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２１０６１ ７月３１日 晴 重 （２３新潟３）第６日 第１競走 １，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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

３５ ジ ア ッ ロ 牡２栗 ５４ 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ２１：１３．５ １．８�

７１３ 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 ４７６＋ ２１：１３．８２ ５．５�
８１４ 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± ０１：１３．９� ４．６�
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 ４４２＋１０１：１４．２２ １７．４�
４７ キ タ ル フ ァ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 土田 扶美子 ４３２－ ２１：１４．３クビ ３６．４�
２３ セイファート 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４６０＋１０１：１５．１５ ３０．７	
２２ ソルナシエンテ 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人山本 武司氏 高市 圭二 浦河 笹島 政信 ４４６＋ ２１：１５．２� ９．８

８１５ エクセレントアイ 牡２鹿 ５４

５１ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４１６－ ２１：１５．４１� ２１１．４�
６１１ トウカイガーベラ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４４６－ ２１：１５．６１� ３３６．９�
７１２ ダイメイマンボ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 千葉 シンボリ牧場 ４５８－１２ 〃 クビ １９８．０
３４ 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± ０１：１５．７クビ ２１６．７�
４６ チ ョ ウ ウ ン 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 恵比寿牧場 ４７８－ ２１：１５．９１� ３７６．６�
５９ 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 ４８６－ ２１：１６．１１� ３４０．０�
５８ 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 ４３０－ ２１：１６．２� ５１．０�
１１ コスモスイング 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ４５６＋ ８１：１７．３７ ２５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，６３７，４００円 複勝： ３６，５６２，３００円 枠連： １１，１６８，１００円

馬連： ４５，１９７，５００円 馬単： ３６，２８１，９００円 ワイド： ２１，４０９，５００円

３連複： ６２，７０８，３００円 ３連単： １０９，６６１，７００円 計： ３４１，６２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（３－７） ４６０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� ２００円 �� １７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ６００円 ３ 連 単 ��� ２，２７０円

票 数

単勝票数 計 １８６３７４ 的中 � ８２９４６（１番人気）
複勝票数 計 ３６５６２３ 的中 � １７３３１０（１番人気）� ４２１４６（３番人気）� ５６２３８（２番人気）
枠連票数 計 １１１６８１ 的中 （３－７） １８０７８（２番人気）
馬連票数 計 ４５１９７５ 的中 �� ６５０４６（２番人気）
馬単票数 計 ３６２８１９ 的中 �� ３５６７７（２番人気）
ワイド票数 計 ２１４０９５ 的中 �� ２８４０３（２番人気）�� ３７１６５（１番人気）�� １２９８９（４番人気）
３連複票数 計 ６２７０８３ 的中 ��� ７７９７７（１番人気）
３連単票数 計１０９６６１７ 的中 ��� ３５７０９（２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１２．３―１２．９―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．６―３５．９―４８．８―１：００．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジ ア ッ ロ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１１．７．２ 中山３着

２００９．２．２４生 牡２栗 母 セイングレンド 母母 グレイスルーマー ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００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 ストレートアウェイ号・デリケートアーチ号・ランドフォール号

２１０６２ ７月３１日 晴 良 （２３新潟３）第６日 第２競走 ２，２００�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

２：１１．６
２：１０．１

良

良

４８ クリーンメタボ 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４６２－ ６２：１３．９ １８．２�

２４ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 B４８６＋ ２ 〃 クビ １２．４�
７１５ オービーキング 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太�富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４５２－ ２２：１４．０� ５．５�

３５ ミケランジェロ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 大道 秀男 ４４２－ ８２：１４．７４ ２１０．４�
６１２ ショウナンランド 牡３青鹿５６ 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５０６－ ４ 〃 クビ ２１．２�
８１７ メ メ エ ナ ン 牝３黒鹿５４ 江田 照男本谷 惠氏 萱野 浩二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７８－ ４２：１４．８� １６１．９	
８１６ ド ラ ゴ ン 牡３黒鹿５６ 吉田 豊中村 浩章氏 松山 将樹 平取 原田 新治 ４５６± ０２：１５．２２� １６３．７

５１０ ミラクルレインボー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 ４８４＋１６２：１５．３� ６３．３�
１１ 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 ４８６－ ２２：１５．４� ５１．９�
３６ テンモウカイカイ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 ５０４± ０２：１５．６１� ２６４．５
４７ フ ク シ ア 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４６８＋ ４２：１５．８１ ２５．９�
７１３ 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 ４４６＋ ２２：１６．１１� １．８�
８１８ カ リ ン ト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人西森 鶴氏 中川 公成 新冠 パカパカ
ファーム ４３４＋ ２２：１６．３１� ３６２．１�

５９ キープザブレイヴ 牡３栗 ５６ 村田 一誠 �グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８０－ ２２：１６．７２� １９６．２�
１２ カイシュウウルフ �３芦 ５６ 石神 深一飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 浦河 金成吉田牧場 B４４６＋ ６ 〃 ハナ ３１６．３�
６１１ ロードクリスタル 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 牧 光二 浦河 浦河小林牧場 ４６０－ ２２：１７．０１� ３５．５�
７１４ ゴールドアグライア 牝３鹿 ５４ 松岡 正海西浦 和男氏 稲葉 隆一 浦河 丸幸小林牧場 ４５２－ ８２：１８．２７ ８１．２�
２３ ダイワハリントン 牡３鹿 ５６ 福永 祐一大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４９４± ０２：１９．０５ ５．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，４２１，８００円 複勝： ３９，２６６，５００円 枠連： １７，４００，８００円

馬連： ５０，４０８，５００円 馬単： ３６，１５７，５００円 ワイド： ２１，８８８，７００円

３連複： ６５，５１８，９００円 ３連単： １１２，９５１，８００円 計： ３６２，０１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８２０円 複 勝 � ４９０円 � ３８０円 � ２３０円 枠 連（２－４） １，２６０円

馬 連 �� ６，５００円 馬 単 �� １６，４６０円

ワ イ ド �� １，６７０円 �� １，１１０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ９，８５０円 ３ 連 単 ��� ９１，０１０円

票 数

単勝票数 計 １８４２１８ 的中 � ７９９５（５番人気）
複勝票数 計 ３９２６６５ 的中 � １９２９５（５番人気）� ２６４７８（４番人気）� ５２８６８（２番人気）
枠連票数 計 １７４００８ 的中 （２－４） １０１９６（５番人気）
馬連票数 計 ５０４０８５ 的中 �� ５７２８（１７番人気）
馬単票数 計 ３６１５７５ 的中 �� １６２２（４２番人気）
ワイド票数 計 ２１８８８７ 的中 �� ３１３２（１８番人気）�� ４８４８（１２番人気）�� ７７７０（７番人気）
３連複票数 計 ６５５１８９ 的中 ��� ４９１１（２８番人気）
３連単票数 計１１２９５１８ 的中 ��� ９１６（２２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．５―２３．５―３５．０―４７．１―１：００．３―１：１２．８―１：２５．４―１：３７．６―１：４９．７―２：０１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．３
１
３

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

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリーンメタボ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２０１０．８．１５ 札幌４着

２００８．４．１７生 牡３黒鹿 母 テレサザティーチャ 母母 Proud n’ Appeal １０戦１勝 賞金 ８，７８０，０００円
〔制裁〕 メメエナン号の騎手江田照男は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイワハリントン号は，平成２３年９月３０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 スペシャルダンス号・ニシノアンブレ号・ボンドストリート号

第３回　新潟競馬　第６日



２１０６３ ７月３１日 晴 重 （２３新潟３）第６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

３５ ネ グ レ ス コ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩吉田 和美氏 堀 宣行 新冠 アサヒ牧場 ４５８＋ ２１：５４．１ １．５�

４７ レットミーノー 牡３鹿 ５６
５３ ▲平野 優石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４６０＋ ２ 〃 クビ ２２．２�

７１３ レノヴァティオトラ 牡３鹿 ５６ 江田 照男西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 B４５４± ０ 〃 ハナ ９．１�
８１５ アイティゴールド 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６０－ ２１：５４．３１ ６６．２�
８１４ サミットフィーバー 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真塩田 清氏 鈴木 康弘 新冠 大狩部牧場 B４８４－ ６ 〃 クビ ３５．１�
３４ トミケンベッセル 牡３鹿 ５６ 木幡 初広冨樫 賢二氏 和田 正道 平取 稲原牧場 ４８０＋ ６１：５４．５１� ５．７�
２３ セ イ エ イ 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ４９８＋ ４１：５５．１３� ３４．４�
１１ ウエリントンシチー 牡３栗 ５６ 武士沢友治 	友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 ４６４－ ４１：５５．２� ２３．２

７１２ ア セ ン ト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：５５．５２ ２１．７�
５８ バンダムミラージュ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 B４８６＋２０１：５５．７１� ３５．９�
２２ レジリアンス 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４６８ ―１：５５．８� １５０．１
６１０ フォレストリーダー 牡３栗 ５６ 田中 勝春小野 博郷氏 伊藤 大士 新冠 赤石 久夫 ４７２＋ ８１：５８．０大差 ８３．６�
４６ ヒシカツジョージ 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥阿部 雅英氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム ４７６ ―１：５８．５３ ９２．９�
５９ ウインストラテジー 牡３青鹿５６ 北村 宏司	ウイン 鹿戸 雄一 様似 ホウセイ牧場 ４９２＋１６１：５８．７１� １４２．８�
６１１ スマートストリート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４９８＋１４２：０７．５大差 ３１１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，５８４，９００円 複勝： ７４，９０３，６００円 枠連： １６，７６６，８００円

馬連： ５４，１４７，３００円 馬単： ４２，０３１，１００円 ワイド： ２３，５５１，５００円

３連複： ６７，９１７，０００円 ３連単： １３３，３６３，５００円 計： ４３５，２６５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １９０円 枠 連（３－４） ６８０円

馬 連 �� １，１６０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ２７０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� ６，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２２５８４９ 的中 � １２５６９９（１番人気）
複勝票数 計 ７４９０３６ 的中 � ４６４４７５（１番人気）� ４１５８０（４番人気）� ５３２０９（３番人気）
枠連票数 計 １６７６６８ 的中 （３－４） １８３７３（３番人気）
馬連票数 計 ５４１４７３ 的中 �� ３４６３５（３番人気）
馬単票数 計 ４２０３１１ 的中 �� ２２０２５（４番人気）
ワイド票数 計 ２３５５１５ 的中 �� １１２５４（４番人気）�� ２５２７３（２番人気）�� ４９６６（１１番人気）
３連複票数 計 ６７９１７０ 的中 ��� ２６９３２（４番人気）
３連単票数 計１３３３６３５ 的中 ��� １５２７３（１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．０―１３．２―１３．９―１３．１―１２．６―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３５．５―４８．７―１：０２．６―１：１５．７―１：２８．３―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ネ グ レ ス コ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２０１０．１０．１７ 東京２着

２００８．３．５生 牡３黒鹿 母 マイネコサージュ 母母 クイックエリザベス ８戦１勝 賞金 １４，０３０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スマートストリート号は，平成２３年９月３０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ディーエスハスラー号・バルボア号・ヤマノオペラオー号

２１０６４ ７月３１日 晴 良 （２３新潟３）第６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

８１４ フサイチアソート �６栗 ６０ 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム ４４４－ ２３：０８．４ ３．８�

４５ ショウナンサミット 牡５栗 ６０ 大庭 和弥国本 哲秀氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０± ０３：０８．７２ ３．５�

５８ � コブラボール 牡７青鹿６０ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４７８± ０３：０８．８� ３６．８�
４６ メジロクリントン 牡４栗 ６０ 江田 勇亮岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１２＋ ８３：１０．０７ ６．４�
６１０ レッドシャドウ �５鹿 ６０ 横山 義行 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４５４－ ２３：１０．２１� ２０．０�
６９ サーストンムーン 牡４鹿 ６０ 平沢 健治齊藤 宣勝氏 加藤 和宏 新冠 ラツキー牧場 ４７４－ ４３：１０．５１� ３．３�
５７ 	� サトノサーガ �５黒鹿６０ 石神 深一里見 治氏 藤沢 和雄 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４４８－ ２３：１１．９９ ８５．１	
８１３ タイキデイブレイク �４鹿 ６０ 高野 和馬
大樹ファーム 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム ４５８－ ８３：１２．１１� ６１．７�
１１ ノーブルエース 牝４鹿 ５８ 池崎 祐介�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４１８＋ ４３：１３．２７ １０８．３
７１１ ステイマックス �５鹿 ６０ 草野 太郎谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４３６＋ ４３：１３．５２ １１８．０�
２２ ア バ デ ィ �４黒鹿６０ 水出 大介加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４３６－ ２３：１３．６
 １５８．９�
７１２ グラスサミット 牡４芦 ６０ 浜野谷憲尚半沢
 尾形 充弘 安平 追分ファーム ５１８＋ ６３：１５．１９ １２．９�
３４ コアレスコジーン �８鹿 ６０ 穂苅 寿彦小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４８６＋ ２３：１８．７大差 ３２．３�
３３ テントゥワン 牡８黒鹿６０ 山本 康志宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４４６＋１６３：１８．８
 １２４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，５６３，８００円 複勝： １９，０２１，５００円 枠連： １３，９３２，２００円

馬連： ３５，９３５，９００円 馬単： ２７，１２８，６００円 ワイド： １４，９００，０００円

３連複： ４９，７１６，５００円 ３連単： ９０，３８９，８００円 計： ２６４，５８８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � ５００円 枠 連（４－８） ５２０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，５４０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １，２９０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ５，６６０円 ３ 連 単 ��� ２３，０５０円

票 数

単勝票数 計 １３５６３８ 的中 � ２８７８３（３番人気）
複勝票数 計 １９０２１５ 的中 � ３００１８（３番人気）� ３９２６７（２番人気）� ７４４１（６番人気）
枠連票数 計 １３９３２２ 的中 （４－８） ２０１２１（２番人気）
馬連票数 計 ３５９３５９ 的中 �� ３２５４０（３番人気）
馬単票数 計 ２７１２８６ 的中 �� １３０５０（５番人気）
ワイド票数 計 １４９０００ 的中 �� １１９６９（２番人気）�� ２６５０（１４番人気）�� ３９０５（１０番人気）
３連複票数 計 ４９７１６５ 的中 ��� ６４９０（２０番人気）
３連単票数 計 ９０３８９８ 的中 ��� ２８９５（５８番人気）

上り １マイル １：４３．６ ４F ５０．０－３F ３７．２
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フサイチアソート �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１０．２８ 東京１着

２００５．２．１６生 �６栗 母 アーネストデザイア 母母 リストレーション 障害：４戦１勝 賞金 １２，４００，０００円



２１０６５ ７月３１日 晴 良 （２３新潟３）第６日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０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

４８ トウケイヘイロー 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 ４７４ ―１：２３．９ １３．２�

８１６ ロベルクランツ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４２６ ―１：２４．２１� ２．４�

６１２ シルキーマーチ 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎有限会社シルク星野 忍 新冠 須崎牧場 ４３２ ― 〃 クビ ２４．６�
１２ トップスカーレット 牝２栗 ５４ 北村 宏司林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４３６ ―１：２４．３クビ ３．３�
５１０ ディアボンボン 牡２鹿 ５４ 中舘 英二ディアレスト 水野 貴広 新冠 中本 隆志 ４４６ ―１：２４．５１� ５９．６�
８１７ コンティヌアトーレ 牡２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ４７６ ―１：２４．７１� ２６．８�

７１４ ポ ッ プ イ ン 牝２鹿 ５４ 石橋 脩島田 久氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４０８ ―１：２４．８クビ ４４．４	
８１８ カシノアゲート 牡２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 ４５２ ―１：２４．９� ３３９．０

３６ スプリングピース 牡２栗 ５４ 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７４ ―１：２５．０クビ ６．９�
６１１ コスモワンパクオー 牡２黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 日高 中川 欽一 ４５０ ― 〃 アタマ １３．８
４７ ヤマカツティラノ 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 ４６０ ―１：２５．３２ ６０．５�
７１３ ケージーカグヤヒメ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 ４３６ ―１：２５．４� ２７．３�
２３ トーセンムンク 牝２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム ４６４ ―１：２５．７２ １２７．６�

５９ ヴァリューメイク 牡２栗 ５４ 吉田 豊杉山 美惠氏 的場 均 むかわ 上水牧場 ４７０ ―１：２５．９１� ３８．５�
（バリューメイク）

２４ クラウンプリズム 牝２鹿 ５４ 江田 照男矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 ４４８ ―１：２６．１１� １４７．６�
１１ トーセンレングス 牡２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人島川 �哉氏 中島 敏文 日高 村下 秀明 ４８４ ―１：２６．２� １８３．２�
７１５ マンボマンボ 牡２鹿 ５４ 伊藤 工真久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 ４５０ ―１：２７．１５ １６８．５�
３５ ブラボークリチャン 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４２ ―１：２９．２大差 １７７．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，０３２，２００円 複勝： ２６，８３８，０００円 枠連： １８，０９２，８００円

馬連： ５１，９５８，２００円 馬単： ３９，４８４，９００円 ワイド： ２１，９４２，６００円

３連複： ６３，７７７，４００円 ３連単： １０５，５６２，３００円 計： ３４８，６８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � ３９０円 枠 連（４－８） １，０３０円

馬 連 �� １，３６０円 馬 単 �� ３，６５０円

ワ イ ド �� ６００円 �� ３，０２０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� １０，８１０円 ３ 連 単 ��� ９１，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２１０３２２ 的中 � １２６１３（４番人気）
複勝票数 計 ２６８３８０ 的中 � ２４３３３（４番人気）� ７１１９２（１番人気）� １４０１３（６番人気）
枠連票数 計 １８０９２８ 的中 （４－８） １３０８１（４番人気）
馬連票数 計 ５１９５８２ 的中 �� ２８２６５（４番人気）
馬単票数 計 ３９４８４９ 的中 �� ７９８５（１２番人気）
ワイド票数 計 ２１９４２６ 的中 �� ９６５７（５番人気）�� １７０７（３０番人気）�� ３９８８（１３番人気）
３連複票数 計 ６３７７７４ 的中 ��� ４３５５（２９番人気）
３連単票数 計１０５５６２３ 的中 ��� ８５５（２４５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２２．９―３４．５―４６．９―５９．２―１：１１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３７．０
３ ・（１３，１６）（４，１８）１２（５，１５）（３，８，１７）２（９，１１）（７，１０）１４－（１，６） ４ ・（１３，１６，１８）（４，１２）１７（１５，８，２）（５，９，１０，１１）（３，１４）７－（１，６）

勝馬の
紹 介

トウケイヘイロー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ミルジヨージ 初出走

２００９．４．２２生 牡２鹿 母 ダンスクィーン 母母 ハイネスポート １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラボークリチャン号は，平成２３年８月３１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 クリノエルヴィス号・コウセイコタロウ号・ニシノプレゼンス号・マイネサヴァラン号・ロッソコルサ号

２１０６６ ７月３１日 晴 稍重 （２３新潟３）第６日 第６競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （ダート・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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

８１４ フローラルホール 牝３鹿 ５４ 小林 淳一小池 憲章氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４５４－１０１：１２．６ ２．７�

５８ ティルトウイング 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム B４２８＋ ４１：１２．８１� ６．６�
４６ サトノヴィクトリア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム B４６８－ ２ 〃 アタマ ４．０�
６１０ マイネクォーツ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 浦河 カナイシスタッド ４３２± ０１：１３．０１ ２３．８�
６１１ ネ セ サ リ ー 牝３青 ５４ 蛯名 正義石瀬 浩三氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム B４３２－ ６１：１３．１� １７．８�
８１５ コスモロングロード 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 清水 利章 清水 小野瀬 晃司 ４６６－ ８ 〃 ハナ １７．２	
５９ クリスタリン 牝３栗 ５４ 吉田 豊加藤 徹氏 清水 利章 新冠 大狩部牧場 ４５２＋ ６１：１３．３１� １４５．０

３４ タマモダリア 牝３栗 ５４ 石橋 脩タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 B４３０＋ ６ 〃 クビ ４．７�
２２ クローズホールド 牝３芦 ５４ 松岡 正海 �グリーンファーム 小笠 倫弘 新ひだか 土田 扶美子 ４７８＋ ４１：１３．８３ １５．９�
４７ ナカヤマブリーズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６８＋ ４１：１５．０７ ４１．６
１１ スマイルフォンテン 牝３栗 ５４ 大野 拓弥吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４６８－１４１：１５．１� ３４８．８�
７１３ メイクミーシャイン 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一飯田 正剛氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ８１：１５．６３ ２９２．３�
３５ ローゼブライダル 牝３鹿 ５４ 江田 照男大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ４１８ ―１：１５．８１� ２３６．２�
２３ クレバードリーム 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 山本牧場 ４６２ ―１：２０．２大差 ２９１．８�

（１４頭）
７１２ エムオーテースト 牝３栗 ５４ 柴田 善臣大浅 貢氏 久保田貴士 日高 門別牧場 ４８８－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２０，１３９，２００円 複勝： ３７，１８９，２００円 枠連： １５，９３９，２００円

馬連： ５０，８４６，３００円 馬単： ３３，４６８，６００円 ワイド： ２１，７４０，２００円

３連複： ５４，３３８，６００円 ３連単： ９５，２０６，５００円 計： ３２８，８６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（５－８） ８９０円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ２１０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ９３０円 ３ 連 単 ��� ４，３１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２０１３９２（返還計 ７４０７） 的中 � ６０９６５（１番人気）
複勝票数 差引計 ３７１８９２（返還計 １３０６７） 的中 � ９８５７１（１番人気）� ５００９５（４番人気）� ７９２８４（２番人気）
枠連票数 差引計 １５９３９２（返還計 １４３） 的中 （５－８） １３２７８（３番人気）
馬連票数 差引計 ５０８４６３（返還計 ７６１４８） 的中 �� ４１０２１（３番人気）
馬単票数 差引計 ３３４６８６（返還計 ４１２７８） 的中 �� １６４４０（５番人気）
ワイド票数 差引計 ２１７４０２（返還計 ２７１６７） 的中 �� １５９７６（３番人気）�� ２８９９３（１番人気）�� １４０４６（４番人気）
３連複票数 差引計 ５４３３８６（返還計１３８７８０） 的中 ��� ４３４８２（２番人気）
３連単票数 差引計 ９５２０６５（返還計２２５２７０） 的中 ��� １６３２９（５番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．９―１２．５―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３５．０―４７．５―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フローラルホール �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１２．１２ 中山４着

２００８．３．２６生 牝３鹿 母 フラワリーウーフ 母母 パ ル カ エ ８戦１勝 賞金 １１，２００，０００円
〔競走除外〕 エムオーテースト号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレバードリーム号は，平成２３年８月３１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 フォトジェニック号



２１０６７ ７月３１日 晴 良 （２３新潟３）第６日 第７競走 １，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０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

６１２ ア カ リ 牝５栗 ５５
５２ ▲嶋田 純次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４４２－１０１：３５．６ ３９．７�

５１０ トーセンジャガー 牡３青 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ
スティファーム ４６４＋ ４ 〃 アタマ １７．５�

４８ � シークレットベース 牝３鹿 ５２ 田中 勝春山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 ４３２＋１０ 〃 クビ １１．６�
７１５ ユキノサイレンス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４６４± ０１：３５．７� ３．０�
７１４ テキサスルビー 牝３青 ５２ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ６１：３５．８� ７．６�
８１７ ヒカルルーキー 牡５黒鹿５７ 伊藤 工真�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４８０－ ２１：３５．９� ２７．０	
４７ マイネルアウストロ 牡５栗 ５７ 柴田 大知 
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 ４９８＋ ４ 〃 クビ １３．２�
３６ コンプリート 牝３鹿 ５２ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４５４－ ２１：３６．０� ２３．４�
６１１ メルトアウェイ 牡３栗 ５４ 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４４２＋１２ 〃 ハナ ４６．８
５９ ソルプリマベラ 牝４鹿 ５５

５２ ▲平野 優小河 一�氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４２２－ ２１：３６．１� ３４．３�
８１８ ジェネスサンキュー 牡３芦 ５４ 柴山 雄一山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム ４４０－１０ 〃 ハナ ３０４．９�
１２ クリノドスコイ 牡３鹿 ５４ 横山 義行栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４２２－ ４１：３６．２� ７４．８�
３５ ケイアイアルテミス 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥 
啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４４４＋ ６１：３６．４１� ４．５�
７１３ カフェキングアイ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 静内白井牧場 ４３８± ０ 〃 クビ ８８．６�
８１６� ウィッシュボーン 牡４鹿 ５７ 木幡 初広加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４４８＋ ４１：３６．５� ３７４．９�
２３ ヒカリキャピタル 牡３鹿 ５４ 村田 一誠
ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 ４５０－ ６１：３６．９２� １８７．９�
２４ � ソングスパロウ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治藤田 在子氏 天間 昭一 浦河 ミルファーム ４５４＋１８ 〃 ハナ ３３７．６�
１１ マイネルラピド 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤 征弘 浦河 ハッピーネ
モファーム ４９０＋１０１：３７．１１ ６．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，７８８，８００円 複勝： ３７，８１２，０００円 枠連： ２２，９６０，４００円

馬連： ７０，５７８，７００円 馬単： ４３，９５２，６００円 ワイド： ２７，１８５，１００円

３連複： ８３，８４５，６００円 ３連単： １３８，８１１，１００円 計： ４４７，９３４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，９７０円 複 勝 � １，０２０円 � ５７０円 � ３９０円 枠 連（５－６） １０，９４０円

馬 連 �� ５２，１４０円 馬 単 �� １０７，７７０円

ワ イ ド �� １１，３７０円 �� ５，９１０円 �� ４，１３０円

３ 連 複 ��� １５８，６７０円 ３ 連 単 ��� １，２８０，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２２７８８８ 的中 � ４５２７（１１番人気）
複勝票数 計 ３７８１２０ 的中 � ９１６３（１０番人気）� １７３３０（７番人気）� ２７９４５（５番人気）
枠連票数 計 ２２９６０４ 的中 （５－６） １５４９（２４番人気）
馬連票数 計 ７０５７８７ 的中 �� ９９９（７５番人気）
馬単票数 計 ４３９５２６ 的中 �� ３０１（１５２番人気）
ワイド票数 計 ２７１８５１ 的中 �� ５８５（７３番人気）�� １１３３（５６番人気）�� １６２９（４５番人気）
３連複票数 計 ８３８４５６ 的中 ��� ３９０（２５８番人気）
３連単票数 計１３８８１１１ 的中 ��� ８０（１６９６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．５―１２．９―１２．５―１１．５―１０．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．５―４９．４―１：０１．９―１：１３．４―１：２３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３３．７
３ ８（６，１２）（１，１５）１０（２，５，１１）１６，７（４，１４）１３（３，１７，１８）９ ４ ８（６，１２）１５，１，１０（２，５，１１）（４，７，１６）１４（３，１３，１７，１８）９
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ア カ リ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Silver Hawk デビュー ２００８．８．２ 新潟４着

２００６．３．１１生 牝５栗 母 ヤ ナ ビ 母母 Halholah ２５戦３勝 賞金 ２１，６４０，０００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。
（非当選馬） １頭 アドマイヤキャロル号

２１０６８ ７月３１日 晴 稍重 （２３新潟３）第６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）

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

５８ � レッドアンバー 牡４栗 ５７ 吉田 豊�日進牧場 矢野 照正 浦河 日進牧場 ４７６＋ ７１：５３．３ １７．３�

７１２ アントウェルペン 牡３鹿 ５４ 中舘 英二青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 ４８２＋ ６１：５３．６２ ６．６�
８１４ ディアブラスト 牡４黒鹿５７ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８０± ０１：５３．９２ ７．２�
７１３ リンクルリッジ 牡３黒鹿５４ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４６８＋ ８１：５４．１１ ３１．０�
４６ ウィッシュアゲン 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ４６０＋ ８１：５４．４１� ８０．８�
８１５ カントリースノー 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５３６＋ ２ 〃 ハナ ２．３	
１１ ウエスタンブラボー 牡４青鹿５７ 福永 祐一西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７０－ ２１：５４．７１� １２．５

６１１ ティアップゼウス 牡３栗 ５４ 江田 照男田中 昇氏 高木 登 新ひだか 土居 忠吉 ４４２－ ８ 〃 アタマ １１３．０�
３４ フ ォ ー ミ ー 牝３鹿 ５２

４９ ▲小野寺祐太 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７６＋ ８１：５５．２３ １６．６�
２２ ニシノサンタロウ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣西山 茂行氏 鈴木 伸尋 むかわ 西山牧場 ５５０－ ８１：５５．４１� ７．５
３５ ヤマニンパソドブル 牝４青鹿５５ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４４６± ０１：５５．８２� １４．０�
４７ カフェローレル 牝３青鹿５２ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４３８＋ ６１：５６．５４ ２２．０�
６１０ ア ベ マ リ ア 牝３鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６２＋１４１：５６．８２ ５５．９�
５９ ハヤブサイッポン 牡４栗 ５７ 西田雄一郎武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８２－ ６１：５７．１１� ３１４．９�
２３ � トゥーザハイウェイ 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一ディアレスト 田村 康仁 静内 千代田牧場 ５３０－ ６ （競走中止） ２１９．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，６５３，３００円 複勝： ４８，４６３，８００円 枠連： ２５，１６６，９００円

馬連： ７６，４８４，５００円 馬単： ５０，０７１，７００円 ワイド： ３０，７６１，３００円

３連複： ９２，１１５，３００円 ３連単： １６２，３４７，３００円 計： ５１３，０６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７３０円 複 勝 � ５５０円 � ２６０円 � ２１０円 枠 連（５－７） ８，６２０円

馬 連 �� １０，６４０円 馬 単 �� ２１，９９０円

ワ イ ド �� ２，６６０円 �� ２，１１０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ２１，８２０円 ３ 連 単 ��� １５１，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２７６５３３ 的中 � １２６１４（８番人気）
複勝票数 計 ４８４６３８ 的中 � １９５０５（８番人気）� ５０４６４（３番人気）� ７０７８９（２番人気）
枠連票数 計 ２５１６６９ 的中 （５－７） ２１５６（２１番人気）
馬連票数 計 ７６４８４５ 的中 �� ５３０６（３３番人気）
馬単票数 計 ５００７１７ 的中 �� １６８１（６５番人気）
ワイド票数 計 ３０７６１３ 的中 �� ２７９３（３１番人気）�� ３５４６（２６番人気）�� ８０６３（１０番人気）
３連複票数 計 ９２１１５３ 的中 ��� ３１１６（６７番人気）
３連単票数 計１６２３４７３ 的中 ��� ７９３（４１１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．０―１３．１―１２．８―１２．６―１２．９―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．２―４９．３―１：０２．１―１：１４．７―１：２７．６―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�レッドアンバー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Starborough

２００７．３．８生 牡４栗 母 ボンヌマール 母母 レイクアネシー ７戦１勝 賞金 １２，５００，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走中止〕 トゥーザハイウェイ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため４コーナーで競走中止。
〔制裁〕 トゥーザハイウェイ号の騎手柴山雄一は，１コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 シンケンショウブ号・トウショウカムイ号・ドレミファドン号・ベルモントスコッチ号・ユースフル号



２１０６９ ７月３１日 晴 良 （２３新潟３）第６日 第９競走 ��２，０００�
つばめ

燕 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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

６６ ストーンヘンジ 牡３鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１６－ ２２：００．２ ２．５�

８９ シルクレイノルズ 牡３青鹿５４ 柴山 雄一有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４± ０２：００．３� ４．２�

３３ ラストノート 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２＋ ２ 〃 クビ ５．０�

４４ ディープスノー 牝３鹿 ５２ 吉田 豊齊藤四方司氏 小桧山 悟 新冠 石郷岡 雅樹 ４４２－ ４２：００．４クビ ２０．７�
７８ タングルジャングル 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 日高 日高大洋牧場 ４５２＋ ４２：００．６１� ３．６�
５５ � タ ツ ク ー ル 牡６栗 ５７ 田中 勝春鈴木 昭作氏 根本 康広 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４９４＋ ４２：００．９２ １８．６	
７７ クリスマドンナ 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 ４８６－ ８２：０１．０� ７３．８

２２ � シ テ ィ オ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎伊達 敏明氏 田中 剛 日高 サンシャイン

牧場 ４３２＋ ２２：０１．５３ ３２４．９�
８１０ スズヨタキオン 牝４鹿 ５５ 北村 宏司鈴木与四郎氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４４２＋ ８ 〃 クビ １１６．５�
１１ �� ユ キ オ ー 	５栗 ５７ 大野 拓弥中村 浩章氏 藤原 辰雄 米 Alfonso

J.Mazzetti ５０２－ ２２：０２．７７ １６７．１

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３８，１６９，１００円 複勝： ４７，７７６，３００円 枠連： １７，３０９，８００円

馬連： ８６，４５４，７００円 馬単： ６５，７５２，３００円 ワイド： ２８，６５０，０００円

３連複： ９５，０４８，３００円 ３連単： ２５２，８７７，０００円 計： ６３２，０３７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（６－８） ６１０円

馬 連 �� ５６０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ３１０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 ��� ３，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３８１６９１ 的中 � １２３６６５（１番人気）
複勝票数 計 ４７７７６３ 的中 � １２１５８０（１番人気）� ８６０６０（４番人気）� ８６１８１（３番人気）
枠連票数 計 １７３０９８ 的中 （６－８） ２１１８７（３番人気）
馬連票数 計 ８６４５４７ 的中 �� １１４１７０（２番人気）
馬単票数 計 ６５７５２３ 的中 �� ４７０１４（２番人気）
ワイド票数 計 ２８６５００ 的中 �� ２９１２９（３番人気）�� ２３３１２（５番人気）�� １９０３９（６番人気）
３連複票数 計 ９５０４８３ 的中 ��� ９００１４（３番人気）
３連単票数 計２５２８７７０ 的中 ��� ４８３７８（１０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．１―１１．６―１２．０―１２．９―１２．３―１２．１―１１．９―１１．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．０―３５．６―４７．６―１：００．５―１：１２．８―１：２４．９―１：３６．８―１：４７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストーンヘンジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．５．１ 新潟５着

２００８．１．２３生 牡３鹿 母 サンストーン 母母 Chita Rivera ３戦２勝 賞金 １６，３０１，０００円
〔制裁〕 ラストノート号の騎手松岡正海は，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１０，０００円。（６番への進路影響）

２１０７０ ７月３１日 晴 良 （２３新潟３）第６日 第１０競走 ��１，６００�
と よ さ か

豊 栄 特 別
発走１５時１０分 （芝・左・外）

３歳以上，１，０００万円以下，２２．７．３１以降２３．７．２４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

新潟市北区観光協会会長賞（１着）
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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

６８ ドリームカトラス 牡４鹿 ５５ 中舘 英二セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ２１：３４．０ ３．３�

６７ � メ ス ナ ー 牡６芦 ５５ 中谷 雄太岡田 繁幸氏 畠山 重則 門別 旭 牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ６５．６�
４４ パープルタイヨー 牡５鹿 ５５ 蛯名 正義中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４３８± ０１：３４．１� １２．３�
８１１ レインスティック 牡４栗 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４８± ０ 〃 ハナ ６．４�
５６ ダブルレインボー 牡５栗 ５５ 石橋 脩吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８８± ０ 〃 ハナ ７．４�
８１２ レッドヴァンクール 牡５鹿 ５５ 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５３２－ ２１：３４．２クビ ９．４	
２２ アルティシムス 牡３鹿 ５３ 福永 祐一 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ２１：３４．４１� ３．９

７９ プ ラ ー ジ ュ 牝５鹿 ５２ 吉田 豊 �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 ４７８－ ２ 〃 ハナ ９．８�
３３ � ホウショウループ 牝７鹿 ５２ 村田 一誠芳賀 吉孝氏 上原 博之 米 Green

Gates Farm ５０４－ ６１：３４．７１� １５６．８�
７１０ カ ピ タ ー ノ 牡７黒鹿５５ 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 ４９６＋ ６１：３４．８� ２２．８
５５ クリールトルネード 牡６鹿 ５５ 柴田 善臣横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４９０＋ ８１：３５．２２� ２２．１�
１１ � ガ ナ ー ル 牡４黒鹿５５ 江田 照男伊達 敏明氏 伊藤 圭三 日高 サンシャイン

牧場 B５１８＋ ４１：３６．１５ ９３．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３２，８９４，６００円 複勝： ４８，２２８，０００円 枠連： ２８，４２１，５００円

馬連： １２３，６７９，８００円 馬単： ７１，４６４，８００円 ワイド： ３７，６８６，２００円

３連複： １３３，８７１，８００円 ３連単： ２６５，７１３，９００円 計： ７４１，９６０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � １，１３０円 � ３５０円 枠 連（６－６） １０，６００円

馬 連 �� １３，５３０円 馬 単 �� ２０，０１０円

ワ イ ド �� ３，４７０円 �� ７６０円 �� ６，０４０円

３ 連 複 ��� ３６，９００円 ３ 連 単 ��� １９９，４９０円

票 数

単勝票数 計 ３２８９４６ 的中 � ７９００９（１番人気）
複勝票数 計 ４８２２８０ 的中 � １０４１９９（１番人気）� ８５９７（１０番人気）� ３３６５８（７番人気）
枠連票数 計 ２８４２１５ 的中 （６－６） １９８０（１９番人気）
馬連票数 計１２３６７９８ 的中 �� ６７４９（３６番人気）
馬単票数 計 ７１４６４８ 的中 �� ２６３６（６７番人気）
ワイド票数 計 ３７６８６２ 的中 �� ２６１２（３７番人気）�� １２９８８（８番人気）�� １４８４（４５番人気）
３連複票数 計１３３８７１８ 的中 ��� ２６７８（９１番人気）
３連単票数 計２６５７１３９ 的中 ��� ９８３（５１２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．９―１１．６―１１．５―１１．４―１１．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３５．９―４７．５―５９．０―１：１０．４―１：２１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．０
３ ７＝８（６，１２）（４，１０）－（２，１１）（１，３）－９－５ ４ ７＝８（６，１２）－４，１０（２，１１）（１，３）（９，５）

勝馬の
紹 介

ドリームカトラス �
�
父 デュランダル �

�
母父 ダイナガリバー デビュー ２０１０．１．３０ 中京１３着

２００７．３．２１生 牡４鹿 母 ゴールドリーフ 母母 ヴアインゴールド １３戦４勝 賞金 ４０，４９３，０００円
※ガナール号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２レース目



２１０７１ ７月３１日 晴 稍重 （２３新潟３）第６日 第１１競走 ��１，２００�N S T 賞
発走１５時４５分 （ダート・左）

３歳以上，２２．７．３１以降２３．７．２４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

NST賞（１着）
賞 品

本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

８１４� ド ス ラ イ ス 牡５栗 ５５ 柴田 善臣小田 吉男氏 森 秀行 米 WinStar
Farm, LLC ５４０＋ ２１：０９．８ ９．８�

５８ � アースサウンド 牝４栗 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way
Equine, LLC ４８４－ ２１：１０．０１� ２．２�

７１２ サウンドアクシス 牡５栗 ５５ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８６＋１０１：１０．２１� １０．８�
２２ レディルージュ 牝５青鹿５３ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム B４５２＋ ６ 〃 クビ ５．１�
３４ � インオラリオ 牡６鹿 ５５ 北村 宏司藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５１４± ０１：１０．３� ６．９�
８１３� グランドラッチ 牡６鹿 ５５ 吉田 豊加藤 守氏 中竹 和也 米

Meadow Oaks
Farm, LLC & Dr.
Frank Justice

５６６± ０１：１０．６２ ８６．７	
６１０� グリフィンゲート 牡５鹿 ５５ 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm ５１６＋ ４ 〃 クビ ７．３

４６ ケイアイダイオウ 牡５鹿 ５４ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５３０－ ４１：１０．９１� ２９．９�
３３ ファイナルスコアー 牡６栗 ５５ 田辺 裕信 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４８４－ ４ 〃 ハナ ３６．３�
５７ アートオブウォー 牡７栗 ５１ 野元 昭嘉岡田 隆寛氏 小原伊佐美 静内 岡田 猛 ４９８＋１０ 〃 ハナ １４６．８
７１１ スマートブレード 牡１０黒鹿５３ 中舘 英二大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５４０＋ ６１：１１．０� ４０．３�
４５ � フミノパシフィック 牡６栗 ５２ 石橋 脩谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ５０６－ ４ 〃 クビ １０８．２�
１１ スペースフライト 牡７栃栗５３ 武士沢友治前田 幸治氏 佐々木晶三 三石 土居 忠吉 ４６８－１０１：１１．２１� １１８．９�
６９ サンエムパーム 牡８黒鹿５２ 西田雄一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５２４＋ ４１：１２．３７ １１８．１�

（１４頭）

売 得 金
単勝： ７０，２２７，４００円 複勝： ９８，１８６，９００円 枠連： ５８，６９４，２００円 馬連： ３１０，３９７，３００円 馬単： １７６，２０１，６００円

ワイド： ８１，６８６，３００円 ３連複： ３３１，５４１，６００円 ３連単： ７５１，４２９，０００円 ５重勝： １，１７４，８１５，５００円 計： ３，０５３，１７９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２５０円 � １２０円 � ２７０円 枠 連（５－８） １，０４０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� ３，１００円

ワ イ ド �� ４１０円 �� １，３２０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ３，０１０円 ３ 連 単 ��� ２０，０５０円

５ 重 勝
対象競走：小倉１０R／新潟１０R／函館１１R／小倉１１R／新潟１１R

キャリーオーバー なし����� ５７８，４００円

票 数

単勝票数 計 ７０２２７４ 的中 � ５６８６３（５番人気）
複勝票数 計 ９８１８６９ 的中 � ７９４９５（５番人気）� ３６０３６８（１番人気）� ６８８７７（６番人気）
枠連票数 計 ５８６９４２ 的中 （５－８） ４２０２５（５番人気）
馬連票数 計３１０３９７３ 的中 �� ２０００７０（５番人気）
馬単票数 計１７６２０１６ 的中 �� ４２０６７（１０番人気）
ワイド票数 計 ８１６８６３ 的中 �� ５１１９４（５番人気）�� １３８１９（１８番人気）�� ５２７３９（４番人気）
３連複票数 計３３１５４１６ 的中 ��� ８１３４０（１０番人気）
３連単票数 計７５１４２９０ 的中 ��� ２７６６０（６３番人気）
５重勝票数 計１１７４８１５５ 的中 ����� １４９９

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．０―１１．８―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．５―４５．３―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ド ス ラ イ ス �
�
父 Speightstown �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２００９．４．２６ 東京８着

２００６．４．１６生 牡５栗 母 Daisies and Nites 母母 Slew’s Ann ２２戦５勝 賞金 １０８，４３３，０００円
［他本会外：１戦１勝］

２１０７２ ７月３１日 晴 良 （２３新潟３）第６日 第１２競走 １，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

１２ ラルティスタ 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一有限会社シルク畠山 吉宏 新ひだか 松田 三千雄 ４３０＋１２ ５５．４ ４５．４�

４８ フェイスフルラバー 牝３栗 ５２
４９ ▲平野 優井上 一郎氏 矢野 英一 浦河 太陽牧場 ４２２＋ ２ ５５．５� ２５．１�

８１７ 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 ４２２＋ ２ 〃 クビ ３．３�
４７ � オールエモーション 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 守氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 ４２４＋ ６ 〃 ハナ １５３．８�
７１４ リビングプルーフ 牝４鹿 ５５ 福永 祐一吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４２８± ０ ５５．６クビ ６．６�
３５ グリューネワルト 牝４青鹿５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４８２± ０ 〃 クビ １０．５�
５９ 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± ０ ５５．８１ ４．４	
３６ � コーリンハッピー 牝３芦 ５２ 伊藤 工真伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 B４５８－１０ 〃 アタマ ２３０．０

５１０ カルテブランシェ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 B４５２＋ ４ 〃 クビ ２２．５�
１１ ミラグロレディ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 B４６８－ ２ ５５．９クビ ３４．８�
２３ 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± ０ ５６．０� １５２．２
６１１ ロトドレッサー 牝３黒鹿５２ 大野 拓弥�広富牧場 藤原 辰雄 日高 古本 正則 ４４４＋ ２ 〃 クビ ２９．３�
８１８ ベストクローン 牝３鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 ４６６＋１２ ５６．１クビ ８．２�
６１２ ユウキサンオーラ 牝４鹿 ５５ 青木 芳之ちきり組合 菊沢 隆徳 新ひだか クドウファーム ４３８＋ ４ 〃 クビ １０７．７�
７１３ レーシングマーチ 牝４栗 ５５ 江田 照男松平 恭司氏 佐藤 吉勝 日高 松平牧場 ４３０＋ ８ ５６．８４ １４３．１�
７１５ サクラベッシー 牝４鹿 ５５ 村田 一誠�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 山田牧場 ５０６＋１６ ５７．１２ １２．１�
８１６ ニシノツインクル 牝４黒鹿５５ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４３６± ０ ５７．２クビ １４．９�
２４ � ソ ワ ー ル 牝３芦 ５２

４９ ▲横山 和生水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 ４１２－ ６ ５８．４７ １１８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５５，６２３，９００円 複勝： ７５，９１０，４００円 枠連： ５８，０３５，９００円

馬連： １７２，３３７，２００円 馬単： ９８，９８７，３００円 ワイド： ６１，４１６，０００円

３連複： ２１２，３５６，２００円 ３連単： ４１３，６２４，２００円 計： １，１４８，２９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，５４０円 複 勝 � ９３０円 � ６５０円 � １６０円 枠 連（１－４） ９，４９０円

馬 連 �� ３２，７９０円 馬 単 �� ６６，３００円

ワ イ ド �� ７，５６０円 �� ２，７２０円 �� ２，０２０円

３ 連 複 ��� ５６，４２０円 ３ 連 単 ��� ５６９，５１０円

票 数

単勝票数 計 ５５６２３９ 的中 � ９６５９（１２番人気）
複勝票数 計 ７５９１０４ 的中 � １７１８５（１２番人気）� ２５７８７（９番人気）� １７１４８４（１番人気）
枠連票数 計 ５８０３５９ 的中 （１－４） ４５１５（２１番人気）
馬連票数 計１７２３３７２ 的中 �� ３８７９（７２番人気）
馬単票数 計 ９８９８７３ 的中 �� １１０２（１４０番人気）
ワイド票数 計 ６１４１６０ 的中 �� １９７１（６２番人気）�� ５５７３（２９番人気）�� ７５８１（２１番人気）
３連複票数 計２１２３５６２ 的中 ��� ２７７８（１４５番人気）
３連単票数 計４１３６２４２ 的中 ��� ５３６（１１５９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．５―１０．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．３―３２．８―４３．３

上り４F４３．４－３F３３．１
勝馬の
紹 介

ラルティスタ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００９．７．１２ 福島５着

２００７．４．６生 牝４黒鹿 母 セクシーココナッツ 母母 ココパシオン １０戦２勝 賞金 １５，７００，０００円

５レース目



（２３新潟３）第６日 ７月３１日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８１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

１９４，４２０，０００円
１，０９０，０００円
８，８００，０００円
１，３００，０００円
１８，４１０，０００円
６２，２２７，５００円
５，３８０，８００円
１，７９１，９００円

勝馬投票券売得金
３６１，７３６，４００円
５９０，１５８，５００円
３０３，８８８，６００円
１，１２８，４２５，９００円
７２０，９８２，９００円
３９２，８１７，４００円
１，３１２，７５５，５００円
２，６３１，９３８，１００円
１，１７４，８１５，５００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
５ 重 勝
計 ８，６１７，５１８，８００円

総入場人員 １３，１３５名 （有料入場人員 １１，４２９名）


