
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

２１０２５ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （芝・左・外）

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

中央レコード

１：４６．６
１：４６．６

良

良

４７ サトノプレジデント 牡２黒鹿５４ 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：４９．１ ７．５�

７１３ メイヴィーナス 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣千明牧場 武藤 善則 登別（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３８－ ６ 〃 ハナ １０．３�

４８ ヒシマーベラス 牝２青 ５４ 田辺 裕信阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４５６－ ２ 〃 ハナ ５．５�
３５ ロードバッカス 牡２栗 ５４ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４４８－ ４１：４９．３１� ３．０�
８１６ パスオブトゥルー 牡２黒鹿５４ 松岡 正海池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５１６－ ４ 〃 ハナ ２．６�
６１２ トーセンベニザクラ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ

スティファーム ４３６－ ２１：４９．７２� ３７．３	
１１ イニシエノウタ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４４４－ ４１：５０．１２� １４７．９

２４ スプレッドイーグル 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B４９０－ ２１：５０．２� ４９．０�
５１０ マイネルアクロス 牡２黒鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４２８＋ ６ 〃 クビ ２０．２�
２３ ラトマティーナ 牝２芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太 スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４２－ ４１：５０．７３ ６６３．３�
６１１ リズムディヴァイン 牡２黒鹿５４ 武士沢友治 サンデーレーシング 栗田 博憲 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ２ 〃 ハナ ９７．９�
１２ ミスワールド 牝２鹿 ５４ 木幡 初広村田 哲朗氏 坂本 勝美 浦河 小倉牧場 ４５８－ ２１：５１．３３� ５１３．１�
８１５ ア エ ロ ー 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４７０＋１２１：５２．１５ ３０８．７�
３６ クラウンエリザベス 牝２黒鹿５４ 江田 照男矢野 悦三氏 菊川 正達 浦河 栄進牧場 ４３０－１４１：５２．３１� １６５．５�
５９ ステイローズ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム ４２０± ０１：５２．７２� ３８９．６�
７１４ エ タ ニ テ ィ 牝２鹿 ５４ 伊藤 工真ミルファーム 田島 俊明 日高 小西ファーム ４９０－ ４１：５３．３３� ４８４．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １８，６８５，２００円 複勝： ３０，１３７，４００円 枠連： １１，７４８，０００円

馬連： ４５，３６３，７００円 馬単： ３２，８３２，６００円 ワイド： １８，６７１，５００円

３連複： ５６，６３０，９００円 ３連単： ９３，２０９，６００円 計： ３０７，２７８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２８０円 � ２９０円 � １８０円 枠 連（４－７） １，８４０円

馬 連 �� ４，４００円 馬 単 �� ８，０６０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� ７７０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ６，８４０円 ３ 連 単 ��� ５２，３６０円

票 数

単勝票数 計 １８６８５２ 的中 � １９７３６（４番人気）
複勝票数 計 ３０１３７４ 的中 � ２７２８１（４番人気）� ２５０４１（５番人気）� ５１６０１（３番人気）
枠連票数 計 １１７４８０ 的中 （４－７） ４７３３（７番人気）
馬連票数 計 ４５３６３７ 的中 �� ７６２３（１５番人気）
馬単票数 計 ３２８３２６ 的中 �� ３００７（２７番人気）
ワイド票数 計 １８６７１５ 的中 �� ３１８９（１４番人気）�� ６０５３（１０番人気）�� ６３１４（９番人気）
３連複票数 計 ５６６３０９ 的中 ��� ６１１７（２１番人気）
３連単票数 計 ９３２０９６ 的中 ��� １３１４（１４１番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１１．８―１２．８―１３．１―１２．６―１２．０―１０．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３６．０―４８．８―１：０１．９―１：１４．５―１：２６．５―１：３７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノプレジデント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．７．９ 中山８着

２００９．３．１６生 牡２黒鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エタニティ号は，平成２３年８月２３日まで平地競走に出走できない。

２１０２６ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３日 第２競走 ２，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （芝・左）

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� コースレコード

中央レコード

２：００．２
１：５６．４

良

良

４４ セ ミ ニ ョ ン 牝３鹿 ５４ 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン
牧場 ４６４－ ２２：０１．８ ７０．３�

６７ ル ー ジ ュ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４７０－ ２ 〃 クビ ２．２�
５６ レ イ テ ッ ド 牝３栗 ５４ 田辺 裕信北畑 忍氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４３８－ ２２：０２．１１� ２．８�
８１２ コスモウィッシュ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 駿河牧場 ４１６－ ８２：０２．２� １１３．４�
６８ オーガストウェイ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２６－ ２２：０２．３� １４．０�
５５ ハートノイヤリング 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 千津氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４７８± ０２：０２．４クビ ３８．２�
８１１ リアルボイス 牝３栗 ５４ 伊藤 工真宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４５６＋ ８２：０２．６１� ６．９	
７９ メ ギ ー ビ ー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司石瀬 浩三氏 大竹 正博 様似 小田 誠一 ４８６＋ ２２：０２．７クビ １２．７

２２ ダイワスプレンダー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４０６－ ６２：０３．０２ ４３．５�
３３ ニシノヒナギク 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４８０－１２２：０４．３８ ６９．９�
１１ モ ン ス テ ラ 牝３青鹿５４ 江田 照男魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４４８－ ２２：０４．６２ １９．４
７１０ ドラマチックメリア 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�イスズ牧場 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４６０ ―２：０５．５５ １３４．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，１７８，５００円 複勝： ３２，５６４，０００円 枠連： １０，２９４，５００円

馬連： ４０，７９５，２００円 馬単： ３１，８００，０００円 ワイド： １９，４２６，７００円

３連複： ５５，０９１，７００円 ３連単： ９９，６７３，８００円 計： ３０６，８２４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，０３０円 複 勝 � ９１０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（４－６） ６，９７０円

馬 連 �� ７，８１０円 馬 単 �� ２２，３８０円

ワ イ ド �� １，５５０円 �� １，６８０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ３，８１０円 ３ 連 単 ��� ６７，３１０円

票 数

単勝票数 計 １７１７８５ 的中 � １９２６（１０番人気）
複勝票数 計 ３２５６４０ 的中 � ４１０７（１０番人気）� １２６９０６（１番人気）� ７８０６１（２番人気）
枠連票数 計 １０２９４５ 的中 （４－６） １０９１（１４番人気）
馬連票数 計 ４０７９５２ 的中 �� ３８５７（１９番人気）
馬単票数 計 ３１８０００ 的中 �� １０４９（４４番人気）
ワイド票数 計 １９４２６７ 的中 �� ２３４４（１８番人気）�� ２１５５（２０番人気）�� ４９２９０（１番人気）
３連複票数 計 ５５０９１７ 的中 ��� １０６７２（１３番人気）
３連単票数 計 ９９６７３８ 的中 ��� １０９３（１６０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．３―３５．５―４９．０―１：０１．５―１：１３．８―１：２６．０―１：３８．１―１：４９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．８
１
３
４（３，６，１１）（７，１２）（５，９）（２，８）１＝１０
４（６，１１）（３，７）１２（５，８，１）９，２＝１０

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

勝馬の
紹 介

セ ミ ニ ョ ン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．４．３ 阪神１５着

２００８．３．１９生 牝３鹿 母 ト リ ア ノ ン 母母 ア ダ ー ジ オ ５戦１勝 賞金 ５，３００，０００円

第３回　新潟競馬　第３日



２１０２７ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３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

５９ レッドオブガバナー 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７６＋ ２１：５５．０ １．９�

２３ タツサイゴン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠鈴木 昭作氏 古賀 史生 新ひだか 株式会社平井牧場 B５０６＋ ２ 〃 ハナ １１．９�
８１５ コスモレッドアイ 牡３栗 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 剛 登別 登別上水牧場 ４６２－ ４１：５５．１クビ ６．４�
３５ � クールヴェント 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade１

Bloodstock Inc. ５０４＋ ２１：５５．４２ ６．１�
６１０ アウトヒット 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４９８＋ ４１：５５．８２� ３３．８�
５８ バットゥータ 牡３芦 ５６

５５ ☆高倉 稜コウトミックレーシング 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 ５２６－ ２１：５５．９クビ ３２６．３�
４７ シャンドゥリエ 牡３芦 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４２８＋ ６１：５６．１１� １５５．３	
２２ コスモチャートイン 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 平取 協栄組合 ４８８± ０ 〃 クビ １５６．３

６１１ サンデンマックス 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム ４９２＋ ８１：５７．４８ ２１．８�
１１ � キ ザ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 米

Petaluma
Bloodstock &
Andre Lynch

４４０－ ４１：５７．５� １３．６�
３４ ガ ル 牡３鹿 ５６ 田中 勝春石川 幸司氏 河野 通文 日高 マル良牧場 ４８４＋２８１：５７．７１ １０．６
８１４ ニシノテンコウ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４５８－１０１：５７．９１� ３２．９�
７１２� エーシンセントラル 牡３青鹿５６ 田辺 裕信�栄進堂 久保田貴士 米 Forging

Oaks LLC ４８８＋ ４１：５８．０クビ ５１．２�
４６ ファインセンス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優飯田 正剛氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４１４＋ ４１：５８．１� １３７．４�
７１３ スタンドアップ 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太�本桐牧場 土田 稔 新ひだか 本桐牧場 ４６０± ０１：５８．３１� ８９３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，６５４，３００円 複勝： ３９，５５３，２００円 枠連： １３，６７１，５００円

馬連： ４２，２５０，９００円 馬単： ３５，８０６，１００円 ワイド： １９，９９４，２００円

３連複： ５６，４５３，４００円 ３連単： ９９，０１２，２００円 計： ３２８，３９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １５０円 枠 連（２－５） ６３０円

馬 連 �� ７８０円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ２１０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ３，３００円

票 数

単勝票数 計 ２１６５４３ 的中 � ９２７８７（１番人気）
複勝票数 計 ３９５５３２ 的中 � １８０１７０（１番人気）� ３３２９４（３番人気）� ５４６０２（２番人気）
枠連票数 計 １３６７１５ 的中 （２－５） １６１９０（３番人気）
馬連票数 計 ４２２５０９ 的中 �� ４００４４（２番人気）
馬単票数 計 ３５８０６１ 的中 �� ２５９８９（２番人気）
ワイド票数 計 １９９９４２ 的中 �� １５６１８（２番人気）�� ２７７６３（１番人気）�� ６７７８（８番人気）
３連複票数 計 ５６４５３４ 的中 ��� ４４９３０（１番人気）
３連単票数 計 ９９０１２２ 的中 ��� ２２２０４（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．８―５０．６―１：０４．１―１：１６．７―１：２９．３―１：４１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドオブガバナー �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー ２０１０．９．５ 新潟１１着

２００８．４．７生 牡３鹿 母 スプリットメイド 母母 メグミガバナー １４戦１勝 賞金 １４，２５０，０００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） １頭 アグネスブレーン号
（非抽選馬） １頭 ヤマノオペラオー号

２１０２８ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３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

５８ ジャストルーラー 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６－ ４３：０４．９ ６．０�

４６ ヤ ラ マ イ カ 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐内藤 好江氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ５２４＋ ４３：０６．１７ １．４�
２２ ヤマニンノベリスト 牝７鹿 ５８ 浜野谷憲尚土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４６４－ ８３：０６．２クビ １６３．５�
７１２ レオソリスト 牡６黒鹿６０ 平沢 健治�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５３２＋ ２３：０６．５２ １８．５�
５７ � モ ル エ ラ ン �６青鹿６０ 柴田 大知 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４７０± ０３：０６．６� ６４．８�
１１ ファートゥム �７栗 ６０ 草野 太郎田上 雅春氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド ４４６± ０３：０８．１９ １１．３	
８１３� ブルーフォーチュン 牝５鹿 ５８ 大江原 圭桜井 欣吾氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４４４－１０３：０８．３１� １９．３

３４ ブルーシーズン 牡７栗 ６０ 山本 康志 �ブルーマネジメント木村 哲也 新冠 川上 悦夫 ４９２＋ ６３：０８．５１� １３０．２�
８１４ エアキリヤン �６鹿 ６０ 横山 義行 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４４－ ８３：１０．１１０ ４２．７�
４５ トーセンチドリアシ 牡４黒鹿６０ 石神 深一島川 哉氏 中島 敏文 新ひだか 岡田スタツド ４７４＋ ４３：４４．３大差 １７４．８�
７１１� ベ ロ ー チ ェ 牡８鹿 ６０ 大庭 和弥モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 ４５６－ ６ （競走中止） ４９．４�
６９ ビルトミーアップ 牝６鹿 ５８ 宗像 徹飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７２＋ ２ （競走中止） ８１．７�
６１０ ドリームガーデン 牝５鹿 ５８ 高野 和馬�宮内牧場 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４７２－１０ （競走中止） １７４．５�
３３ カシマパステル 牝４鹿 ５８ 千葉 直人松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４４８－ ６ （競走中止） ２３．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，７６５，３００円 複勝： ３５，３８５，３００円 枠連： ９，８３３，０００円

馬連： ２９，２５１，３００円 馬単： ２９，３０９，７００円 ワイド： １３，４５３，７００円

３連複： ４１，６６６，３００円 ３連単： ８６，３８１，６００円 計： ２６０，０４６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � １，７５０円 枠 連（４－５） ４３０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ６，３４０円 �� ２，２５０円

３ 連 複 ��� １１，０２０円 ３ 連 単 ��� ５６，２２０円

票 数

単勝票数 計 １４７６５３ 的中 � １９５６０（２番人気）
複勝票数 計 ３５３８５３ 的中 � ２４２０５（３番人気）� ２４３０３４（１番人気）� １６００（１１番人気）
枠連票数 計 ９８３３０ 的中 （４－５） １７２５３（１番人気）
馬連票数 計 ２９２５１３ 的中 �� ４６１６７（１番人気）
馬単票数 計 ２９３０９７ 的中 �� １５１１９（６番人気）
ワイド票数 計 １３４５３７ 的中 �� １６９９８（２番人気）�� ４５５（４５番人気）�� １３１３（２３番人気）
３連複票数 計 ４１６６６３ 的中 ��� ２７９２（３２番人気）
３連単票数 計 ８６３８１６ 的中 ��� １１３４（１４０番人気）

上り １マイル １：４４．６ ４F ５１．０－３F ３７．９
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャストルーラー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．８．３ 新潟４着

２００６．５．１生 牡５鹿 母 フ ウ レ イ カ 母母 セトフローリアンⅡ 障害：７戦１勝 賞金 １１，１８０，０００円
〔競走中止〕 カシマパステル号は，１号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

ドリームガーデン号は，７号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
ビルトミーアップ号は，８号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
ベローチェ号は，８号障害〔ハードル〕飛越後，競走を中止した「ビルトミーアップ」号の影響でつまずき，騎手が落馬した

ため競走中止。
※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 コブラボール号・ノーブルエース号



２１０２９ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３日 第５競走 １，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０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

７１４ ジャスタウェイ 牡２鹿 ５４ 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９４ ―１：３６．１ ６．４�

５１０ ラ パ ー ジ ュ 牝２青鹿５４ 中舘 英二 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４５２ ―１：３６．９５ １２．８�
８１５ ウイングドウィール 牝２黒鹿５４ 木幡 初広 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４８ ― 〃 クビ ４５．９�
４７ シルクドリーマー 牡２鹿 ５４ 北村 宏司有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 ４４０ ― 〃 アタマ ３８．８�
７１３ ウインフロレゾン 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４５２ ―１：３７．０クビ １１．８�
３５ リアルフレア 牡２栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４４４ ― 〃 ハナ ４．４�
２３ マイネルピトレスク 牡２黒鹿５４ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４５４ ―１：３７．５３ １４０．２	
６１２ コスモアンドロメダ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム ４３６ ―１：３７．６� １９．８�
５９ ハタノアブソルート 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 
グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ５０２ ― 〃 ハナ ５．０�
６１１ エアロケット 牡２黒鹿５４ 田中 勝春 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５４ ―１：３７．７� ２１．３
４８ プレミアムタイム 牡２栗 ５４ 松岡 正海 
社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム ４８６ ―１：３７．９１� ３．４�
８１６ メイショウカドマツ 牡２栗 ５４ 石橋 脩松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ５１０ ―１：３８．３２� ３０．２�
１１ マイネルリヒト 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 ４４６ ―１：３９．８９ ５０．４�
３６ カネトシコミット 牝２鹿 ５４ 江田 照男兼松 利男氏 牧 光二 浦河 浦河小林牧場 ４０６ ―１：４０．８６ １２５．１�
１２ クラウンカミーノ 牝２黒鹿５４ 小林 淳一矢野 悦三氏 小野 次郎 新冠 カミイスタット ４４４ ―１：４１．５４ ２７９．９�
２４ カリエンニキテス 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎嶋田 賢氏 境 征勝 新ひだか 岡田牧場 ４７６ ―１：４１．９２� ２１１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，５２５，１００円 複勝： ３１，９６９，７００円 枠連： １５，７９９，６００円

馬連： ４８，３９９，１００円 馬単： ３２，８２２，４００円 ワイド： １９，９０８，４００円

３連複： ５８，０００，５００円 ３連単： ８８，２８９，５００円 計： ３１５，７１４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２６０円 � ３６０円 � １，１１０円 枠 連（５－７） ８８０円

馬 連 �� ４，３９０円 馬 単 �� ８，４００円

ワ イ ド �� １，３８０円 �� ３，２３０円 �� ５，９２０円

３ 連 複 ��� ５９，８７０円 ３ 連 単 ��� ２９８，８９０円

票 数

単勝票数 計 ２０５２５１ 的中 � ２５３０１（４番人気）
複勝票数 計 ３１９６９７ 的中 � ３６４９１（４番人気）� ２３６８１（５番人気）� ６５２２（１１番人気）
枠連票数 計 １５７９９６ 的中 （５－７） １３３０８（４番人気）
馬連票数 計 ４８３９９１ 的中 �� ８１４９（１３番人気）
馬単票数 計 ３２８２２４ 的中 �� ２８８５（３２番人気）
ワイド票数 計 １９９０８４ 的中 �� ３６５７（１５番人気）�� １５０８（３８番人気）�� ８１３（５４番人気）
３連複票数 計 ５８０００５ 的中 ��� ７１５（１４１番人気）
３連単票数 計 ８８２８９５ 的中 ��� ２１８（７０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．６―３７．３―５０．５―１：０２．７―１：１４．１―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスタウェイ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Wild Again 初出走

２００９．３．８生 牡２鹿 母 シ ビ ル 母母 シ ャ ロ ン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンカミーノ号・カリエンニキテス号は，平成２３年８月２３日まで平地競走に出走できない。

２１０３０ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系２歳
発走１３時００分 （芝・直線）

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

５５．４
５５．４

良

良

１１ ダンスインザマミー 牝２黒鹿５４ 松岡 正海落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４１２ ― ５６．６ ４．３�

４４ ワンパクテンシ 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３６ ― ５７．０２� ６．９�
６６ メモリアビアンカ 牝２芦 ５４ 蛯名 正義有限会社シルク奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４２６ ― ５７．４２� ２．９�
５５ フォーマリスト 牡２青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �スピードファーム 和田 正道 むかわ 渡辺 隆 ４５６ ― ５７．６１� １８．７�
７７ ラ ブ ス リ ー 牝２栗 ５４ 北村 宏司増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 ４５８ ― ５８．５５ ４．９�
３３ イデアシュリュー 牝２鹿 ５４ 村田 一誠益田 修一氏 中野 栄治 浦河 馬道 繁樹 ４２６ ― ５９．０３ ３１．７�
２２ アポロエトワール 牡２栗 ５４ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 山下 恭茂 ４３０ ― ５９．８５ ４．４	
８８ ベルモントブレイク 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ５０８ ― ５９．９� ７５．４


（８頭）

売 得 金

単勝： １７，９５７，８００円 複勝： １９，８５７，６００円 枠連： 発売なし

馬連： ３５，５６０，２００円 馬単： ２９，２７８，０００円 ワイド： １２，０１５，３００円

３連複： ３３，７１９，８００円 ３連単： ８９，４４４，８００円 計： ２３７，８３３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � １３０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，６００円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ２４０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，０３０円 ３ 連 単 ��� ６，９７０円

票 数

単勝票数 計 １７９５７８ 的中 � ３３６４７（２番人気）
複勝票数 計 １９８５７６ 的中 � ３７７４７（２番人気）� ２３０１５（５番人気）� ５０２９１（１番人気）
馬連票数 計 ３５５６０２ 的中 �� １７４８５（８番人気）
馬単票数 計 ２９２７８０ 的中 �� ８３３２（１４番人気）
ワイド票数 計 １２０１５３ 的中 �� ４８２６（１０番人気）�� １４３１６（１番人気）�� ８２６４（５番人気）
３連複票数 計 ３３７１９８ 的中 ��� ２４３５９（４番人気）
３連単票数 計 ８９４４４８ 的中 ��� ９４７６（２６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１０．８―１０．９―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．４―３４．２―４５．１

上り４F４４．２－３F３３．２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンスインザマミー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

２００９．２．７生 牝２黒鹿 母 フラップアウェイ 母母 ダンシングサンデー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２１０３１ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３日 第７競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

８１５ ヒシサッチモ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次阿部雅一郎氏 手塚 貴久 新冠 カミイスタット ４８２－ ８１：１２．６ １０．９�

３４ レッツゴーマークン 牡３栗 ５６ 江田 照男魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４３４＋ ２１：１３．３４ ７．９�
６１１ アップターン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４９０＋ ４ 〃 クビ １．８�
７１２ シベリアンソアー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４４６－ ６１：１３．４� ８．５�
２２ エイブルサクセス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５４６＋１０１：１３．５� ８．０�
４７ テイエムサウスダン 牡３栗 ５６ 武士沢友治竹園 正繼氏 柴田 政人 日高 テイエム牧場日高支場 ４６２＋１２１：１３．７１ １５６．３�
５９ ヒアズルッキング �３鹿 ５６ 柴田 善臣 �キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０－ ６１：１４．０１� ８．５	
２３ サンマルグロワール 牡３鹿 ５６ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 ５８４＋１０１：１４．４２� ４３８．０

５８ ケイアイカミノコエ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 ５０４＋ ２ 〃 アタマ ３４．５�
７１３ ミスファイアー 牝３黒鹿５４ 村田 一誠�中山牧場 新開 幸一 浦河 中山牧場 B４４０－ ４１：１４．６１� １１９．８
３５ タカミツグリーン 牝３黒鹿５４ 中舘 英二高橋 光雄氏 高橋 裕 浦河 鮫川 啓一 ５００＋ ４１：１４．８１� ２６．４�
６１０ ヴィグラスハンター 牡３栗 ５６

５３ ▲平野 優下河邉行信氏 嶋田 潤 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４４６＋１４１：１５．０１ １５２．６�

４６ イーグルフォンテン 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 B４５８－ ２１：１５．８５ １７６．６�
８１４ サウスオブワールド 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６２＋１０１：１５．９� ３５１．２�
１１ タイセイブーケ 牝３芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 正美 ４３６＋ １１：１６．０� ２３０．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，６２１，２００円 複勝： ４７，４１６，０００円 枠連： １５，８０５，４００円

馬連： ５５，２４８，４００円 馬単： ４１，０６６，４００円 ワイド： ２４，５３１，０００円

３連複： ６８，１８４，２００円 ３連単： １２３，５４６，３００円 計： ３９９，４１８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０９０円 複 勝 � ２４０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（３－８） ３，８１０円

馬 連 �� ３，９２０円 馬 単 �� ９，７００円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ４３０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� ２４，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２３６２１２ 的中 � １７１７４（６番人気）
複勝票数 計 ４７４１６０ 的中 � ３２９８９（５番人気）� ５１７０９（３番人気）� ２０５８９３（１番人気）
枠連票数 計 １５８０５４ 的中 （３－８） ３０６７（１３番人気）
馬連票数 計 ５５２４８４ 的中 �� １０４１４（１４番人気）
馬単票数 計 ４１０６６４ 的中 �� ３１２６（３０番人気）
ワイド票数 計 ２４５３１０ 的中 �� ６５１１（１１番人気）�� １３７５１（５番人気）�� ２７５９１（２番人気）
３連複票数 計 ６８１８４２ 的中 ��� ２６９８７（７番人気）
３連単票数 計１２３５４６３ 的中 ��� ３７２９（７８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１２．０―１３．１―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．９―４８．０―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシサッチモ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Dayjur デビュー ２０１０．１０．２４ 東京１４着

２００８．２．２９生 牡３黒鹿 母 ヒシレイホウ 母母 Katies ７戦１勝 賞金 ７，３００，０００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） １頭 ラブギムレー号
（非抽選馬） ３頭 キングカイ号・コスモオルバース号・ヒカリエンジェル号

２１０３２ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３日 第８競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （芝・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

２：２５．０
２：２２．１

良

良

４８ マイネルウーノ 牡４鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４８２± ０２：２７．９ １６．５�

１１ エイシンブイダンス 牡６栗 ５７
５６ ☆高倉 稜平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ４８８－ ２２：２８．２２ ５．９�

２３ ヒラボクビクトリー 牡３鹿 ５４ 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４３８± ０ 〃 クビ ３．７�
８１５ スリーケインズ 牡３芦 ５４ 西田雄一郎永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４５０＋ ４ 〃 ハナ １１３．９�
３５ ネオサクセス 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４６６± ０２：２８．３クビ ４．８�
３６ テ ル バ イ ク 牡３栗 ５４ 松岡 正海加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４６８＋１２２：２８．５１ ４．７	
８１７ ナンデヤネン 牡４青 ５７

５４ ▲平野 優杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 B４８２－ ６２：２８．７１� １０９．７

６１１ テンベアハート 牡３栗 ５４ 田辺 裕信天白 泰司氏 牧 光二 浦河 小倉牧場 ４６４＋ ２２：２８．８� ８．６�
８１６ トーセンマルゴー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治島川 �哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ５２４± ０２：２９．１２ １０４．６�
４７ シルクペガサス 牡６栗 ５７ 田中 勝春有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４５４＋ ４２：２９．２� ２７．５
２４ アンシャンテルール 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲杉原 誠人柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４３２＋ ４ 〃 ハナ １１２．９�
７１３ ライジングエース 牡３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次佐々木 力氏 手塚 貴久 新ひだか タイヘイ牧場 ５２０＋ ４ 〃 ハナ １８．０�
５１０ ヴァルドルフ 牡６栗 ５７ 小林 淳一片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４６０－ ２２：２９．４１� １１９．８�
６１２� ディアドクター 牡４鹿 ５７ 石橋 脩加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 静内白井牧場 ４９２＋１０２：２９．５� ２２．６�
５９ � ウォッチバレー 牡３鹿 ５４ 江田 照男金井 順一氏 石栗 龍彦 日高 沖田牧場 ４５８± ０２：２９．６� １１１．４�
７１４ フーガフューグ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム B４６４－ ２２：３０．４５ ４５．５�
１２ イーグルドライヴ 牡４栗 ５７ 北村 宏司�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B５０４＋２４２：３１．７８ １１５．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，６５８，９００円 複勝： ３３，５２４，５００円 枠連： ２１，２１０，４００円

馬連： ６５，２２８，３００円 馬単： ３７，５６１，４００円 ワイド： ２５，２６１，４００円

３連複： ７７，４１７，４００円 ３連単： １２８，５５７，５００円 計： ４０９，４１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６５０円 複 勝 � ４００円 � １８０円 � １９０円 枠 連（１－４） ２，１８０円

馬 連 �� ３，７１０円 馬 単 �� ８，８９０円

ワ イ ド �� １，２５０円 �� １，０７０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ４，７７０円 ３ 連 単 ��� ４５，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２０６５８９ 的中 � ９９０９（６番人気）
複勝票数 計 ３３５２４５ 的中 � １７６５１（７番人気）� ５８２６６（１番人気）� ５１９２０（３番人気）
枠連票数 計 ２１２１０４ 的中 （１－４） ７２００（１１番人気）
馬連票数 計 ６５２２８３ 的中 �� １３０００（１５番人気）
馬単票数 計 ３７５６１４ 的中 �� ３１１９（３６番人気）
ワイド票数 計 ２５２６１４ 的中 �� ４７９８（１５番人気）�� ５６９０（１３番人気）�� １２８９６（５番人気）
３連複票数 計 ７７４１７４ 的中 ��� １１９８６（１３番人気）
３連単票数 計１２８５５７５ 的中 ��� ２０７５（１４１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．４―１２．３―１３．２―１４．０―１３．１―１２．８―１２．２―１１．８―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．３―２３．５―３４．９―４７．２―１：００．４―１：１４．４―１：２７．５―１：４０．３―１：５２．５―２：０４．３―２：１６．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルウーノ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２００９．１１．１４ 東京４着

２００７．５．２６生 牡４鹿 母 ゴーゴーイチ 母母 テ ン モ ン １３戦２勝 賞金 １８，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２１０３３ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３日 第９競走 ��１，８００�
み く に

三 国 特 別
発走１４時３５分 （ダート・左）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２３ グランドシチー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ４８２＋ ２１：５２．８ ２．７�

４６ エクストラセック 牡４栗 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５２４± ０１：５３．３３ ５．１�

２２ メイショウスクラム 牡５鹿 ５７ 武 豊松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４９０＋ ４１：５３．５１� １３．７�
３４ ブレイクチャンス 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 ５０２± ０１：５３．８２ ３．６�
３５ � イノセントリーサム 牡４栗 ５７ 北村 宏司平田 修氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ５３０± ０１：５３．９クビ ２２．８�
８１４ ミ ト ラ �３黒鹿５４ 松岡 正海吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８８－ ２１：５４．０� ２９．２�
４７ トウカイライフ 牝４黒鹿５５ 村田 一誠内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３４－ ２１：５４．３２ ３０．８	
６１０ ベジャールコード 牡３黒鹿５４ 中舘 英二千明牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 城地 清満 B４９４＋ ４１：５５．０４ ２４．０

７１２ アサクサマリンバ 牡４鹿 ５７ 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：５５．１クビ ９．０�
６１１	 ホウショウマツエ 牝４栗 ５５ 木幡 初広芳賀 吉孝氏 根本 康広 米 Green

Gates Farm ４６０＋ ２ 〃 ハナ ３４８．５�
８１５ フェバリットアワー 牡４鹿 ５７ 横山 義行ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５０６－１８１：５５．７３� １２４．２�
５９ ヒズラストノート 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６ 〃 クビ ５３．１�
７１３ ドビュッシー 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �ワールド・パーム 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド ４８８± ０１：５５．８� ３１．０�
１１ 	� フィールザタレント 牝４鹿 ５５ 穂苅 寿彦櫻井 正氏 新開 幸一 米 T. Sakurai ４８０＋ ６１：５６．０１ ５５９．４�
５８ ローグランド 牡４栗 ５７ 江田 照男大川 博靖氏 河野 通文 新冠 ヒカル牧場 B４７４± ０ （競走中止） ２５３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，３８１，７００円 複勝： ５４，５７９，４００円 枠連： ２４，２９２，８００円

馬連： １０３，４２０，１００円 馬単： ６２，７５９，９００円 ワイド： ３８，７９０，１００円

３連複： １１６，６５３，７００円 ３連単： ２２１，１１３，７００円 計： ６５１，９９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � １８０円 � ３４０円 枠 連（２－４） ５４０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ７１０円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� ３，９９０円 ３ 連 単 ��� １４，０６０円

票 数

単勝票数 計 ３０３８１７ 的中 � ９０９０１（１番人気）
複勝票数 計 ５４５７９４ 的中 � １２９６９３（２番人気）� ８３３３３（３番人気）� ３１６０５（５番人気）
枠連票数 計 ２４２９２８ 的中 （２－４） ３３４２４（２番人気）
馬連票数 計１０３４２０１ 的中 �� １００９２５（２番人気）
馬単票数 計 ６２７５９９ 的中 �� ４１８７８（３番人気）
ワイド票数 計 ３８７９０１ 的中 �� ２８８２０（３番人気）�� １３２６７（６番人気）�� ６７９９（１６番人気）
３連複票数 計１１６６５３７ 的中 ��� ２１６１６（１０番人気）
３連単票数 計２２１１１３７ 的中 ��� １１６１０（３３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１２．９―１４．０―１３．３―１２．７―１２．６―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．３―３６．２―５０．２―１：０３．５―１：１６．２―１：２８．８―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．６
１
３
１０－１４（５，６）１５（３，４）（２，７，１２）８（１，９，１１）１３
１０（１４，６）（５，１５）３（２，４）７（１，１１，１２）９，１３

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

勝馬の
紹 介

グランドシチー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．４．１０ 福島１１着

２００７．４．１９生 牡４鹿 母 レディクラシック 母母 タケバンザイ １０戦３勝 賞金 ３２，０４０，０００円
〔競走中止〕 ローグランド号は，競走中に疾病〔左第１指骨粉砕骨折〕を発症したため２コーナーで競走中止。
※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 キャプテンドレイク号・ディフィーター号・ベストオブケン号・マイティージュニア号

２１０３４ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３日 第１０競走 ��１，２００�
な え ば

苗 場 特 別
発走１５時１０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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

６１１ デュアルスウォード 牡３黒鹿５４ 江田 照男 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４１：１１．７ ４．２�

８１５ ヤマノサファイア 牡３栗 ５４ 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ２５．０�
２３ � トシキャンディ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ５１２＋２４１：１１．９１� ３０．５�
５９ ゴールドバシリスク 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４８８± ０１：１２．１１� ６．７�
３５ ライコウテンユウ 牡６栗 ５７ 中舘 英二内田 正也氏 武 宏平 新冠 田鎖牧場 ５２２－ １１：１２．２� ５０．９�
６１０� エビスオール 牝６青鹿５５ 大野 拓弥加藤友三郎氏 加藤 征弘 米 Bourbon

Oaks Farm ４９２－ ２１：１２．４１� ７４．４�
３４ マイネルエルドラド 牡５鹿 ５７ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 ５００－ ２ 〃 クビ ３９．４

７１２ ファンドリカップ 牡５芦 ５７ 福永 祐一水戸眞知子氏 高橋 義忠 浦河 有限会社

松田牧場 ５０４＋ ２１：１２．５	 １７．８�
１１ イチエイクリッパー 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信築地 榮一氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ５１２＋ ２１：１２．６クビ ６．７�
４６ タイキジャガー 牡５鹿 ５７ 北村 宏司�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４８２± ０１：１３．０２� ２０．１
２２ ブラックルーラー 牡６黒鹿５７ 松岡 正海吉田 照哉氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４８６＋１０１：１３．１� ９１．８�
７１３ クィーンオブライフ 牝３鹿 ５２ 武 豊西浦 和男氏 音無 秀孝 新冠 隆栄牧場 ４９８－ ８１：１３．４１	 ５．７�
８１４ ユメノキズナ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：１３．５	 ３２．２�
４７ ワンモアグリッター 牝６栗 ５５ 武士沢友治�イクタ 千田 輝彦 新冠 長浜 秀昭 ４７８＋１８１：１３．７１� ３９０．３�
５８ ガ ン ド ッ グ 
４栗 ５７ 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ６１：１４．６５ ３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，５６６，０００円 複勝： ６０，０１６，３００円 枠連： ３３，８５３，２００円

馬連： １３４，３３４，９００円 馬単： ６９，６８８，９００円 ワイド： ４４，３５８，９００円

３連複： １４６，２２３，７００円 ３連単： ２５９，５６０，４００円 計： ７８２，６０２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １９０円 � ７３０円 � ８４０円 枠 連（６－８） ２，４７０円

馬 連 �� ４，８７０円 馬 単 �� ８，１００円

ワ イ ド �� １，８１０円 �� １，９７０円 �� １０，９３０円

３ 連 複 ��� ４９，３５０円 ３ 連 単 ��� ２０６，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３４５６６０ 的中 � ６５１５０（２番人気）
複勝票数 計 ６００１６３ 的中 � １０７０３８（２番人気）� １８８２３（８番人気）� １６１３６（１０番人気）
枠連票数 計 ３３８５３２ 的中 （６－８） １０１４０（１１番人気）
馬連票数 計１３４３３４９ 的中 �� ２０３６４（１７番人気）
馬単票数 計 ６９６８８９ 的中 �� ６３５４（２８番人気）
ワイド票数 計 ４４３５８９ 的中 �� ６１２７（１９番人気）�� ５６１０（２２番人気）�� ９７７（８０番人気）
３連複票数 計１４６２２３７ 的中 ��� ２１８７（１４０番人気）
３連単票数 計２５９５６０４ 的中 ��� ９２８（６１２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．６―１２．４―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３４．１―４６．５―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュアルスウォード �
�
父 デュランダル �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１０．１１．１ 東京３着

２００８．２．２１生 牡３黒鹿 母 デュアルストーリー 母母 ディアブロズストーリー ８戦３勝 賞金 ３５，６１０，０００円
〔制裁〕 トシキャンディ号の調教師天間昭一は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アタッキングゾーン号・ケイアイマーズ号
（非抽選馬） ４頭 サダムテンジン号・トーセンディケム号・ナックルパート号・メジロオマリー号



２１０３５ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３日 第１１競走 ��２，２００�
にほんかい

日本海ステークス
発走１５時４５分 （芝・左）

３歳以上，１，６００万円以下，２２．７．２４以降２３．７．１７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

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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．１

良

良

４４ ポルカマズルカ 牝５鹿 ５４ 石橋 脩 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４２：１１．７ ４９．０�

６８ コスモラピュタ 牡４鹿 ５７．５ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７４＋ ２ 〃 クビ ２．７�
７１１ エーブチェアマン 牡４黒鹿５８ 蛯名 正義 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 様似 様似渡辺牧場 ４４６＋ ４２：１２．０２ ３．５�
４５ アロマカフェ 牡４黒鹿５８ 武 豊西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４７４± ０２：１２．２� １０．７�
２２ ネ コ パ ン チ 牡５黒鹿５６ 西田雄一郎桐谷 茂氏 星野 忍 浦河 大道牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ １４．８�
５６ � アサティスボーイ 牡７鹿 ５６ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー

ファーム ４４６－ ６２：１２．３� １１．９	
８１２ ディアアレトゥーサ 牝４黒鹿５６ 北村 宏司�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４９４± ０２：１２．４� ２２．６

８１３ レッドスパークル 牡４栗 ５５ 松岡 正海幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか 谷山 和喜 ４８２＋ ６２：１２．８２� ６．８�
３３ ショウナンアクロス 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４－ ６２：１３．２２� １３．３�
７１０ バアゼルリバー 牡５鹿 ５５ 田辺 裕信市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２－ ６２：１３．３クビ ４４．３
１１ アヴェンティーノ 牡７鹿 ５３ 福永 祐一吉田 和子氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２２± ０２：１３．５１� ４１．７�
６９ � キングスパーク 牡６黒鹿５５ 村田 一誠小林 久義氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ５００＋ ６ 〃 ハナ １０２．４�
５７ シ グ ナ リ オ 牡７栗 ５５ 嶋田 純次齊藤四方司氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６＋ ２ 〃 クビ ７７．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ５８，５７１，９００円 複勝： ９９，９７６，８００円 枠連： ４９，８３５，３００円

馬連： ２７２，１９８，２００円 馬単： １４３，７５６，２００円 ワイド： ８８，２５９，０００円

３連複： ３１３，５２３，２００円 ３連単： ６２９，５８４，２００円 計： １，６５５，７０４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，９００円 複 勝 � ８６０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（４－６） １，３１０円

馬 連 �� ７，４８０円 馬 単 �� ２２，８７０円

ワ イ ド �� ２，０４０円 �� ２，８２０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ８，０００円 ３ 連 単 ��� ８４，２５０円

票 数

単勝票数 計 ５８５７１９ 的中 � ９４３０（１１番人気）
複勝票数 計 ９９９７６８ 的中 � １８８９５（１１番人気）� ２４０１６３（１番人気）� ２０４６５１（２番人気）
枠連票数 計 ４９８３５３ 的中 （４－６） ２８２５７（５番人気）
馬連票数 計２７２１９８２ 的中 �� ２６８８７（２４番人気）
馬単票数 計１４３７５６２ 的中 �� ４６３９（６８番人気）
ワイド票数 計 ８８２５９０ 的中 �� ９５２８（２５番人気）�� ６８３６（３２番人気）�� １０５２５５（１番人気）
３連複票数 計３１３５２３２ 的中 ��� ２８９２３（３１番人気）
３連単票数 計６２９５８４２ 的中 ��� ５５１５（２５５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．５―１１．０―１１．７―１２．７―１２．５―１２．４―１２．２―１２．１―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．６―２３．１―３４．１―４５．８―５８．５―１：１１．０―１：２３．４―１：３５．６―１：４７．７―１：５９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポルカマズルカ �
�
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 ２００８．１２．１３ 中山１着

２００６．４．８生 牝５鹿 母 ダンシングサンデー 母母 ダンシングキイ １９戦５勝 賞金 ７８，８０５，０００円

２１０３６ ７月２３日 晴 良 （２３新潟３）第３日 第１２競走 １，８００�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

１：４４．６
１：４４．１

良

良

３６ アーバンウィナー 牡４黒鹿５７ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６０＋ ２１：４６．９ ３．７�

８１８ グレートマーシャル 牡３鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４８２＋ ８１：４７．０� ６．３�

５１０ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５２ 福永 祐一 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６＋ ２１：４７．４２� ７．９�

４８ アサクサポイント 牡３青鹿５４ 田辺 裕信田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：４７．８２� ５．３�
７１４ エクセリオン 牡４芦 ５７ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７４＋ ４１：４７．９� １２．９�
３５ マイネルヴァルム 牡３青鹿５４ 大野 拓弥 �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 ４３８－ ６１：４８．０� ３５．８	
２３ ファンフェア 牝３栗 ５２ 武 豊 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３６－ ２ 〃 ハナ ５．９

８１６ ソ ヴ リ ン 牡５芦 ５７ 江田 照男�藤沢牧場 田島 俊明 静内 藤沢牧場 ５１８± ０１：４８．２１� １８２．５�
５９ ドリームネイチヤー 牡４鹿 ５７ 柴田 大知セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４２８－１６１：４８．３� ３２．７�
１１ コスモカンタービレ 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ５００＋ ６１：４８．４� ７．１
２４ � ハッピーデュランダ 牡４栗 ５７ 大庭 和弥岡田 勇氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 B４７０－ ４ 〃 ハナ １８０．９�
４７ � トミケンヴァースト 牡３鹿 ５４ 武士沢友治冨樫 賢二氏 和田正一郎 むかわ エスティウィンファーム ４３６± ０１：４８．６１� ４１２．２�
６１２� ユウターウェーヴ 牡４栗 ５７ 村田 一誠北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４９２＋１１ 〃 クビ ９６．２�
６１１� トレノソルーテ �５鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５１０－ ８１：４８．９２ ３１．２�
７１３� セクシーキララ 牝３芦 ５２

４９ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 日高大洋牧場 ３９６± ０１：４９．０クビ ３２３．７�
１２ � マルターズクリス 牝５黒鹿５５ 小林 淳一藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ４９６－１６１：４９．４２� ３００．２�
７１５ ヴィーヴァマンボ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二芹澤 精一氏 阿部 新生 三石 片山牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ ４７１．１�
８１７� フェスティヴハッピ 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次臼井義太郎氏 天間 昭一 様似 様似堀牧場 ４４２－ ９１：５２．７大差 ２０６．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０，５３２，７００円 複勝： ７１，６６３，３００円 枠連： ３２，５５４，６００円

馬連： １３２，１７２，０００円 馬単： ７０，８８９，８００円 ワイド： ４９，１３２，０００円

３連複： １５４，０８９，１００円 ３連単： ２８５，５６２，３００円 計： ８３６，５９５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（３－８） ８６０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ６５０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 ��� １５，７９０円

票 数

単勝票数 計 ４０５３２７ 的中 � ８７０７４（１番人気）
複勝票数 計 ７１６６３３ 的中 � １６１６４４（１番人気）� ９４６６３（３番人気）� ６３４８９（６番人気）
枠連票数 計 ３２５５４６ 的中 （３－８） ２７９７３（１番人気）
馬連票数 計１３２１７２０ 的中 �� ７９９８１（３番人気）
馬単票数 計 ７０８８９８ 的中 �� ２５１６５（２番人気）
ワイド票数 計 ４９１３２０ 的中 �� ２６１０６（３番人気）�� １８８１３（６番人気）�� １２０６８（１５番人気）
３連複票数 計１５４０８９１ 的中 ��� ３０６０２（１１番人気）
３連単票数 計２８５５６２３ 的中 ��� １３３５４（３２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．７―１２．５―１３．４―１１．９―１１．５―１０．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３５．０―４７．５―１：００．９―１：１２．８―１：２４．３―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．１
３ １７，１０（１１，１３，９）（３，１２，８）（２，５，６）（１６，１４，１８）（１，７）（４，１５） ４ ・（１７，１０，９）８（１１，１３）６（３，１２，１４，１８）（２，５）（１６，１５）１（４，７）

勝馬の
紹 介

アーバンウィナー �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２００９．７．１８ 新潟１着

２００７．２．２３生 牡４黒鹿 母 ジョウノエンジェル 母母 ザ ン ベ ー ジ １５戦３勝 賞金 ４９，１７３，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェスティヴハッピ号は，平成２３年８月２３日まで平地競走に出走できない。



（２３新潟３）第３日 ７月２３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 １７４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

１８７，３５０，０００円
６，３９０，０００円
１１，７６０，０００円
１，５３０，０００円
１６，９８０，０００円
５９，８０９，７５０円
５，１９８，８００円
１，７２２，６００円

勝馬投票券売得金
３１９，０９８，６００円
５５６，６４３，５００円
２３８，８９８，３００円
１，００４，２２２，３００円
６１７，５７１，４００円
３７３，８０２，２００円
１，１７７，６５３，９００円
２，２０３，９３５，９００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 ６，４９１，８２６，１００円

総入場人員 ９，１６９名 （有料入場人員 ７，９５１名）


