 ６７２６９０ 的中 ��� ９１８５（１８番人気）
３連単票数 計１０４０４７６ 的中 ��� ２３７３（９８番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．９―１２．３―１２．８―１２．２―１１．６―１０．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．７―３６．０―４８．８―１：０１．０―１：１２．６―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクセリオン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Groom Dancer デビュー ２００９．１１．１５ 東京７着

２００７．５．３生 牡３芦 母 シャルムダンサー 母母 Dam Spectacular １０戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 カレンナヒトミ号・デザートコンドル号



２２０６４ ８月２９日 晴 良 （２２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

７１３ ニシノヴァンクール 牡３青鹿５６ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 むかわ 西山牧場 ５０６－ ２１：５４．２ １３．４�

２３ シルクリンカーン 牡３栗 ５６ 松岡 正海有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４２４± ０１：５４．３� ２．２�
４６ サンワードネオ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊古谷 千晴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４４０＋１６ 〃 クビ １０．０�
７１２ デジタルタイフーン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信吉田 和子氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４＋ ２ 〃 ハナ ４．６�
３４ ダイワボニータ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：５４．６１� ９．５�
２２ マイネアイーダ 牝３黒鹿５４ 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 浦河 不二牧場 ４５２＋ ８１：５５．３４ ６６．９�
５９ カネトシデュレン 牝３芦 ５４ 嘉藤 貴行兼松 利男氏 牧 光二 日高 豊洋牧場 ４２６± ０１：５５．８３ ２３．９	
６１１ ゴールドサムソン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太宮田 守氏 松山 将樹 浦河 バンブー牧場 ５２４＋ ６１：５６．２２� １７２．８

８１５ カシマパステル 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４８± ０ 〃 アタマ ２１．９�
４７ デルママルチェッラ 牝３栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４１２－ ８１：５６．５１� ３０４．９�
１１ ワイルドジョイ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム ４４０＋ ２１：５６．７１� １１．２
３５ アールヴィストーゾ 牝３青 ５４ 石橋 脩星野 良二氏 成島 英春 新ひだか 土田農場 ４２８＋ ４１：５７．４４ ３９８．６�
６１０ アキノエデン 牝３栗 ５４

５１ ▲水口 優也穐吉 正孝氏 根本 康広 新冠 中央牧場 ４４０＋１４１：５７．７１� ６９７．６�
５８ クリノイマジン 牡３鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４４０－ ６１：５８．２３ １８１．３�
８１４ ラスカルジャネット 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�稲原牧場 小島 茂之 平取 稲原牧場 ４１４＋ ４１：５９．１５ １０．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，２８７，６００円 複勝： ２４，２５０，５００円 枠連： １５，５２６，８００円

普通馬連： ５０，９２５，２００円 馬単： ３６，６６４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８３８，０００円

３連複： ６０，０９４，０００円 ３連単： １０１，０３８，６００円 計： ３２３，６２５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ２７０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（２－７） ３９０円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� ３，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� １，４００円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ３，５５０円 ３ 連 単 ��� ２８，２２０円

票 数

単勝票数 計 １６２８７６ 的中 � ９６４２（７番人気）
複勝票数 計 ２４２５０５ 的中 � １９０３２（４番人気）� ７０６２７（１番人気）� ２０９９６（３番人気）
枠連票数 計 １５５２６８ 的中 （２－７） ２９９６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５０９２５２ 的中 �� ２８６１７（６番人気）
馬単票数 計 ３６６６４７ 的中 �� ７０６３（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８３８０ 的中 �� ９１７０（３番人気）�� ３０８３（１５番人気）�� １０３３４（２番人気）
３連複票数 計 ６００９４０ 的中 ��� １２４９６（８番人気）
３連単票数 計１０１０３８６ 的中 ��� ２６４３（８３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１２．３―１３．３―１３．１―１２．９―１３．０―１２．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．９―３６．２―４９．５―１：０２．６―１：１５．５―１：２８．５―１：４１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノヴァンクール �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Pleasant Tap デビュー ２０１０．５．２ 東京６着

２００７．５．９生 牡３青鹿 母 スマッシングレヴュー 母母 No Review ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔制裁〕 デジタルタイフーン号の騎手田辺裕信は，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１００，０００円。（１３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ブリリアントレッド号・マルタカテンザン号
（非抽選馬） １頭 ビッグジョー号



２２０６５ ８月２９日 晴 良 （２２新潟３）第６日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・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

１：０８．７
１：０７．８

良

良

７１３ ブラウンマシーン 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信キャピタルクラブ 秋山 雅一 新冠 田鎖牧場 ４４６ ―１：１１．５ １８．５�

５１０ ハワイアンシュガー 牡２黒鹿５４ 吉田 豊四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４２４ ― 〃 クビ ９．１�
３５ シルバートップ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４２４ ―１：１１．７１� ７．７�
４８ � エーシンビッグガン 牡２黒鹿５４ 内田 博幸�栄進堂 畠山 吉宏 米 Morgan’s

Ford Farm ４５８ ― 〃 ハナ ３．８�
１１ バ ム シ ッ ク 牝２栗 ５４ 柴田 善臣 �荻伏服部牧場 天間 昭一 浦河 荻伏服部牧場 ４１８ ―１：１１．９１� ３７．２�
４７ カムアップローズ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広高橋 文男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４０２ ― 〃 アタマ ５６．９	
８１５ アップルジャック 牡２黒鹿５４ 北村 宏司藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４９４ ― 〃 アタマ １０．５

６１２ カ ル テ ッ ト 牝２青鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介阿部 幸暉氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム ４５０ ―１：１２．２１	 ４２．８�
５９ セイシュンノヒビ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 木下牧場 ４２８ ― 〃 クビ ３．２�
６１１ ヒルノヴィンテージ 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義蛭川 正文氏 清水 美波 新冠 グリー牧場 ４１８ ―１：１２．３クビ ２８．９
１２ コスモケンジ 牡２栗 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４７４ ― 〃 クビ ７５．９�
８１６ トーアハヤテ 牡２鹿 ５４ 小林 淳一高山ランド� 佐藤 吉勝 豊浦トーア牧場 ４６２ ―１：１３．１５ １０５．６�
２４ ラ ベ ン ダ ー 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 秋山 雅一 浦河 ミルファーム ４３２ ― 〃 ハナ １１１．０�
２３ アミフジエンブレム 牡２鹿 ５４

５１ ▲平野 優内藤 好江氏 矢野 照正 茨城 内藤牧場 ４４２ ―１：１３．２クビ １４．２�
７１４ サンバホイッスル 牝２鹿 ５４ 田中 博康グリーンスウォード 和田 正道 日高 川島 良一 ４８２ ―１：１３．５１	 ５０．６�
３６ ダンサーラヴ 牝２鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４７８ ―１：１３．７１� ５３．８�
８１７ スズカキュート 牝２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 ４１６ ― 〃 クビ １９．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １５，５３３，３００円 複勝： １９，５６９，５００円 枠連： １７，２９３，５００円

普通馬連： ５１，５５７，７００円 馬単： ３５，４２４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，０５７，９００円

３連複： ５９，２６９，５００円 ３連単： ８８，７７８，２００円 計： ３０５，４８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８５０円 複 勝 � ４６０円 � ３４０円 � ２７０円 枠 連（５－７） １，５１０円

普通馬連 �� ９，３２０円 馬 単 �� ２１，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７８０円 �� １，８２０円 �� １，７６０円

３ 連 複 ��� ３３，７６０円 ３ 連 単 ��� ２０２，２２０円

票 数

単勝票数 計 １５５３３３ 的中 � ６６１８（７番人気）
複勝票数 計 １９５６９５ 的中 � １０４６７（７番人気）� １５２３０（４番人気）� ２１２８４（３番人気）
枠連票数 計 １７２９３５ 的中 （５－７） ８４６７（７番人気）
普通馬連票数 計 ５１５５７７ 的中 �� ４０８６（３４番人気）
馬単票数 計 ３５４２４６ 的中 �� １１９０（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８０５７９ 的中 �� １５８３（３３番人気）�� ２４６１（１７番人気）�� ２５４８（１５番人気）
３連複票数 計 ５９２６９５ 的中 ��� １２９６（１０２番人気）
３連単票数 計 ８８７７８２ 的中 ��� ３２４（５５３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．９―１２．０―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２３．６―３５．５―４７．５―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．０
３ ・（５，１１）（９，８，１５）（４，１０，１６）７，１３（２，１２）１７－１－（３，１４）＝６ ４ ・（５，１１）（９，８，１５）（１０，１６）（４，７）１３（２，１２，１７）－１－（３，１４）＝６

勝馬の
紹 介

ブラウンマシーン �
�
父 タイキファイヤー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

２００８．４．１１生 牡２鹿 母 ブラウンキセキ 母母 マ ル カ ー ト １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ハワイアンシュガー号は，枠入り不良。



２２０６６ ８月２９日 晴 良 （２２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 フジマサオーシャン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山際牧場 ５１４＋ ４ ５５．９ ６５．８�

４７ リュウシンクイーン 牝３栗 ５４ 西田雄一郎桑畑 �信氏 天間 昭一 日高 日高大洋牧場 ４１２± ０ ５６．０� １８．６�
１１ トゥモローカフェ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ４３２＋ ８ ５６．１� １３．３�
３５ クイーンガバナンス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４ ５６．３１� ９．６�
７１３ ワンダフルサルート 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信有限会社シルク小西 一男 新冠 オリエント牧場 ４６８－ ４ ５６．５１� ２．２�
８１８ ダーインスレイヴ 牡３黒鹿５６ 和田 竜二前田 幸治氏 小笠 倫弘 えりも 上島牧場 ４５２－ ３ 〃 アタマ １９．４	
７１４ オーサンクロッカス 牝３黒鹿５４ 幸 英明�大西牧場 中川 公成 浦河 大西牧場 ４３８＋ ６ ５６．６クビ １５．９

２４ ポケットキャンディ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司栗山 良子氏 伊藤 大士 安平 追分ファーム B４７０＋１８ ５６．８１� ３４．７�
１２ ムーンダスト 牝３栗 ５４ 松岡 正海 �グリーンファーム 斎藤 誠 青森 諏訪牧場 ４５０＋ ４ 〃 クビ ５．３
８１６ シルクデスティニー 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太有限会社シルク萱野 浩二 新冠 オリエント牧場 ４２２－ ２ ５６．９クビ ９５．７�
７１５ メジロアンジェリー 牝３栗 ５４ 田中 博康�メジロ牧場 久保田貴士 洞爺湖 メジロ牧場 ４４２－ ４ ５７．１１� ３９．３�
８１７ ストロングリゲル 牡３芦 ５６ 津村 明秀村木 篤氏 武市 康男 新ひだか フジワラフアーム ４７６－１４ ５７．４１� ７．６�
５１０ セイカソラミル �３青鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介久米 大氏 相沢 郁 新ひだか 徳本 幸雄 ４６８＋ ８ 〃 クビ １５２．９�
２３ ク ロ リ ス 牝３青鹿５４ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 静内酒井牧場 ４４８＋１４ ５７．５� ２１９．８�
４８ ビーウイッチ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気�ジェイアール 岩戸 孝樹 様似 様似共栄牧場 ４３２－１２ ５７．７１ ２０３．２�
５９ トキメキセイコー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４７８ ― ５７．９１� ５５．５�
３６ ミリオンダンサー 牝３鹿 ５４ 小島 太一百万 武夫氏 小島 太 浦河 桑田牧場 ４４２＋ ８ ５８．７５ １００．２�
６１１ ワタシコレカラ 牝３鹿 ５４ 青木 芳之栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 ４１２ ― （競走中止） ２１３．９�

（マンハッタンレディ）

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，１５８，３００円 複勝： ２８，０９７，６００円 枠連： ２０，２６６，６００円

普通馬連： ５３，８２８，９００円 馬単： ３９，２８４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，０９４，６００円

３連複： ６６，９３５，７００円 ３連単： １１４，４３７，５００円 計： ３６２，１０３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，５８０円 複 勝 � １，７００円 � ３６０円 � ４４０円 枠 連（４－６） １９，５１０円

普通馬連 �� ５２，２１０円 馬 単 �� １１６，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，６００円 �� １２，２７０円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� １６９，１８０円 ３ 連 単 ��� １，５３５，５５０円

票 数

単勝票数 計 １９１５８３ 的中 � ２２９６（１２番人気）
複勝票数 計 ２８０９７６ 的中 � ３８８７（１１番人気）� ２２３７５（５番人気）� １７３４０（６番人気）
枠連票数 計 ２０２６６６ 的中 （４－６） ７６７（２８番人気）
普通馬連票数 計 ５３８２８９ 的中 �� ７６１（７６番人気）
馬単票数 計 ３９２８４４ 的中 �� ２４９（１４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２００９４６ 的中 �� ６４５（５５番人気）�� ３９８（７４番人気）�� ２６２７（１９番人気）
３連複票数 計 ６６９３５７ 的中 ��� ２９２（２５２番人気）
３連単票数 計１１４４３７５ 的中 ��� ５５（１６８９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．０―１０．８―１０．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．０―３２．８―４３．６

上り４F４３．９－３F３３．９
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

フジマサオーシャン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Topsider デビュー ２００９．１１．２１ 東京１６着

２００７．４．２４生 牝３鹿 母 タイキフレグランス 母母 Sudden Flash ８戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 ワタシコレカラ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走中盤で競走中止。
〔制裁〕 トゥモローカフェ号の騎手田中勝春は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番・５番・８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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アラマサマンボウ号
（非抽選馬） ２頭 ゴールデンダニエル号・タケノチャンス号



２２０６７ ８月２９日 晴 良 （２２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

３５ ピュアチャプレット 牝４芦 ５５ 内田 博幸吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８４－１０１：１１．４ ３．０�

５９ シャインエフォート 牝４鹿 ５５ 吉田 豊皆川 博文氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４８２－ ２ 〃 アタマ １２．１�
７１２ バイラオーラ 牝４栗 ５５ 幸 英明 �キャロットファーム 後藤 由之 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋１２１：１１．９３ ２．４�
７１３ コ ス モ レ ニ 牝３黒鹿 ５２

５０ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 石原牧場 ４５２－ ２１：１２．１１� １３９．８�
６１１ イグナイトカフェ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８４＋ ４１：１２．４１� ３３．１�
２２ サンデーローズ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２± ０１：１２．６１� ５．９�
６１０ アポロパステル 牝３栗 ５２ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 浦河 日田牧場 ４５８－ ２１：１２．７� １０６．２	
４６ サクラサクラサクラ 牝４栗 ５５ 和田 竜二野島 春男氏 田島 俊明 日高 野島牧場 ４７６＋ ６１：１２．８� ２０．３

４７ ブライティアカフェ 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝小林 昌志氏 池上 昌弘 平取 コアレススタッド ４６２－ ６１：１３．０１� ４６．５�
２３ ケイアイカミーリア 牝３鹿 ５２ 武士沢友治 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田 三千雄 ４６８－ ２ 〃 ハナ ５７．７
８１５ マイディスカバリー 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 B４７０＋ ２１：１３．２１ １９．８�
８１４ ロスヴィータ 牝３栃栗５２ 松岡 正海岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３４－ ６１：１３．５１� ４０．６�
１１ スナークチェリー 牝３栗 ５２

４９ ▲小野寺祐太杉本仙次郎氏 野中 賢二 日高 賀張中川牧場 ４６４＋３８１：１３．６� ２６．４�
３４ フランジパニ 牝３鹿 ５２ 柴田 大知�ミルファーム 保田 一隆 日高 日高大洋牧場 ４４６＋１８１：１３．８１� ２３７．３�
５８ ク ロ ヒ メ 牝４芦 ５５

５４ ☆丸山 元気加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：１５．０７ ２４５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，７４４，１００円 複勝： ３７，６７６，６００円 枠連： １８，６２２，２００円

普通馬連： ７７，０９５，０００円 馬単： ５６，１７５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，５７６，８００円

３連複： ８５，８２２，５００円 ３連単： １５６，４９４，６００円 計： ４８６，２０７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � １３０円 枠 連（３－５） １，４８０円

普通馬連 �� １，６１０円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ２００円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，２００円 ３ 連 単 ��� ８，２４０円

票 数

単勝票数 計 ２５７４４１ 的中 � ６８７２５（２番人気）
複勝票数 計 ３７６７６６ 的中 � １０３７５４（１番人気）� ２９４２６（４番人気）� ８７４４０（２番人気）
枠連票数 計 １８６２２２ 的中 （３－５） ９３０２（７番人気）
普通馬連票数 計 ７７０９５０ 的中 �� ３５３６９（５番人気）
馬単票数 計 ５６１７５９ 的中 �� １９５１９（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８５７６８ 的中 �� １３８５５（４番人気）�� ４３８６９（１番人気）�� １２６０９（５番人気）
３連複票数 計 ８５８２２５ 的中 ��� ５３０７１（２番人気）
３連単票数 計１５６４９４６ 的中 ��� １４０１９（１４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．３―１２．７―１２．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．８―４６．５―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピュアチャプレット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．２．２２ 京都３着

２００６．４．７生 牝４芦 母 バプティスタ 母母 ビ ー バ ッ プ １１戦３勝 賞金 ３１，１５０，０００円
※アポロパステル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２２０６８ ８月２９日 晴 良 （２２新潟３）第６日 第８競走 ��
��２，０００�

う ら さ

浦 佐 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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

２３ ベストアンサー 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４５４－ ２２：００．７ １８．４�

５１０ レイナソフィア 牝４鹿 ５５ 和田 竜二 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９２－ ８ 〃 クビ ３３．７�
７１３ ゼロチョウサン 牡３鹿 ５４ 松岡 正海長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４３０＋ ６２：００．８クビ ８．０�
１１ エイシンブイダンス 牡５栗 ５７ 武 豊平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ４８６＋ ４ 〃 クビ ６．７�
５９ マ ナ ク ー ラ 牡４黒鹿５７ 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４６６＋ ６２：００．９� ２．９�
４８ マイネルレイン 牡３鹿 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 松浦牧場 ５２０＋１０２：０１．１１� ６．１	
２４ ピースオブラック 牝４鹿 ５５ 吉田 豊�大川牧場 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ３２．６

８１５ スーパーオービット 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４４８－ ４２：０１．２クビ ６．１�
３６ 	 ベ ル タ リ ド 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４７０－ ６ 〃 アタマ ２４．２�
６１１ キンセイポラリス 牡４鹿 ５７ 丸山 元気山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 ４００－ ２２：０１．５２ ４５．５
７１４ メイショウボナール 牝４鹿 ５５ 村田 一誠松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 木戸口牧場 ４７６＋１２ 〃 アタマ ７８．５�
３５ ソフィバニヤン 牝３芦 ５２ 後藤 浩輝津村 靖志氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 ５１２＋ ８２：０１．７１ １０．８�
４７ 
	 シベリアンアロー 牡４栗 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 矢野 英一 米 G. Watts

Humphrey, Jr. ４４８－ ４ 〃 ハナ ２８７．９�
８１６ ダイワモースト 牡４黒鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 田中 清隆 三石 追分ファーム ４８４± ０２：０１．８� １１３．７�
６１２ ゴーアップドラゴン 牡４黒鹿５７ 嘉藤 貴行元屋地文明氏 伊藤 大士 日高 新井 昭二 B４７６± ０２：０２．１２ ２１９．２�
１２ シンキイッテン 牡３栗 ５４ 幸 英明平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８６＋ ６２：０３．５９ ３４６．３�
８１７ トーアヘンリー 牡５鹿 ５７ 田中 博康高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 ４９２＋１４２：０４．８８ １８３．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２７，０６５，６００円 複勝： ４７，９０５，９００円 枠連： ２４，１５４，４００円

普通馬連： １０２，７０８，６００円 馬単： ６１，１１３，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，６２７，７００円

３連複： １２３，９２１，１００円 ３連単： １９７，２０５，０００円 計： ６１６，７０１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８４０円 複 勝 � ７７０円 � ８８０円 � ２９０円 枠 連（２－５） ２，０１０円

普通馬連 �� ４７，６５０円 馬 単 �� ９０，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，４２０円 �� ２，６６０円 �� ４，６８０円

３ 連 複 ��� １３１，４００円 ３ 連 単 ��� ９１５，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２７０６５６ 的中 � １１６２６（７番人気）
複勝票数 計 ４７９０５９ 的中 � １５４２４（８番人気）� １３２８０（９番人気）� ５１３４５（５番人気）
枠連票数 計 ２４１５４４ 的中 （２－５） ８９１０（１０番人気）
普通馬連票数 計１０２７０８６ 的中 �� １５９１（６３番人気）
馬単票数 計 ６１１１３０ 的中 �� ４９８（１２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２６２７７ 的中 �� ７６３（６０番人気）�� ３０５７（２６番人気）�� １７１４（４４番人気）
３連複票数 計１２３９２１１ 的中 ��� ６９６（１９１番人気）
３連単票数 計１９７２０５０ 的中 ��� １５９（１１８９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．１―１２．４―１３．３―１２．６―１１．８―１１．６―１０．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．６―３６．７―４９．１―１：０２．４―１：１５．０―１：２６．８―１：３８．４―１：４９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストアンサー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１０．３．２０ 中山７着

２００７．２．１４生 牡３鹿 母 ジュリエット 母母 Arutua ３戦２勝 賞金 １５，８９９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２２０６９ ８月２９日 晴 良 （２２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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

５８ � タガノシュペリエル �４鹿 ５７ 後藤 浩輝八木 良司氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 B４８２± ０１：１１．５ １４．２�

１１ シルクファルシオン 牡３栗 ５４ 蛯名 正義有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９２－ ４ 〃 クビ １１．１�
８１５ メイショウアツヒメ 牝４鹿 ５５ 武 豊松本 好雄氏 河内 洋 浦河 日の出牧場 ５０４± ０１：１１．６クビ ２．６�
６１０ レッドターキー 牝５栗 ５５ 田中 勝春松本夫佐子氏 古賀 史生 静内 神垣 道弘 ４８０－ ４ 〃 クビ ２５．９�
３５ ペプチドアトム 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 ４８２－ ８１：１１．７クビ ５．０�
４７ ライコウテンユウ 牡５栗 ５７ 和田 竜二内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５２８± ０１：１１．８	 ３４５．９�
３４ ファンドリカップ 牡４芦 ５７ 村田 一誠水戸 富雄氏 高橋 成忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５００＋ ２１：１１．９
 ５．７�
５９ � ユウキアックン 牡５栗 ５７ 梶 晃啓ちきり組合 梅田 康雄 静内 高橋フアーム ５０４＋１２１：１２．３２
 ４７．４	
７１３ ダイワプリベール 牡４鹿 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４６８－ ４１：１２．５１
 １２．３

４６ タカノキング 牡３鹿 ５４ 郷原 洋司山口多賀司氏 梅田 康雄 浦河 山下 恭茂 ４７２＋ ２１：１２．６	 ８６．４�
７１２ サダムテンジン 牝４栗 ５５ 国分 恭介大西 定氏 中村 均 浦河 山田 昇史 ４６４＋ ８１：１２．７クビ １５．８�
６１１ リ ュ ウ メ イ 牝５鹿 ５５ 丸山 元気福井 章哉氏 清水 英克 森 笹川大晃牧場 ４７４＋ ８１：１３．０１	 ２２６．８
２２ ベンティスカ 牡６芦 ５７ 幸 英明 �キャロットファーム 野中 賢二 三石 鳥井牧場 ４７０＋ ６１：１３．２１
 ６８．９�
２３ トウカイポプリ 牝５青鹿５５ 吉田 豊内村 正則氏 野中 賢二 新冠 長浜牧場 B４５２＋ ６１：１３．５１	 ４０．８�
８１４ チャーミングオーラ 牝４黒鹿５５ 松岡 正海吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：１３．９２
 １４．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，３２９，２００円 複勝： ４６，７０７，６００円 枠連： ３３，５０６，８００円

普通馬連： １１３，６１７，９００円 馬単： ７０，０４４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，３７５，７００円

３連複： １２７，１９３，２００円 ３連単： ２４０，９５９，０００円 計： ６９７，７３４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ３９０円 � ３３０円 � １７０円 枠 連（１－５） ４，９７０円

普通馬連 �� ７，０８０円 馬 単 �� １４，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０５０円 �� ９５０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ８，２８０円 ３ 連 単 ��� ７７，７６０円

票 数

単勝票数 計 ３０３２９２ 的中 � １６８５７（６番人気）
複勝票数 計 ４６７０７６ 的中 � ２７４２２（６番人気）� ３３７５０（５番人気）� ９４０６２（１番人気）
枠連票数 計 ３３５０６８ 的中 （１－５） ４９８２（１６番人気）
普通馬連票数 計１１３６１７９ 的中 �� １１８４９（２６番人気）
馬単票数 計 ７００４４７ 的中 �� ３５４９（４８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５３７５７ 的中 �� ４１０８（２２番人気）�� ９２７７（９番人気）�� １１８９８（５番人気）
３連複票数 計１２７１９３２ 的中 ��� １１３４０（２６番人気）
３連単票数 計２４０９５９０ 的中 ��� ２２８７（２５７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．８―１２．６―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．８―３４．６―４７．２―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タガノシュペリエル �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Bold Ruckus

２００６．５．１６生 �４鹿 母 ポ ー サ ー 母母 Pacific Princess ８戦２勝 賞金 ２７，１４３，０００円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 スズノメヒョー号・ソリッドラヴ号・タツタイコウ号・トップオブボストン号・トラベルシチー号・

トーセンベルファム号・ニシノヴァネッサ号・ブライアントパーク号



２２０７０ ８月２９日 晴 良 （２２新潟３）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

つ き お か お ん せ ん

月 岡 温 泉 特 別
発走１５時１０分 （芝・左・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．８．２９以降２２．８．２２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

月岡温泉観光協会賞（１着）
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 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

６１２ ダノンヨーヨー 牡４栗 ５７．５ 松岡 正海�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５２４＋１２１：３３．３ ３．８�

３５ ワールドコンパス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４７８± ０ 〃 クビ ５．３�
５９ � サクラネクスト 牡６栗 ５５ 和田 竜二�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４７２＋ ４１：３３．６１� １３．８�
６１１ ハーティンハート 牡３栗 ５４ 池添 謙一臼田 浩義氏 牧 光二 日高 日高大洋牧場 ５３０± ０１：３３．８１� ２１．２�
７１３ フサイチオフトラ 牡６鹿 ５６ 蛯名 正義�野 哲氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７２± ０ 〃 クビ １０．４�
１１ レインスティック 牡３栗 ５３ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４３２－ ４１：３３．９クビ １１．８	
５１０ ヤマタケディガー 牡４栗 ５６ 後藤 浩輝山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４６６－ ２ 〃 同着 １１．１

８１７ チュウワプリンス 牡４黒鹿５７ 武 豊中西 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 ４３８－ ２ 〃 クビ ８．３�
１２ ドリームゼニス 牡４栗 ５８ 内田 博幸セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５０４＋ ２１：３４．２１� ５．２�
７１５� メイショウシオギリ 牝６鹿 ５２ 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 B５１２＋ ２ 〃 ハナ ９９．９
４８ リバイバルシチー 牡６鹿 ５５ 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 浦河 アイオイファーム ５１０± ０ 〃 クビ ２０６．６�
３６ トーセントゥルー 牡６黒鹿５４ 田中 博康島川 �哉氏 後藤 由之 門別 日高大洋牧場 ４８０＋ ４ 〃 ハナ ７２．１�
７１４ スーパーウーマン 牝５栗 ５２ 国分 恭介 �高木競走馬育成牧場 高木 登 浦河 帰山 清貴 B４７０－ ４１：３４．６２	 ５３．９�
８１６
 ホウショウループ 牝６鹿 ５２ 村田 一誠芳賀 吉孝氏 上原 博之 米 Green

Gates Farm ５１０＋ ８１：３４．７クビ ６０．６�
２４ 
 マルターズオリジン 牝５鹿 ５３ 田辺 裕信藤田 在子氏 水野 貴広 米 Yoshio Fujita ４５８－１４１：３４．９１� １０４．８�
４７ フレンチドール 牝４栗 ５２ 伊藤 工真草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４４４－ ２１：３５．３２	 ７３．５�
２３ ブレーヴゴールド 牡４青鹿５６ 幸 英明磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 B４５６＋ ４１：３５．７２	 １８４．０�
８１８ ミ ク ル 牝３鹿 ５１ 武士沢友治�ターフ・スポート矢野 英一 様似 小田 誠一 ４８４＋ ８１：３６．４４ ７６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，８５９，８００円 複勝： ６２，１３２，０００円 枠連： ３７，６３９，６００円

普通馬連： １６６，７２２，７００円 馬単： ８３，７８７，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，５１９，９００円

３連複： １６４，７８９，１００円 ３連単： ３０９，８７１，９００円 計： ９０４，３２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � １９０円 � ３２０円 枠 連（３－６） ８４０円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� １，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ９００円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� １２，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３４８５９８ 的中 � ７３６９４（１番人気）
複勝票数 計 ６２１３２０ 的中 � １１３３３８（１番人気）� ９４５８２（３番人気）� ４１７３０（７番人気）
枠連票数 計 ３７６３９６ 的中 （３－６） ３３４４７（２番人気）
普通馬連票数 計１６６７２２７ 的中 �� １４３８６５（２番人気）
馬単票数 計 ８３７８７３ 的中 �� ３２６２８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４５１９９ 的中 �� ２３４３３（２番人気）�� １１９１４（６番人気）�� １１１９７（８番人気）
３連複票数 計１６４７８９１ 的中 ��� ３２７４７（６番人気）
３連単票数 計３０９８７１９ 的中 ��� １９００５（１２番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１２．４―１２．０―１１．６―１１．４―１０．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．６―３６．０―４８．０―５９．６―１：１１．０―１：２１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンヨーヨー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２００９．４．１２ 阪神２着

２００６．４．７生 牡４栗 母 フローラルグリーン 母母 フローラルマジック ９戦４勝 賞金 ５５，６３０，０００円



２２０７１ ８月２９日 晴 良 （２２新潟３）第６日 第１１競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４６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，２１．８．２９以降２２．８．２２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 ６１６，０００円 １７６，０００円 ８８，０００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

４８ ナリタクリスタル 牡４黒鹿５５ 幸 英明�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ４１：５８．４ ９．４�

３６ トウショウシロッコ 牡７黒鹿５６ 吉田 豊トウショウ産業� 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 ４７４＋ ２ 〃 クビ ２８．８�

３５ サンライズベガ 牡６鹿 ５５ 松岡 正海松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０４＋ ６ 〃 アタマ ８．９�
２３ メイショウベルーガ 牝５芦 ５６ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４９４± ０１：５８．５クビ ６．４�
４７ スリーオリオン 牡５栗 ５５ 内田 博幸永井商事� 村山 明 浦河 信岡牧場 ４６０＋１０ 〃 クビ ７．０�
２４ スマートギア 牡５栗 ５７ 武 豊大川 徹氏 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４５８－ ２ 〃 ハナ ３．１�
５９ バトルバニヤン 牡６栗 ５７．５ 和田 竜二津村 靖志氏 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２１：５８．６クビ １２．６	
７１４ マルカシェンク 牡７黒鹿５７ 蛯名 正義河長産業� 河内 洋 千歳 社台ファーム ５００＋ ２ 〃 クビ ５２．６

８１５ ダイワジャンヌ 牝５黒鹿５２ 北村 宏司大城 敬三氏 的場 均 静内 千代田牧場 ４４８＋ ６１：５８．７� ２０．２�
５１０ イケドラゴン 牡５栗 ５２ 丸山 元気池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５３２± ０１：５８．９１� ３０．８�
８１７ ド モ ナ ラ ズ 牡５栗 ５５ 柴田 善臣小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４６０－ ２１：５９．０クビ ５８．８
６１１ サンレイジャスパー 牝８鹿 ５０ 難波 剛健永井 啓弍氏 高橋 成忠 静内 岡野牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ７３．６�
７１３� スマートステージ 牡５鹿 ５４ 村田 一誠大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B４８４－１０１：５９．１クビ ２２．３�
８１６ アルコセニョーラ 牝６黒鹿５５ 武士沢友治中村 政勝氏 畠山 重則 静内 畠山牧場 ４２６－１０１：５９．３１� ３２．１�
１２ ホワイトピルグリム 牡５芦 ５６ 石橋 脩�ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４５８－ ４１：５９．４� ４１．７�
１１ テイエムプリキュア 牝７黒鹿５３ 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４９６－ ６１：５９．６１ ３０．７�
６１２ アドマイヤオーラ 牡６鹿 ５８ 後藤 浩輝近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ４２：０１．０９ ２４．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １５０，８８８，６００円 複勝： ２４２，４５０，５００円 枠連： １８７，０３６，５００円

普通馬連： ８３６，０２０，４００円 馬単： ４１９，０００，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２３１，０３６，５００円

３連複： １，１１６，４０７，１００円 ３連単： ２，１６１，７９２，０００円 計： ５，３４４，６３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ３３０円 � ６４０円 � ３００円 枠 連（３－４） １，２８０円

普通馬連 �� １１，７５０円 馬 単 �� １６，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３５０円 �� １，３４０円 �� ２，３１０円

３ 連 複 ��� ２４，０４０円 ３ 連 単 ��� １３４，９７０円

票 数

単勝票数 計１５０８８８６ 的中 � １２７１９７（５番人気）
複勝票数 計２４２４５０５ 的中 � １９９９８７（５番人気）� ９０４６５（９番人気）� ２２５８０６（４番人気）
枠連票数 計１８７０３６５ 的中 （３－４） １０８３４４（６番人気）
普通馬連票数 計８３６０２０４ 的中 �� ５２５４６（３９番人気）
馬単票数 計４１９０００８ 的中 �� １９０５６（５４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２３１０３６５ 的中 �� １６７２１（４０番人気）�� ４３５５７（１１番人気）�� ２４５４０（２６番人気）
３連複票数 計１１１６４０７１ 的中 ��� ３４２７５（７５番人気）
３連単票数 計２１６１７９２０ 的中 ��� １１８２１（３９７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．３―３６．２―４８．２―１：００．６―１：１２．７―１：２４．１―１：３５．２―１：４６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．７―３F３４．３
３ ・（１，１０）－（５，８）（７，９）（２，１５）（６，１１）１３（３，４，１４）１６，１２，１７ ４ ・（１，１０）－（５，８）（７，９）（２，１５）（６，１１）１３（４，１４）３（１２，１６）１７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタクリスタル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー ２００９．１．１０ 京都２着

２００６．１．１６生 牡４黒鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ １９戦６勝 賞金 １５４，８４４，０００円



２２０７２ ８月２９日 晴 良 （２２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

４６ ダンサーズブロンド 牝４栗 ５５ 内田 博幸 �グリーンファーム 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４１０＋ ４１：５２．３ ６．０�

１１ トウショウロジック 牡３鹿 ５４
５３ ☆丸山 元気トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１２＋ ８１：５２．６１� ４．７�

２３ ユウキハングリー 牡４鹿 ５７ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 静内 前谷 武志 ５２２± ０１：５３．２３� ３．８�
３５ カズノロマン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義鈴木 可一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 ５１４＋ ２１：５３．３� ４．６�
２２ フェーズシックス 牡４栗 ５７ 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５４－ ４１：５４．１５ ４１．９�
５９ � レオビンテージ 牡４鹿 ５７ 和田 竜二田中 博之氏 平井 雄二 日高 高山牧場 ５２６－ ９１：５４．４１� ７９．２	
７１２ キ ク ジ ロ ウ 牡５青鹿５７ 青木 芳之陣内 孝則氏 高市 圭二 静内 キヨミネ牧場 B５０８± ０１：５４．５クビ １４６．６

８１４ マイネルチハヤ 牡３芦 ５４

５２ △伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 聖心台牧場 ５１０＋ ２ 〃 アタマ １６．１�

５８ オ ネ ス ト 牝３黒鹿５２ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４０６－ ４１：５５．０３ ９４．２�
３４ グラスヴィクター 牡３鹿 ５４ 小林 淳一半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４７４＋ ４１：５５．６３� １８．４
４７ ケイオースター 牡４鹿 ５７ 幸 英明ジャパンフードビジネス� 高木 登 門別 下河辺牧場 ４７２－ ２１：５５．９１� ２０．７�
６１１ ナイスラッキー 牡５鹿 ５７

５６ ☆国分 恭介戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５０８＋ ４１：５６．３２� ７９．３�
８１５ エミネムシチー 牡５鹿 ５７ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 光丘牧場 ４５６＋ ６１：５６．４クビ ２０６．４�
７１３� モエレスターレット 牝３青 ５２

４９ ▲水口 優也栗本 博晴氏 中野渡清一 新ひだか 中村 和夫 ４２０± ０１：５６．８２� ２１５．２�
６１０ ヴァルガリス 牡３黒鹿５４ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ５２：０６．９大差 ６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，４７７，３００円 複勝： ４８，６０６，４００円 枠連： ３３，８３６，１００円

普通馬連： １２６，２６８，０００円 馬単： ７７，７８３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４１，４２２，５００円

３連複： １５３，５６８，５００円 ３連単： ３０５，６４３，８００円 計： ８１７，６０５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １８０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（１－４） １，３４０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ３，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� ４１０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� １２，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３０４７７３ 的中 � ４００３１（４番人気）
複勝票数 計 ４８６０６４ 的中 � ７００３１（３番人気）� ６８４４８（４番人気）� ９３０２０（１番人気）
枠連票数 計 ３３８３６１ 的中 （１－４） １８７１４（６番人気）
普通馬連票数 計１２６２６８０ 的中 �� ５７５９１（６番人気）
馬単票数 計 ７７７８３３ 的中 �� １７２２６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４１４２２５ 的中 �� １５２８３（６番人気）�� ２５９０９（２番人気）�� ２１７１６（４番人気）
３連複票数 計１５３５６８５ 的中 ��� ６１３８９（３番人気）
３連単票数 計３０５６４３８ 的中 ��� １７７９５（２６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．２―１２．４―１２．４―１２．３―１２．９―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．３―４８．７―１：０１．１―１：１３．４―１：２６．３―１：３９．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンサーズブロンド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．７．５ 福島８着

２００６．３．５生 牝４栗 母 ティエッチダンサー 母母 Brought to Mind ２１戦３勝 賞金 ２８，８９０，０００円
〔その他〕 ヴァルガリス号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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。
※エミネムシチー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２２新潟３）第６日 ８月２９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 １９４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

２４７，３４０，０００円
２，５５０，０００円
１２，５７０，０００円
２，５７０，０００円
２４，６９０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，７５１，０００円
５，３３３，０００円
１，９２０，６００円

勝馬投票券売得金
３９８，２１１，１００円
６４３，５０４，０００円
４３３，８０７，７００円
１，７３６，７７０，４００円
９９５，８７３，６００円
５３２，０５２，８００円
２，１５８，８２１，０００円
４，００３，２０５，９００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 １０，９０２，２４６，５００円

総入場人員 ２０，４６７名 （有料入場人員 １６，４１７名）




