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２１００１ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時１０分 （芝・左・外）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

２４ ラヴァーズキッス 牝３栗 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２１：３４．１ ２．５�

３６ アルメナーラ 牝３青鹿５４ 大野 拓弥スリースターズレーシング 松山 将樹 様似 清水 誠一 ４１４－ ６１：３４．６３ １６．７�
２３ ダズリングスマイル 牝３鹿 ５４ 江田 照男梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４３０－ ４１：３４．８１ ２．４�
６１１ ラストブライト 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新ひだか 福岡 清 ４１０＋１４１：３５．５４ ４６．７�
５９ レインボーデイズ 牝３栗 ５４ 吉田 豊�ターフ・スポート鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４１８± ０１：３５．６� １２．６�
８１８ スペシャルダンス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司有限会社シルク高市 圭二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ２１：３５．９２ ２９．６�
６１２ ヌ チ バ ナ 牝３鹿 ５４ 戸崎 圭太吉田 正志氏 松山 康久 安平 追分ファーム ４８０ ―１：３６．２２ ６．２	

（大井）

３５ ヴィーヴァタキオン 牝３青 ５４
５１ ▲嶋田 純次芹澤 精一氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４３２－１０１：３６．３� ４２．３

７１４ マグピーソング 牝３芦 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 天間 昭一 新冠 村上 雅規 ４２０－ ２１：３６．６１� ３０５．３�
８１７ セシリアシチー 牝３鹿 ５４ 小林 淳一 �友駿ホースクラブ 斎藤 誠 日高 幾千世牧場 ４５４± ０１：３６．８１� ９１．６
７１５ ヨ シ サ リ イ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太田辺 喜彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 ４４０＋ ８１：３７．０１� ５０１．１�
１１ キンイロノカゼ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎金井 順一氏 石栗 龍彦 日高 松平牧場 ４８４－ ４１：３７．３１� １５８．９�
４７ クーファバステト 牝３青鹿 ５４

５１ ▲平野 優大迫久美子氏 伊藤 正徳 新冠 村上 欽哉 ４１８± ０１：３７．５１� １１５．２�
４８ アルコファンタジア 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �MSプランニング 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４４４ ―１：３７．６� ３００．７�
７１３ エターナリー 牝３栗 ５４ 柴田 大知栗坂 崇氏 伊藤 伸一 日高 中川牧場 ４６０ ―１：３７．８１� ４２９．５�
１２ リネンアリュール 牝３栗 ５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４５２＋１０１：３８．２２� １４５．３�
８１６ モ カ ビ ー ン 牝３栗 ５４ 太宰 啓介小山 豊氏 本田 優 平取 坂東牧場 ４６４＋１０１：３８．３� ７４．５�
５１０ サマーレインボウ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム B３９４－１８１：４６．８大差 ４４８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，２６０，３００円 複勝： ２１，７３９，２００円 枠連： １５，４５６，８００円

馬連： ３８，３１８，３００円 馬単： ３１，０６５，５００円 ワイド： １７，２７７，８００円

３連複： ５２，０９２，０００円 ３連単： ９４，００９，６００円 計： ２８５，２１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（２－３） ５５０円

馬 連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド �� ４４０円 �� １５０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ５，９９０円

票 数

単勝票数 計 １５２６０３ 的中 � ４８９０１（２番人気）
複勝票数 計 ２１７３９２ 的中 � ６４７９２（１番人気）� １６１０５（５番人気）� ６３６１０（２番人気）
枠連票数 計 １５４５６８ 的中 （２－３） ２０８６２（３番人気）
馬連票数 計 ３８３１８３ 的中 �� ２００１４（５番人気）
馬単票数 計 ３１０６５５ 的中 �� １０９５５（８番人気）
ワイド票数 計 １７２７７８ 的中 �� ７９４４（６番人気）�� ４２２５４（１番人気）�� ７４９０（７番人気）
３連複票数 計 ５２０９２０ 的中 ��� ４２１７３（３番人気）
３連単票数 計 ９４００９６ 的中 ��� １１５９２（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．５―１２．１―１２．２―１２．２―１０．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．１―３４．６―４６．７―５８．９―１：１１．１―１：２２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３５．２
３ １－４，５（３，１６，１７）１０，１８（７，１１）（２，６，１４）－（９，１５）－１３，１２－８ ４ １－４，５，３，１７（１０，１６，１８）（７，１１）６，１４（２，１５）（９，１２）１３－８

勝馬の
紹 介

ラヴァーズキッス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．１．２９ 東京２着

２００８．１．２９生 牝３栗 母 ラヴァーズナット 母母 イージーラヴァー ４戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
〔その他〕 リネンアリュール号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サマーレインボウ号は，平成２３年８月１６日まで平地競走に出走できない。

モカビーン号は，平成２３年９月１６日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２１００２ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第２競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：２５．０
２：２２．１

良

良

５５ リワードシオン �３鹿 ５６ 田中 勝春宮崎忠比古氏 後藤 由之 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２２－ ２２：２６．８ ２．４�

２２ スクエアナンバー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ４２：２７．０１� ２．６�
７９ ミキノバロンドール 牡３栗 ５６ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 浦河 浦河育成牧場 ４８８－ ４２：２７．８５ ３２．８�
４４ アルファホール 牡３鹿 ５６ 戸崎 圭太 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５２－ ２２：２８．６５ ７．１�

（大井）

７１０ ド ラ ゴ ン 牡３黒鹿５６ 太宰 啓介中村 浩章氏 松山 将樹 平取 原田 新治 ４５６－１０２：２８．７クビ ２３４．４�
８１２ ダイワコルツ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３８－１０２：２９．０１� ８．７�
３３ ジャンピンジャック 牡３鹿 ５６ 小林 淳一佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム ４６４＋ ２２：２９．７４ １４４．５	
６７ マ サ デ パ ン 牡３黒鹿５６ 武士沢友治加藤 信之氏 伊藤 大士 浦河 津島 優治 B４６６± ０２：３０．０２ ３０９．９

６８ シーアクトレス 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �ローレルレーシング 武市 康男 新冠 松本 信行 ４３８－ ４２：３０．３１� １８４．１�
８１１ ゲンパチロッキー 牡３鹿 ５６ 柴田 大知平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか タガミファーム ４９０± ０２：３１．３６ ２９．１
５６ オメガドーヴィル 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優原 	子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム B４７８± ０２：３１．４� ７４．９�
１１ テイエムバカラ 牡３鹿 ５６ 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 ５００－ ２２：３１．９３ １０．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，１３９，１００円 複勝： ２４，６６６，２００円 枠連： ９，６１２，７００円

馬連： ３５，６９５，３００円 馬単： ３２，１１９，２００円 ワイド： １５，２２３，２００円

３連複： ４４，４２９，６００円 ３連単： ９６，８４３，６００円 計： ２７３，７２８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � ３４０円 枠 連（２－５） ２９０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ６１０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ５，１５０円

票 数

単勝票数 計 １５１３９１ 的中 � ５０８１３（１番人気）
複勝票数 計 ２４６６６２ 的中 � ８０６０６（１番人気）� ７３３４８（２番人気）� ９４５０（６番人気）
枠連票数 計 ９６１２７ 的中 （２－５） ２４５８８（１番人気）
馬連票数 計 ３５６９５３ 的中 �� ９５９０７（１番人気）
馬単票数 計 ３２１１９２ 的中 �� ４４３４６（２番人気）
ワイド票数 計 １５２２３２ 的中 �� ３３８０３（１番人気）�� ４９３１（９番人気）�� ６５０５（８番人気）
３連複票数 計 ４４４２９６ 的中 ��� ２３０４７（４番人気）
３連単票数 計 ９６８４３６ 的中 ��� １３８９０（１３番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．４―１１．０―１２．１―１２．６―１３．６―１２．５―１２．６―１２．８―１２．５―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１１．９―２３．３―３４．３―４６．４―５９．０―１：１２．６―１：２５．１―１：３７．７―１：５０．５―２：０３．０―２：１４．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リワードシオン �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 テイエムオペラオー デビュー ２０１０．１２．２５ 中山１７着

２００８．４．２３生 �３鹿 母 スイートパッセ 母母 カフェショコラ ５戦１勝 賞金 ８，５８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムバカラ号は，平成２３年８月１６日まで平地競走に出走できない。
※ダイワコルツ号・マサデパン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

第３回　新潟競馬　第１日



２１００３ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２３ マルターズグロウヴ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４８６＋ ２１：５５．６ ３３．１�

５８ トミケンベッセル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海冨樫 賢二氏 和田 正道 平取 稲原牧場 ４７４＋１０１：５６．２３� ２．７�
３５ ドゥーアップ 牡３鹿 ５６ 江田 照男�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B５１８＋１２ 〃 ハナ ２０５．３�
２２ ウエスタンダーツ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 松山 康久 新ひだか 坂本 春雄 ４９４－ ２１：５６．６２� ３．９�
７１３ ビッグアスリート 牡３鹿 ５６ 吉田 豊横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 様似 中村 勝則 B４７０＋ ８１：５６．８１� ９．２�
７１２ トリニダード 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４６６－ ８１：５７．６５ ７．８�
６１０ モ ニ タ ー 牡３栗 ５６ 木幡 初広佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新ひだか 藤原牧場 ４９４＋ ２１：５７．９２ ３５．１	
８１５ ティーケイラビット 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥喜多村辰子氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４６６＋ ８１：５８．３２� ６８．１

６１１ シャドウシューター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優飯塚 知一氏 久保田貴士 平取 坂東牧場 ４４８＋ ２１：５８．７２� １１０．０�
５９ ボンドストリート �３鹿 ５６ 伊藤 工真岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド ４９８－２０１：５８．８� ３３．２�
４６ ドラゴンウオッカ 牡３栗 ５６ 西田雄一郎窪田 康志氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４３４＋ ５１：５８．９クビ １１１．３
８１４ アイソーザライト �３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 高松牧場 ４８０± ０１：５９．０� ５３０．１�
１１ ホワイトホープ 牡３芦 ５６ 戸崎 圭太吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B４７６－ ４１：５９．４２� １２．１�

（大井）

３４ キーフォース 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �グリーンファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム ４８２－ ２ 〃 クビ ５．５�
４７ ドリームイーグル 牡３栗 ５６ 村田 一誠セゾンレースホース� 中川 公成 平取 協栄組合 ４７８－ ６２：０７．８大差 ４０９．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，９４３，０００円 複勝： ２９，８７９，０００円 枠連： １２，２９６，０００円

馬連： ４２，６７５，３００円 馬単： ２９，３０４，７００円 ワイド： １７，８５６，０００円

３連複： ５２，８０５，０００円 ３連単： ８５，１７７，０００円 計： ２８５，９３６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３１０円 複 勝 � ８９０円 � １４０円 � ４，０４０円 枠 連（２－５） ４９０円

馬 連 �� ４，０１０円 馬 単 �� １１，８４０円

ワ イ ド �� １，４３０円 �� ３３，６１０円 �� ５，４３０円

３ 連 複 ��� １１７，７４０円 ３ 連 単 ��� ５７６，７１０円

票 数

単勝票数 計 １５９４３０ 的中 � ３８０２（７番人気）
複勝票数 計 ２９８７９０ 的中 � ６７２４（９番人気）� ８９３０３（１番人気）� １３７７（１３番人気）
枠連票数 計 １２２９６０ 的中 （２－５） １８６１４（２番人気）
馬連票数 計 ４２６７５３ 的中 �� ７８６７（１４番人気）
馬単票数 計 ２９３０４７ 的中 �� １８２８（３７番人気）
ワイド票数 計 １７８５６０ 的中 �� ３１７５（１７番人気）�� １２８（８３番人気）�� ８０２（４３番人気）
３連複票数 計 ５２８０５０ 的中 ��� ３３１（１４９番人気）
３連単票数 計 ８５１７７０ 的中 ��� １０９（７９０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１３．３―１３．８―１２．９―１２．２―１３．３―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．９―５１．７―１：０４．６―１：１６．８―１：３０．１―１：４２．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルターズグロウヴ �
�
父 アポインテッドデイ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１０．９．４ 新潟１０着

２００８．４．２５生 牡３黒鹿 母 ウディバードソング 母母 All for Erika ９戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームイーグル号は，平成２３年９月１６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） １頭 マサデパン号
（非抽選馬） ３頭 アグネスブレーン号・シルクマグナム号・スタンドアップ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２１００４ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第４競走 ��２，８５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時４０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：０１．４良

４５ ナイスラッキー 牡６鹿 ６０ 高野 和馬戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５１４－１８３：０７．５ ２．６�

７１０ メジロジェラルド 牡４黒鹿６０ 江田 勇亮岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５０８－ ２ 〃 クビ ８．３�
１１ ドラゴンハンター 牡４青鹿６０ 平沢 健治櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４８６－ ４３：０８．２４ ４．５�
６８ � アイティーバトル 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４８６－ ２ 〃 アタマ ８．２�
６９ エ ル ア ル ト 牡４青鹿６０ 横山 義行吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５２６－ ２３：０８．４� ７．７�
４４ アポロラムセス 牡６芦 ６０ 石神 深一アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９６± ０３：０８．５� ７．３�
８１３� ハ ツ ノ ボ リ 牝５栗 ５８ 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４４４＋ ８３：０８．７１ ７０．７�
８１２ サウスエポック 牡４鹿 ６０ 大江原 圭南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B４３８－１０３：０９．１２� ２４６．６	
７１１ スーパーティチャー 牝４鹿 ５８ 穂苅 寿彦福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８８＋ ８３：１０．６９ ３２．０

２２ ヤマニントップギア 牡６鹿 ６０ 水出 大介土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ５０８＋１５３：１２．８大差 ５３．９�
５７ ヨシダークスマイル 牝４鹿 ５８ 金子 光希田辺 喜彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 ４３６－ ８３：１４．１８ １８９．９�
３３ キングオバマ 牡５鹿 ６０ 山本 康志井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ４９８＋ ４３：１５．１６ １１７．３
５６ ノースリヴァー 牝７黒鹿５８ 宗像 徹佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４８０＋ ８ （競走中止） １７．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，７０５，２００円 複勝： ２１，７０８，２００円 枠連： １１，０８３，７００円

馬連： ３２，０１２，１００円 馬単： ２５，１６８，１００円 ワイド： １３，０５３，８００円

３連複： ４２，０８９，８００円 ３連単： ７２，５７２，０００円 計： ２３１，３９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（４－７） ６７０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ３１０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ７，０５０円

票 数

単勝票数 計 １３７０５２ 的中 � ４２４８０（１番人気）
複勝票数 計 ２１７０８２ 的中 � ６５１４２（１番人気）� ２６４３６（３番人気）� ３１８０１（２番人気）
枠連票数 計 １１０８３７ 的中 （４－７） １２２０９（３番人気）
馬連票数 計 ３２０１２１ 的中 �� ２３５６０（３番人気）
馬単票数 計 ２５１６８１ 的中 �� １１４５１（５番人気）
ワイド票数 計 １３０５３８ 的中 �� ８９６０（３番人気）�� １１３１６（１番人気）�� ５２７８（８番人気）
３連複票数 計 ４２０８９８ 的中 ��� １９７８７（３番人気）
３連単票数 計 ７２５７２０ 的中 ��� ７５９８（１２番人気）

上り １マイル １：４４．９ ４F ５１．０－３F ３８．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナイスラッキー �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ナイスダンサー デビュー ２００７．１０．７ 東京２着

２００５．４．２１生 牡６鹿 母 ナイスムラマサ 母母 リニアラツキー 障害：３戦１勝 賞金 １２，０００，０００円
〔競走中止〕 ノースリヴァー号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため７号障害〔ハードル〕手前で競走中止。



２１００５ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （ダート・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１１．３
１：１０．２

良

不良

３４ エイコオハヤテ 牡２栗 ５４ 中舘 英二木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４５６ ―１：１４．５ ３．６�

５８ トキノワイルド 牡２鹿 ５４ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 B４５６ ―１：１４．７１� ６．６�
５９ ドリームジェダイ 牡２栗 ５４ 田中 勝春セゾンレースホース� 阿部 新生 新ひだか 片岡 博 ４７８ ―１：１４．８� ８．９�
６１０ マイネベルヴィ 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４３２ ―１：１５．２２� ２７．４�
４６ レッドオスカー 牝２青鹿５４ 柴田 善臣桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４８２ ―１：１５．４１� ３６．８�
８１５ ナムラビーム 牝２芦 ５４ 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 ４３０ ―１：１６．５７ １２０．８�
６１１ グリマルディ 牡２栗 ５４ 北村 宏司石川 眞実氏 鈴木 伸尋 新冠 前川 隆範 ４８８ ―１：１６．６� １４．９	
２２ キャプテンジャパン 牡２黒鹿５４ 松岡 正海青山 洋一氏 小笠 倫弘 新冠 追分ファーム ５０４ ― 〃 ハナ １２．０

７１３ デリケートアーチ 牝２栃栗５４ 蛯名 正義 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：１６．９２ ４．１�
８１４ ジャパンファイト 牡２栗 ５４ 戸崎 圭太 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤井 益美 ４０６ ―１：１７．０� ５．２

（大井）

１１ ダブルピース 牡２黒鹿５４ 武士沢友治�ミルファーム 手塚 貴久 平取 中川 隆 ４７０ ―１：１７．２１� １３６．２�
４７ マリノアーサー 牡２栗 ５４ 西田雄一郎矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 新冠 八木 常郎 ４３６ ―１：１７．３クビ ２９３．１�
７１２ ストレートアウェイ 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥島田 久氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４７２ ―１：１７．４� ８６．０�
２３ アナーヒター 牝２栗 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム ４１６ ―１：１８．６７ ９６．７�
３５ トウショウテイスト 牡２鹿 ５４ 木幡 初広トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４８８ ―１：１９．４５ ４０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８５３，１００円 複勝： ２４，６６６，５００円 枠連： １３，７８４，７００円

馬連： ４２，４０２，７００円 馬単： ２９，７８１，４００円 ワイド： １６，５８６，２００円

３連複： ４９，３８０，１００円 ３連単： ７６，４３８，８００円 計： ２７０，８９３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １６０円 � ２３０円 � ２９０円 枠 連（３－５） ５７０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ６７０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，０９０円 ３ 連 単 ��� １１，４９０円

票 数

単勝票数 計 １７８５３１ 的中 � ３９９９２（１番人気）
複勝票数 計 ２４６６６５ 的中 � ５２８２７（１番人気）� ２６８８７（４番人気）� １８９２４（５番人気）
枠連票数 計 １３７８４７ 的中 （３－５） １８０５１（１番人気）
馬連票数 計 ４２４０２７ 的中 �� ２７８９８（３番人気）
馬単票数 計 ２９７８１４ 的中 �� １１７４５（３番人気）
ワイド票数 計 １６５８６２ 的中 �� １０７６５（３番人気）�� ５９７８（６番人気）�� ４５６０（１１番人気）
３連複票数 計 ４９３８０１ 的中 ��� １１８１８（７番人気）
３連単票数 計 ７６４３８８ 的中 ��� ４９１２（１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．６―１２．０―１３．２―１２．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．８―３５．８―４９．０―１：０１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイコオハヤテ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 エイシンワシントン 初出走

２００９．３．２０生 牡２栗 母 エスケーワシントン 母母 エスケーロイヤル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オメガボンドガール号・セイカフォルトゥナ号・チャンピオンヤマト号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２１００６ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１３時００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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

５１０ モンストール 牡２鹿 ５４ 田中 勝春前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 ４６４ ―１：２２．７ ５．２�

５９ ニシノビークイック 牡２栗 ５４ 蛯名 正義西山 茂行氏 河内 洋 新ひだか 本桐牧場 ４５４ ―１：２３．３３� ４．３�
３６ フロイントシャフト 牡２鹿 ５４ 江田 照男宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 本巣牧場 ４６０ ―１：２３．５１� ９２．２�
７１４ トウショウコマンド 牡２鹿 ５４ 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 ４７４ ― 〃 アタマ １０９．４�
１２ サードシアター 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６ ―１：２４．０３ ８．２�
２４ サイレントクロップ 牝２青鹿５４ 石橋 脩 �グリーンファーム 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０２ ―１：２４．１� ４．１	
２３ コスモユウチャン 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４３０ ―１：２４．３１ ３４．７

８１５ ケージーハヤブサ 牡２鹿 ５４ 福永 祐一川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ４７４ ―１：２４．５１� ５．９�
７１３ リワードゴードン �２黒鹿５４ 柴田 善臣宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４１０ ―１：２４．８１� ７９．４�
６１１ アポロパックマン 牡２黒鹿５４ 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 むかわ 真壁 信一 ４６６ ― 〃 クビ ３１．８
４７ ランドフォール 牡２鹿 ５４ 戸崎 圭太大社 聡氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 ４５４ ―１：２４．９クビ １２．８�

（大井）

４８ セイウンノカナタ 牡２栗 ５４
５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４３２ ―１：２５．１１� ８．９�

３５ カルメンズサン 牡２栗 ５４ 木幡 初広 �荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ４３６ ―１：２５．４２ ２２１．４�

６１２ フェアリーズサン 牡２栃栗５４ 大庭 和弥河村 �平氏 高橋 義博 浦河 多田 善弘 ４５２ ―１：２６．４６ １８１．４�
１１ サンデーダンサー 牡２栗 ５４ 西田雄一郎伊藤 誠吉氏 大和田 成 新冠 石田牧場 ４４０ ―１：２７．８９ ３１０．１�
８１６ レ ガ ー ル 牝２栗 ５４ 大野 拓弥�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 小野 秀治 ４５６ ―１：２８．２２� １６３．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，３５６，３００円 複勝： ２７，９７１，３００円 枠連： １４，８７０，３００円

馬連： ４５，４６１，１００円 馬単： ２９，６８７，４００円 ワイド： １７，４１３，５００円

３連複： ４９，６００，８００円 ３連単： ８２，２５３，５００円 計： ２８６，６１４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � １，４００円 枠 連（５－５） ９９０円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ３，９１０円 �� ４，８２０円

３ 連 複 ��� ２２，５９０円 ３ 連 単 ��� ８６，１１０円

票 数

単勝票数 計 １９３５６３ 的中 � ２９７７７（３番人気）
複勝票数 計 ２７９７１３ 的中 � ４５２０１（２番人気）� ４２９８１（３番人気）� ３８４８（１０番人気）
枠連票数 計 １４８７０３ 的中 （５－５） １１１８１（６番人気）
馬連票数 計 ４５４６１１ 的中 �� ３３４２２（１番人気）
馬単票数 計 ２９６８７４ 的中 �� １１３３１（２番人気）
ワイド票数 計 １７４１３５ 的中 �� １０５００（２番人気）�� １０３９（３５番人気）�� ８４０（４０番人気）
３連複票数 計 ４９６００８ 的中 ��� １６２１（６３番人気）
３連単票数 計 ８２２５３５ 的中 ��� ７０５（２５２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．０―４６．９―５９．０―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンストール �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 デ ヒ ア 初出走

２００９．４．８生 牡２鹿 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンデーダンサー号・レガール号は，平成２３年８月１６日まで平地競走に出走できない。
※サードシアター号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２１００７ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

４７ エクセレントピーク 牝３鹿 ５４ 田中 勝春飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４４６－ ２１：０９．３ ８．８�

５１０ ゴールドスマイル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４５６＋ ２１：０９．５１� ４．６�
４８ アサクサアクセル 牡３栗 ５６ 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４４± ０１：０９．６� ７．４�
２４ ウエスタンシャイン 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４００＋１６１：０９．９１� ６１．７�
７１５ ヤギリエスペランサ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義内田 勝治氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４９４－１４１：１０．１１� ７．８�
６１１ レナキックス 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆松山 弘平平澤 創氏 根本 康広 浦河 田中スタッド ４６８＋ ８１：１０．２クビ ２６．６�
５９ カナサンドー 牝３芦 ５４

５１ ▲高嶋 活士吉田 好雄氏 水野 貴広 浦河 林 孝輝 ４００－ ８１：１０．３� ４３０．２�
７１４ ニシノアンブレ 牝３栗 ５４ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４５８± ０１：１０．４� １３６．５	
６１２ カ シ ノ ラ ム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 坂東島 繁藤 ４５２－ １１：１０．５� ４４５．７

３６ レ モ ス カ 牝３栗 ５４ 江田 照男井山 登氏 矢野 照正 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５０－ ２１：１０．６� ４２．４�
７１３ エムエフコンコルド 牝３青鹿５４ 松岡 正海古屋 守朗氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４４６＋１０１：１１．２３� ６．５�
１２ コスモブラック 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 水丸牧場 ４２０± ０ 〃 クビ ４．５�
１１ マッハスリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 村下牧場 ４３８－ ２１：１１．４１� ２０８．８�
８１６ サンマルフェアー 牝３黒鹿５４ 中舘 英二相馬 勇氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ４０８＋ ２１：１１．６１� ８．０�
８１７ グラスマーチ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広半沢 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４６０＋１０１：１１．８１� ３３３．２�
８１８ キチロクアユ 牝３栗 ５４ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 B４３４＋ ８ 〃 クビ ２５８．０�
３５ メイショウエデン 牝３鹿 ５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ４１：１２．４３� １６．４�
２３ タニオブダイヤ 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４９２± ０１：１２．８２� ２４５．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，２４８，４００円 複勝： ２８，６８５，８００円 枠連： １７，２５３，３００円

馬連： ５２，２００，７００円 馬単： ３１，５０９，９００円 ワイド： ２０，３４４，９００円

３連複： ６１，９３７，７００円 ３連単： ９５，７９４，８００円 計： ３２４，９７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２８０円 � ２１０円 � ３２０円 枠 連（４－５） ９３０円

馬 連 �� ２，２００円 馬 単 �� ５，７００円

ワ イ ド �� ９２０円 �� １，１２０円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� ６，８４０円 ３ 連 単 ��� ４４，６９０円

票 数

単勝票数 計 １７２４８４ 的中 � １５６１０（７番人気）
複勝票数 計 ２８６８５８ 的中 � ２６７７２（５番人気）� ４０４１９（２番人気）� ２１８９５（７番人気）
枠連票数 計 １７２５３３ 的中 （４－５） １３７３０（３番人気）
馬連票数 計 ５２２００７ 的中 �� １７５７３（１２番人気）
馬単票数 計 ３１５０９９ 的中 �� ４０８５（３４番人気）
ワイド票数 計 ２０３４４９ 的中 �� ５５１６（１３番人気）�� ４４３５（１８番人気）�� ４８９１（１６番人気）
３連複票数 計 ６１９３７７ 的中 ��� ６６８３（２８番人気）
３連単票数 計 ９５７９４８ 的中 ��� １５８２（１８７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．９―１１．３―１１．４―１２．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．７―３４．０―４５．４―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクセレントピーク �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．６．２６ 福島６着

２００８．４．６生 牝３鹿 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ ６戦１勝 賞金 ５，７８０，０００円
〔発走状況〕 エムエフコンコルド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 コスモブラック号の騎手柴田大知は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エムエフコンコルド号は，平成２３年７月１７日から平成２３年８月７日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウエデン号は，平成２３年８月１６日まで平地競走に出走できない。

タニオブダイヤ号は，平成２３年９月１６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 キングカイ号

２１００８ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

３５ チュウワブロッサム 牝４鹿 ５５ 戸崎 圭太中西 忍氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４７８± ０１：５２．４ ２．７�

（大井）

８１４ メイショウラグーナ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義松本 好�氏 中野 栄治 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４６－１０１：５２．９３ ３．２�
８１５ レッドプラネット 牝４青鹿５５ 北村 宏司�コオロ 木村 哲也 日高 庄野牧場 ４７６＋ ４１：５３．４３ ２３．８�
１１ デ ィ ミ ー タ 牝４黒鹿５５ 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾形 充弘 安平 追分ファーム ４４０－ ６１：５３．６１� ９．０�
６１０ ル イ ー ズ 牝３青鹿５２ 松岡 正海大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４７０－ ６ 〃 クビ ７．４�
４７ ヴィッテリア 牝７栗 ５５

５２ ▲平野 優桜井 忠隆氏 境 征勝 門別 藤本ファーム ３９８－ ４１：５３．８１� ２１５．２	
７１２ バイブレイションズ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４７２＋ ２ 〃 ハナ ７９．０

２３ オンザスローン 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎加藤 徹氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４３６± ０１：５４．０� ９０．３�
６１１� アドマイヤキャロル 牝４黒鹿５５ 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４７８－ ８ 〃 ハナ ２９．２�
３４ タマノリテラシー 牝４栗 ５５ 江田 照男玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B５０２＋ ２１：５４．３１� ２０．９
４６ オルレアンノオトメ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６２－ ８ 〃 アタマ ８．９�
５９ キュルミナン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生ディアレスト 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド ４９８＋１８１：５５．６８ １７１．８�
５８ オ ネ ス ト 牝４黒鹿５５ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４１２＋１０１：５６．０２� １６３．２�
２２ トーアウキウキ 牝４栗 ５５ 小林 淳一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４８４＋１２１：５６．３２ ２２９．１�
７１３ スペシャルピース 牝３栗 ５２ 木幡 初広�下河辺牧場 村山 明 日高 下河辺牧場 ４５２＋ ２１：５６．９３� １９．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，３８６，０００円 複勝： ３７，１３５，３００円 枠連： １８，１９４，５００円

馬連： ６９，５００，６００円 馬単： ４１，４３４，９００円 ワイド： ２５，７３５，７００円

３連複： ７７，８６０，３００円 ３連単： １３３，１７０，５００円 計： ４２７，４１７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ４６０円 枠 連（３－８） ３７０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ８７０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ９２０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� ９，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２４３８６０ 的中 � ７１７３０（１番人気）
複勝票数 計 ３７１３５３ 的中 � ８８６５２（２番人気）� ８９４４８（１番人気）� １３１３９（８番人気）
枠連票数 計 １８１９４５ 的中 （３－８） ３６７１５（１番人気）
馬連票数 計 ６９５００６ 的中 �� １０５６３９（１番人気）
馬単票数 計 ４１４３４９ 的中 �� ３５５３４（１番人気）
ワイド票数 計 ２５７３５７ 的中 �� ３４９１６（１番人気）�� ６１１４（１４番人気）�� ６５８２（１２番人気）
３連複票数 計 ７７８６０３ 的中 ��� ２１４９１（７番人気）
３連単票数 計１３３１７０５ 的中 ��� １０６６７（１６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．１―１２．９―１２．７―１２．６―１３．０―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３５．５―４８．４―１：０１．１―１：１３．７―１：２６．７―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

チュウワブロッサム �
�
父 デュランダル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．１．３０ 中京１６着

２００７．１．１７生 牝４鹿 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング ９戦２勝 賞金 １６，４００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 アンシャンテルール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２１００９ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第９競走 ��
��１，０００�

せ ん こ う

閃 光 特 別
発走１４時３５分 （芝・直線）

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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

２３ スマートムービー 牝４黒鹿５５ 松山 弘平大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４３４－ ２ ５４．８ ５．６�

５９ ビラゴーティアラ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４２０＋ ８ ５４．９� １１．６�
１２ スイートライラ 牝５栗 ５５ 松岡 正海シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４７４＋ ２ ５５．０クビ １０．６�
３５ ク ル タ ナ 牝４黒鹿５５ 田中 勝春市川 義美氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４３６＋１２ 〃 アタマ １３．１�
４８ � アイファーコラソン 牝３鹿 ５２ 戸崎 圭太中島 稔氏 川村 守男 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４５２－ ９ 〃 クビ ２４６．２�

（浦和） （大井）

７１３ ヤサカシャイニー 牝３栗 ５２ 福永 祐一志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４４８＋ ２ ５５．１クビ ３．８�
７１５ ウエスタンハピネス 牝３鹿 ５２ 村田 一誠西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４９０＋１２ 〃 ハナ ４．７�
４７ ミラグロレディ 牝５鹿 ５５ 北村 宏司阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 B４７０－ ４ 〃 ハナ ４１．２	
２４ パ ス ピ エ 牝５栗 ５５ 蛯名 正義吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４４６－ ８ ５５．２	 ２７．２

６１１ ライトグローリー 牡７黒鹿５７ 中舘 英二藤田 庸右氏 北出 成人 門別 藤本 直弘 ４８４＋ ６ ５５．６２	 ４４．１�
３６ メジロガストン 牡６青鹿５７ 柴田 善臣岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ２９．９�
８１６ イサミチェリー 牡６鹿 ５７ 千葉 直人前田 哲郎氏 領家 政蔵 三石 築紫 洋 B４６０＋ ６ ５５．７	 ７１．８
５１０ ラブチャーミー 牝５鹿 ５５ 太宰 啓介増田 陽一氏 牧田 和弥 新ひだか 松田 三千雄 ４４４± ０ ５５．９１
 １４８．２�
６１２� シャイニーベスト 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 平取 雅 牧場 ４４６＋ ６ ５６．０	 ８７．６�
８１８ ストロングノヴァ 牡３黒鹿５４ 石橋 脩��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４３８± ０ ５６．１� ３９．７�
７１４� クラウンハッピー 牝３芦 ５２ 伊藤 工真矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 浦河 福岡 光夫 ４０２－１８ ５６．２	 １２３．４�
８１７ グラスピュア 牝４黒鹿５５ 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４９８－ ８ ５６．４１	 ６．３�
１１ パ シ ャ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ４１０＋ ２ （競走中止） １５１．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，２０１，２００円 複勝： ４５，１５６，４００円 枠連： ２６，０２６，０００円

馬連： ９９，８７５，３００円 馬単： ５８，５４０，１００円 ワイド： ３３，９９３，８００円

３連複： １２５，８７５，７００円 ３連単： ２１８，４４３，０００円 計： ６３７，１１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２１０円 � ４００円 � ２６０円 枠 連（２－５） ３，５３０円

馬 連 �� ４，０００円 馬 単 �� ７，８７０円

ワ イ ド �� １，５１０円 �� ８００円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� １０，８００円 ３ 連 単 ��� ５９，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２９２０１２ 的中 � ４１４８１（３番人気）
複勝票数 計 ４５１５６４ 的中 � ６３９８８（３番人気）� ２６４６５（７番人気）� ４６２２０（５番人気）
枠連票数 計 ２６０２６０ 的中 （２－５） ５４４８（１５番人気）
馬連票数 計 ９９８７５３ 的中 �� １８４３０（１７番人気）
馬単票数 計 ５８５４０１ 的中 �� ５４９３（３２番人気）
ワイド票数 計 ３３９９３８ 的中 �� ５４８７（１９番人気）�� １０８２７（７番人気）�� ４２６５（２１番人気）
３連複票数 計１２５８７５７ 的中 ��� ８６０３（３２番人気）
３連単票数 計２１８４４３０ 的中 ��� ２７０６（１７３番人気）

ハロンタイム １１．７―９．９―１０．６―１０．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．７―２１．６―３２．２―４２．５

上り４F４３．１－３F３３．２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートムービー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．１１．１５ 京都４着

２００７．４．２生 牝４黒鹿 母 ラグジャリー 母母 Alleged Devotion １５戦３勝 賞金 ３３，０３６，０００円
〔発走状況〕 パシャ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 パシャ号は，発走直後にバランスをくずし，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 パシャ号の騎手西田雄一郎は，発馬機内での御法について戒告。
※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。
（非抽選馬） ５頭 アナタノネガイ号・アラマサマンボウ号・クリノテンペスタ号・ケイアイカミカゼ号・ピロートーク号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２１０１０ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

ご ず れ ん ぽ う

五 頭 連 峰 特 別
発走１５時１０分 （芝・左・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．７．１７以降２３．７．１０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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

７１０ テーオーティアラ 牝５鹿 ５２ 中舘 英二小笹 公也氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：４９．０ ２３．５�

８１１ ハーキュリーズ 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３６－ ４ 〃 クビ ３．３�
７９ プティプランセス 牝５鹿 ５３ 蛯名 正義中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４４８－ ８１：４９．１� ９．０�
４４ フラッパーウィング 牝４鹿 ５３ 戸崎 圭太畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４５０＋ ４１：４９．２� ５．６�

（大井）

１１ カネトシディオス 牡４黒鹿５８ 福永 祐一兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４３８＋ ８ 〃 クビ ４．２�
６７ ガンズオブナバロン 牡５黒鹿５５ 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 ４７２－ ２１：４９．４１� ８．８�
３３ レイナソフィア 牝５鹿 ５２ 吉田 豊 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４ 〃 クビ ９．０	
５６ プ ラ ー ジ ュ 牝５鹿 ５２ 木幡 初広 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ２ 〃 ハナ １１．０

５５ アマミスウィフト 牡７鹿 ５２ 小林 淳一鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４５６－ ２１：４９．５クビ ２１２．５�
２２ ザバトルユージロー 牡５鹿 ５６ 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４３６－ ４１：４９．７１� ３６．６�
８１２ ニシノラブキング 牡５栗 ５４ 柴田 善臣西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４７４± ０１：４９．９１� ５９．８
６８ ディアフォルティス 牡３黒鹿５２ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 ４７０＋ ８１：５１．１７ ６５．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３５，３１３，１００円 複勝： ５７，５２４，５００円 枠連： ２０，７８８，８００円

馬連： １２０，８６３，２００円 馬単： ６９，２０８，７００円 ワイド： ３７，９９０，４００円

３連複： １２８，７２８，５００円 ３連単： ２５０，３２６，２００円 計： ７２０，７４３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３５０円 複 勝 � ６１０円 � １６０円 � ２８０円 枠 連（７－８） ９００円

馬 連 �� ５，０７０円 馬 単 �� １２，７８０円

ワ イ ド �� １，８７０円 �� ２，２３０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� １１，２３０円 ３ 連 単 ��� １０１，４６０円

票 数

単勝票数 計 ３５３１３１ 的中 � １１８８１（８番人気）
複勝票数 計 ５７５２４５ 的中 � １９３７３（８番人気）� １２５８８６（１番人気）� ５０７７２（６番人気）
枠連票数 計 ２０７８８８ 的中 （７－８） １７２１７（３番人気）
馬連票数 計１２０８６３２ 的中 �� １７６１１（２２番人気）
馬単票数 計 ６９２０８７ 的中 �� ３９９９（５０番人気）
ワイド票数 計 ３７９９０４ 的中 �� ４８８２（２３番人気）�� ４０６８（２８番人気）�� １５６３６（４番人気）
３連複票数 計１２８７２８５ 的中 ��� ８４６５（４３番人気）
３連単票数 計２５０３２６２ 的中 ��� １８２１（３３６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．４―１３．９―１３．５―１２．１―１１．２―１０．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．５―５０．４―１：０３．９―１：１６．０―１：２７．２―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３３．０
３ １２，１１，１０（７，８）（５，４，９）（２，３，１）６ ４ １２，１０，１１（７，８）９（５，４）（３，１）（２，６）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テーオーティアラ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Pompeii Court デビュー ２００８．８．２４ 小倉２着

２００６．２．１８生 牝５鹿 母 デ ロ ー ベ 母母 Petite Voleuse １５戦３勝 賞金 ３１，６５３，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２１０１１ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第１１競走 ��
��１，２００�

ほくりく

北陸ステークス
発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以
上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

７１３� アースサウンド 牝４栗 ５５ 松岡 正海 �グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way
Equine, LLC ４８６＋ ２１：１０．９ １．８�

３４ トーホウチェイサー 牡４栗 ５７ 北村 宏司東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４８２＋ ４ 〃 アタマ ５．１�
８１５� ネオフリーダム 牡６鹿 ５７ 太宰 啓介伊達 大雄氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 B５１８＋ ４ 〃 ハナ ４７．５�
５８ ナムラカクレイ 牡５栗 ５７ 戸崎 圭太奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４８４＋ ２１：１１．３２	 ７．８�

（大井）

４６ チャンピオンラブ 牡５青鹿５７ 蛯名 正義坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４９２＋ ８ 〃 アタマ １０．８�
３５ チャレンジシチー 牡９鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ５１４＋１０１：１１．４	 ３４５．０�
４７ � オーシャンカレント 牡５鹿 ５７ 田中 勝春吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ４９６－ ４１：１１．５	 ９７．４	
５９ カホマックス 牝４鹿 ５５ 中舘 英二星野 壽市氏 相沢 郁 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０＋ ８ 〃 ハナ １５．９

２３ サ リ エ ル 牝４鹿 ５５ 石橋 脩前田 幸治氏 松永 幹夫 日高 シンコーファーム ４７６＋ ２１：１１．６クビ １２．４�
２２ ステイドリーム 牡６青 ５７ 大庭 和弥�ターフ・スポート清水 英克 門別 ナカノファーム ５２６－ ２１：１１．７	 １６．８
１１ スピードアタック 牡６青鹿５７ 小林 淳一齋藤 文男氏 小崎 憲 平取 清水牧場 ５１６± ０１：１１．８
 ２１９．２�
８１４ モアザンスマート 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４８０＋ ２１：１２．１２ １４７．５�
６１１ ミステリアスバイオ 牝６栗 ５５ 江田 照男バイオ� 鶴留 明雄 門別 中館牧場 ４６６－１６１：１２．３１	 １４６．８�
７１２ ルティラーレ �６栗 ５７ 松山 弘平岡田 牧雄氏 佐山 優 門別 国中 一男 ４７６＋ ４１：１２．４クビ ３５．８�
６１０ ティアップハーレー 牡５栗 ５７ 西田雄一郎田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４７８± ０１：１２．９３ ２３０．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５６，８７０，６００円 複勝： １１２，１３６，３００円 枠連： ４７，９１９，６００円

馬連： ２４０，７３７，１００円 馬単： １５５，４１１，４００円 ワイド： ７３，３０７，７００円

３連複： ２７２，４９８，３００円 ３連単： ６３８，０００，０００円 計： １，５９６，８８１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ６８０円 枠 連（３－７） ５３０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ９９０円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� ５，６３０円 ３ 連 単 ��� １７，７００円

票 数

単勝票数 計 ５６８７０６ 的中 � ２５１３１２（１番人気）
複勝票数 計１１２１３６３ 的中 � ５６８９４１（１番人気）� １３００４４（２番人気）� １９５１５（９番人気）
枠連票数 計 ４７９１９６ 的中 （３－７） ６７７１０（２番人気）
馬連票数 計２４０７３７１ 的中 �� ３２１１７１（１番人気）
馬単票数 計１５５４１１４ 的中 �� １６１３４８（１番人気）
ワイド票数 計 ７３３０７７ 的中 �� ８５０６３（１番人気）�� １６９２０（１２番人気）�� ５６７４（２８番人気）
３連複票数 計２７２４９８３ 的中 ��� ３５７６０（２０番人気）
３連単票数 計６３８００００ 的中 ��� ２６６０８（５９番人気）

ハロンタイム １１．６―１０．５―１１．６―１２．４―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．６―２２．１―３３．７―４６．１―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アースサウンド �
�
父 Yes It’s True �

�
母父 Fit to Fight デビュー ２００９．８．１５ 新潟２着

２００７．４．１３生 牝４栗 母 Leilani’s Song 母母 Aspenglo １０戦４勝 賞金 ６５，８８２，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔発走状況〕 ルティラーレ号は，枠入り不良。
※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。
（非当選馬） ８頭 グリフィンゲート号・ケイアイエーデル号・ケイアイダイオウ号・ストレートイン号・ダイワシークレット号・

ディアヤマト号・デイトユアドリーム号・ドリームクラウン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２１０１２ ７月１６日 晴 良 （２３新潟３）第１日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

５９ ビップセレブアイ 牡３青鹿５４ 戸崎 圭太鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７６＋ ６１：３３．１ ４．２�
（大井）

２４ トゥザサミット 牡４鹿 ５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５０＋ ６１：３３．２� ２３．４�
６１２ ウインクリアビュー 牝４栗 ５５ 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４５８＋ ４１：３３．４１� ６．８�
８１８ メジロツボネ 牝３芦 ５２ 大野 拓弥岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４２８－ ２１：３３．６１� ３７．７�
６１１ マイネルアウストロ 牡５栗 ５７ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４９４＋ ８１：３３．９１� ５６．２�
７１３ クリノドスコイ 牡３鹿 ５４ 村田 一誠栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４２６＋ ２１：３４．０� １１２．１	
５１０ グラッツィア 牡３鹿 ５４ 福永 祐一山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８４＋１４１：３４．１� ３．６

３６ トップオブプレイズ 牝３鹿 ５２ 木幡 初広関 駿也氏 宗像 義忠 日高 野口牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ ４７．２�
８１６ マイネルドルチェ 牡４栗 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４５８－ ４ 〃 アタマ １３．７�
４８ ヒカルルーキー 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４８２－ ６１：３４．６３ ９．１
１２ � ジュンノアスカ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４７０－ ８１：３４．７� ７４．５�
８１７ コスモピアチューレ 牝４栗 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－ ２ 〃 クビ ９１．５�
１１ ドラゴンライズ 牡３鹿 ５４ 田中 勝春窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ４１：３４．８クビ ５．８�
３５ ダイワベルベ 牡３鹿 ５４

５１ ▲平野 優大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：３５．１１� １４．４�
２３ � リワードモンシェリ 牝６鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社
リワード ４５２± ０１：３５．２� ３３１．８�

４７ フレンドリードレス 牝５鹿 ５５ 江田 照男増山 武志氏 中川 公成 日高 サンシャイン
牧場 ４０６＋ ４ 〃 クビ ３８２．１�

７１４ オチャノコサイサイ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲嶋田 純次 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４３８－ ８１：３５．３� ２１７．５�

７１５� パ リ ー ジ ョ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 橋本牧場 ４４４－１８ 〃 ハナ ７２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０，２８５，６００円 複勝： ５６，４８５，１００円 枠連： ３８，５５７，１００円

馬連： １２３，５３２，１００円 馬単： ７０，２０２，５００円 ワイド： ４６，６５０，５００円

３連複： １４８，６５４，１００円 ３連単： ２８４，３０５，９００円 計： ８０８，６７２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ６２０円 � ２７０円 枠 連（２－５） ２，９６０円

馬 連 �� ６，０３０円 馬 単 �� ９，０２０円

ワ イ ド �� １，９５０円 �� ７００円 �� ３，０２０円

３ 連 複 ��� １１，９５０円 ３ 連 単 ��� ６７，１７０円

票 数

単勝票数 計 ４０２８５６ 的中 � ７７２２３（２番人気）
複勝票数 計 ５６４８５１ 的中 � １０３７０５（１番人気）� １９４４７（８番人気）� ５５２０６（５番人気）
枠連票数 計 ３８５５７１ 的中 （２－５） ９６４１（１２番人気）
馬連票数 計１２３５３２１ 的中 �� １５１４１（２０番人気）
馬単票数 計 ７０２０２５ 的中 �� ５７４６（３７番人気）
ワイド票数 計 ４６６５０５ 的中 �� ５７８１（２３番人気）�� １７４０２（５番人気）�� ３６７４（３１番人気）
３連複票数 計１４８６５４１ 的中 ��� ９１８７（３７番人気）
３連単票数 計２８４３０５９ 的中 ��� ３１２４（２０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．０―３４．７―４６．６―５８．４―１：１０．０―１：２０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップセレブアイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１０．９．１９ 阪神１着

２００８．３．３生 牡３青鹿 母 ベストオブチャンス 母母 サガミコトブキ ９戦２勝 賞金 １６，９５０，０００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 エクセリオン号・リビングストン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２３新潟３）第１日 ７月１６日（土曜日） 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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１８６，９００，０００円
２，１３０，０００円
１，８００，０００円
１，４８０，０００円
１７，７２０，０００円
６２，９１６，０００円
５，４３６，６００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
３００，５６１，９００円
４８７，７５３，８００円
２４５，８４３，５００円
９４３，２７３，８００円
６０３，４３３，８００円
３３５，４３３，５００円
１，１０５，９５１，９００円
２，１２７，３３４，９００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 ６，１４９，５８７，１００円

総入場人員 １０，２６４名 （有料入場人員 ８，９８３名）


