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２００４９ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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

５５．４
５５．４

良

良

７９ グ レ カ ー レ 牝２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 ４１６－ ４ ５６．２ ２．２�

８１１ ワ ン パ ン チ 牡２芦 ５４
５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ３８８± ０ ５６．９４ ６．３�

７１０ サンマルマズル 牡２鹿 ５４ 中舘 英二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 ４３８－ ８ 〃 クビ １１．１�
６７ オ ン ラ イ ン 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 ４６６± ０ ５７．１１� ２６．２�
３３ スーパーアース 牝２黒鹿５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４４０± ０ 〃 ハナ １４．２�
６８ ミラクルチャンス 牝２栗 ５４ 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４８６－ ４ ５７．４１� ５４．１�
１１ ドヴァラパーラ 牡２栗 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２２± ０ ５７．８２� １２６．４	
５５ ヒアルロンサン 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 ４２６－ ４ ５８．０１� ５．６

５６ マ イ ネ ロ ア 牝２黒鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４４２± ０ ５８．１� １１．８�
８１２ シェランコントレ 牡２栗 ５４ 吉田 豊大塚亮一� 田村 康仁 浦河 バンブー牧場 ４３８－ ２ 〃 クビ １１．３
４４ ケ イ 牡２青 ５４

５１ ▲杉原 誠人平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４５８－ ８ ５８．３１� １６．７�
２２ メニーナドソル 牝２鹿 ５４

５１ ▲原田 和真久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ３９８± ０ ５８．７２� ９９．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，５０２，１００円 複勝： ２７，７５０，２００円 枠連： １１，０５７，７００円

馬連： ３８，０５５，８００円 馬単： ２８，２７２，１００円 ワイド： １６，４５０，８００円

３連複： ５４，４２０，３００円 ３連単： ８９，７５６，８００円 計： ２８１，２６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ３７０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ６４０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ６，８１０円

票 数

単勝票数 計 １５５０２１ 的中 � ５６１０７（１番人気）
複勝票数 計 ２７７５０２ 的中 � １０５０９４（１番人気）� ３８１７２（２番人気）� １８４６７（５番人気）
枠連票数 計 １１０５７７ 的中 （７－８） ２２３９３（２番人気）
馬連票数 計 ３８０５５８ 的中 �� ４４１１３（１番人気）
馬単票数 計 ２８２７２１ 的中 �� ２１９３０（１番人気）
ワイド票数 計 １６４５０８ 的中 �� １６３２３（２番人気）�� ６０９８（６番人気）�� ３８４６（１２番人気）
３連複票数 計 ５４４２０３ 的中 ��� １９５３６（３番人気）
３連単票数 計 ８９７５６８ 的中 ��� ９７３３（６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．０―１０．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．５―３３．５―４４．０

上り４F４４．１－３F３３．７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グ レ カ ー レ �
�
父 サムライハート �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１２．７．１４ 新潟３着

２０１０．５．１２生 牝２鹿 母 マルゼンカーニバル 母母 カーニバルⅡ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

２００５０ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

１１ � アンバウンド 牝３栗 ５４ 北村 宏司�大樹ファーム 大竹 正博 米 Colts Neck
Stables, LLC. ４７０－ ４１：１１．９ ３．６�

３４ ショウナンワヒネ 牝３鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人�湘南 伊藤 大士 浦河 桑田牧場 ４８４＋ ６１：１２．０� ２．２�

５８ ミラクルミイクン 牡３鹿 ５６ 江田 照男内藤 好江氏 矢野 照正 日高 中館牧場 ５１８－ ６１：１２．４２� ８．７�
２２ ウエスタンスマイル 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム ５４２＋ ４１：１２．６� １６．５�
６１０ セイウングーノネ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 競優牧場 ４７０－ ２１：１２．７� ６５．６�
４７ コスモソウタ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 ４７０＋３２１：１３．３３� １１．０�
６１１ アルマサント 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥コウトミックレーシング 高木 登 日高 渋谷 健作 ４８４－ ２１：１３．６２ １７．３	
７１３ セツゲツフウカ 牝３栗 ５４ 田中 勝春�樽さゆり氏 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 ４２４－ ４１：１３．７� ８２．８

４６ コスモゴウテン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新ひだか 前川 隆則 ４６２＋ ６ 〃 クビ １３４．１�
７１２ アキノアポロ 牡３芦 ５６ 西田雄一郎穐吉 正孝氏 田中 剛 青森 諏訪牧場 ４９２－１２１：１４．１２� ３８７．１�
８１５ アンタイトルド 牡３栗 ５６

５３ ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４１：１４．２� ７．６
２３ ダ イ ゴ ミ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 ４３８－ ８１：１４．４１� １０５．０�
３５ テイエムアドニス 牡３栗 ５６ 吉田 豊竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 山際セントラルスタッド ４５２ ―１：１６．４大差 ２９３．２�
８１４ エンジョーイアゲン 牡３栗 ５６ 武士沢友治浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 荒谷 英俊 ４４２－１２ （競走中止） ４４３．８�
５９ セイカエスペランサ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠久米 誠氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４７６－ ８ （競走中止） １２２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，３８５，６００円 複勝： ３６，９５９，０００円 枠連： １０，１０９，０００円

馬連： ４１，６７８，６００円 馬単： ２９，８９８，９００円 ワイド： １８，６０５，４００円

３連複： ５５，５９７，７００円 ３連単： ９６，８２０，０００円 計： ３１０，０５４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－３） ５００円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ６９０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ５，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２０３８５６ 的中 � ４５２７１（２番人気）
複勝票数 計 ３６９５９０ 的中 � ５１８６１（２番人気）� １５０５３０（１番人気）� ３９７４８（３番人気）
枠連票数 計 １０１０９０ 的中 （１－３） １４９７９（１番人気）
馬連票数 計 ４１６７８６ 的中 �� ６２５２４（１番人気）
馬単票数 計 ２９８９８９ 的中 �� ２４０８３（１番人気）
ワイド票数 計 １８６０５４ 的中 �� ２２７０５（１番人気）�� ５６４４（７番人気）�� １７７３５（２番人気）
３連複票数 計 ５５５９７７ 的中 ��� ３１８４２（１番人気）
３連単票数 計 ９６８２００ 的中 ��� １３５１９（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．５―１２．６―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．５―４７．１―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アンバウンド �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１２．４．２２ 東京１８着

２００９．４．２３生 牝３栗 母 Possibility 母母 Personal Ensign ２戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔競走中止〕 セイカエスペランサ号は，競走中に疾病〔右第３中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中

止。
エンジョーイアゲン号は，最後の直線コースで，転倒した「セイカエスペランサ」号に触れてつまずき，騎手が落馬したた

め競走中止。
〔その他〕 アンバウンド号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。

テイエムアドニス号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 アンバウンド号は，平成２４年９月２８日まで出走できない。
※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） ２頭 シッチジョウジュ号・ドリームスクリーン号
（非抽選馬） ３頭 キタサンプライド号・スノービアンコ号・ディオニソス号

第２回 新潟競馬 第５日



２００５１ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５分 （芝・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．２
１：５６．１

良

良

７１４ ガ ン セ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 ４８６－ ２２：０１．０ ６．０�

１２ ショウナンハッブル 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４３６± ０２：０１．４２� ３７．５�
８１６ クイーンギムレット 牝３栗 ５４ 松岡 正海飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 ４２６± ０２：０１．５� ６．１�
５９ ステラーケイト 牝３栗 ５４ 北村 宏司井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 パカパカ

ファーム ４５４－ ６ 〃 クビ １６．２�
１１ ヤマニンオルタシア 牝３栗 ５４ 大野 拓弥土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４９８－ ６２：０１．６� １１．０�
２３ メイクイーン 牝３鹿 ５４ 江田 照男伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４６４＋ ６ 〃 アタマ ２６．７�
４８ キョウワアマテラス 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ６１．２	
３５ アンマリアトーレ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B５２０＋ ４ 〃 ハナ １８．７

６１１ マイネカメリア 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４００－ ６２：０２．０２� ７．７�
６１２ ブリリアントピース 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次山田 弘氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２６－ ６２：０２．３１� １０３．６
８１８ ジャストザハピネス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４３２± ０２：０３．２５ ２４．４�
７１３ コノハチャン 牝３鹿 ５４ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 武市 康男 日高 メイプルファーム ４２８± ０ 〃 アタマ ７．１�
５１０ ベ ア ー タ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二中田 和宏氏 勢司 和浩 平取 有限会社中

田牧場 ４９４＋ ６２：０３．３クビ ２２７．１�
４７ ハナズフォーティ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太M．タバート氏 加藤 和宏 平取 協栄組合 ４５６± ０２：０３．４� ２９８．１�
７１５ ヒットダミユキ 牝３鹿 ５４ 田中 博康�片山牧場 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４５６＋ ８２：０３．９３ １５３．７�
２４ トウカイアピール 牝３黒鹿５４ 木幡 初広内村 正則氏 成島 英春 日高 碧雲牧場 ４３８＋ ６２：０４．２１� ２７．７�
８１７ カーテンレイザー 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社

大原ファーム ４４２－１６２：１１．５大差 ２２．０�
３６ シェーンレーヴェ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 ４８２± ０ （競走中止） ４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，４３５，２００円 複勝： ３５，６９９，０００円 枠連： １６，９８４，１００円

馬連： ４６，９４０，４００円 馬単： ２９，２２９，２００円 ワイド： ２２，２７９，３００円

３連複： ６７，２６７，１００円 ３連単： ９９，８５９，８００円 計： ３３５，６９４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � １，１４０円 � ２２０円 枠 連（１－７） １，５８０円

馬 連 �� １１，８１０円 馬 単 �� １７，６００円

ワ イ ド �� ４，４６０円 �� ４８０円 �� ４，４４０円

３ 連 複 ��� ２１，１７０円 ３ 連 単 ��� １５４，５１０円

票 数

単勝票数 計 １７４３５２ 的中 � ２２９８４（２番人気）
複勝票数 計 ３５６９９０ 的中 � ５１３５５（１番人気）� ６３７２（１３番人気）� ４８９８６（２番人気）
枠連票数 計 １６９８４１ 的中 （１－７） ７９６７（７番人気）
馬連票数 計 ４６９４０４ 的中 �� ２９３５（４４番人気）
馬単票数 計 ２９２２９２ 的中 �� １２２６（６８番人気）
ワイド票数 計 ２２２７９３ 的中 �� １１６７（５５番人気）�� １２６８０（１番人気）�� １１７２（５４番人気）
３連複票数 計 ６７２６７１ 的中 ��� ２３４５（６９番人気）
３連単票数 計 ９９８５９８ 的中 ��� ４７７（５２３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１１．９―１２．７―１２．０―１２．３―１２．４―１２．０―１１．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．３―３６．２―４８．９―１：００．９―１：１３．２―１：２５．６―１：３７．６―１：４９．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガ ン セ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２０１１．１０．２ 中山２着

２００９．４．１５生 牝３鹿 母 ガデスオブマーシー 母母 ハイスタイルセッター １１戦１勝 賞金 １４，３６０，０００円
〔競走中止〕 シェーンレーヴェ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 カーテンレイザー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 カーテンレイザー号は，平成２４年８月２８日まで出走できない。
※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 エスキナンサス号

２００５２ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１４ コスモガラサ 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 B４４６± ０１：５６．９ ２３．８�

７１２ マックスロノ 牡３栗 ５６ 田中 勝春田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 ４９０＋ ８ 〃 クビ １１．５�
１１ レッドアヴァロン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 浜本牧場 B５００± ０１：５７．０� ２．７�
５８ ヨシールストーム 牡３栗 ５６ 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 畑端牧場 ５１４＋ ６１：５７．２１� １０．４�
２３ エースドライバー �３鹿 ５６ 大野 拓弥 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４５０－ ２１：５７．４１� ９．５�
６１１ コスモマイギフト 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 ４８２－ ４１：５７．７１� ３．３	
６１０ シルクスノーマン 牡３芦 ５６ 木幡 初広有限会社シルク牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４５６± ０１：５７．８� １４１．３

７１３ ベルガリオン 牡３青鹿５６ 内田 博幸 �社台レースホース二ノ宮敬宇 平取 追分ファーム ４７６± ０１：５８．０１ ５．８�
２２ レッドロブレス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４６４± ０１：５８．３２ ９１．６�
４６ ドラゴンピース 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ５０６ ― 〃 ハナ ４５．５
８１５ ルチルマニッシュ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか 見上牧場 ４５８± ０１：５８．５１� １７８．４�
５９ コトブキセンプウ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠尾上 松壽氏 高橋 裕 新ひだか 小倉 光博 ４７２＋ ２１：５９．４５ １４４．５�
３４ ハクサンストーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次河� 五市氏 石毛 善彦 日高 下河辺牧場 ４６０ ―１：５９．９３ １６６．４�
３５ スペシャルライド 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 ４６６ ―２：０１．５１０ １５４．６�
４７ ベルウッドテンプウ 牡３栗 ５６ 江田 照男鈴木 照雄氏 中川 公成 浦河 笹島 政信 B５３６＋１８ （競走中止） １３２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，０８４，４００円 複勝： ３１，２４３，６００円 枠連： １２，３９１，９００円

馬連： ３８，２９１，２００円 馬単： ２８，７４７，１００円 ワイド： １９，８６５，５００円

３連複： ５３，６８９，３００円 ３連単： ９０，５３５，１００円 計： ２９３，８４８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３８０円 複 勝 � ４１０円 � ２７０円 � １４０円 枠 連（７－８） ２，４７０円

馬 連 �� ６，９１０円 馬 単 �� １７，８６０円

ワ イ ド �� １，５８０円 �� ９１０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ７，０２０円 ３ 連 単 ��� ６３，６４０円

票 数

単勝票数 計 １９０８４４ 的中 � ６３４５（７番人気）
複勝票数 計 ３１２４３６ 的中 � １５０５５（７番人気）� ２６６５９（６番人気）� ８８１７８（１番人気）
枠連票数 計 １２３９１９ 的中 （７－８） ３７０９（１０番人気）
馬連票数 計 ３８２９１２ 的中 �� ４０９２（２１番人気）
馬単票数 計 ２８７４７１ 的中 �� １１８８（４５番人気）
ワイド票数 計 １９８６５５ 的中 �� ２９６５（１９番人気）�� ５３８６（１１番人気）�� ９０４４（６番人気）
３連複票数 計 ５３６８９３ 的中 ��� ５６５２（２５番人気）
３連単票数 計 ９０５３５１ 的中 ��� １０５０（１９４番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１３．６―１４．４―１３．３―１２．５―１３．１―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．７―３８．３―５２．７―１：０６．０―１：１８．５―１：３１．６―１：４４．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモガラサ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１１．１０．２２ 東京７着

２００９．４．１２生 牡３黒鹿 母 セ イ チ ー ズ 母母 エ ク ボ １０戦１勝 賞金 ７，３４０，０００円
〔競走中止〕 ベルウッドテンプウ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため１コーナー通過後に競走中止。



２００５３ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１２時２５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

８１６ シェイクザバーレイ 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５２０ ―１：３５．５ ３．７�

１１ インパルスヒーロー 牡２鹿 ５４ 田中 勝春佐々木完二氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８６ ―１：３５．９２� ５．０�
６１１ キネオハレー 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４８０ ―１：３６．２２ ３６．２�
１２ シーユーアラウンド 牡２黒鹿５４ 松岡 正海吉田 勝己氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４５０ ―１：３６．３� ３３．３�
３６ アンプリファイア 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４１０ ―１：３６．４� ７．７�
７１３ ニシノレゾネ 牡２栗 ５４ 吉田 隼人西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 ４４２ ― 〃 アタマ １５４．１	
５１０ タニセンダイナスト 牡２鹿 ５４ 石橋 脩染谷 幸雄氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 ４４８ ―１：３６．７１� ２４．５

４８ ドラゴンウォー 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６ ― 〃 アタマ １８．８�
２４ ボーラキアーラ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４６８ ―１：３７．１２� ９．５�
７１４ マイネルリボーン 牡２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム ４４２ ―１：３７．８４ ９８．１
６１２ エーブガッチャマン 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �レーシングホース
ジャパン 手塚 貴久 様似 様似渡辺牧場 ４１０ ―１：３７．９� ５０．４�

５９ スナークモーション 牝２鹿 ５４ 中舘 英二杉本 豊氏 嶋田 潤 新ひだか 見上牧場 ４３６ ―１：３８．６４ １１５．７�
３５ ウイニングスター 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠 �グリーンファーム 松田 国英 千歳 社台ファーム ４２４ ―１：３８．７� ２．９�
８１７ マルヨコマキ 牡２栗 ５４ 田中 博康野村 春行氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内白井牧場 ４２６ ―１：３９．１２� ２４７．６�
２３ グランダーマ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４５４ ― 〃 クビ １８６．１�
４７ スーパーフランカー 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 上野 正恵 ４７２ ―１：３９．５２� ３５４．２�
８１５ メストリサラ 牡２黒鹿５４ 木幡 初広 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３６ ―１：４１．６大差 ２４８．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，４５０，５００円 複勝： ２９，７９３，６００円 枠連： １４，３８５，４００円

馬連： ３９，２８４，５００円 馬単： ２７，６０１，６００円 ワイド： １８，１９１，５００円

３連複： ４９，０３９，３００円 ３連単： ８２，９１２，４００円 計： ２８１，６５８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � ２３０円 � ５７０円 枠 連（１－８） １，０３０円

馬 連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，５１０円

ワ イ ド �� ６００円 �� １，８７０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� １０，１３０円 ３ 連 単 ��� ３９，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２０４５０５ 的中 � ４３９３７（２番人気）
複勝票数 計 ２９７９３６ 的中 � ５４８４８（２番人気）� ３５３９３（４番人気）� １０８９６（８番人気）
枠連票数 計 １４３８５４ 的中 （１－８） １０３８３（４番人気）
馬連票数 計 ３９２８４５ 的中 �� ２０３９４（５番人気）
馬単票数 計 ２７６０１６ 的中 �� ８１３６（７番人気）
ワイド票数 計 １８１９１５ 的中 �� ７９５５（５番人気）�� ２３２６（２３番人気）�� ２３６０（２１番人気）
３連複票数 計 ４９０３９３ 的中 ��� ３５７６（３３番人気）
３連単票数 計 ８２９１２４ 的中 ��� １５４０（１１５番人気）

ハロンタイム １３．１―１０．８―１１．５―１１．７―１２．０―１２．５―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２３．９―３５．４―４７．１―５９．１―１：１１．６―１：２３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３６．４
３ １７＝６（１，１１）１６（２，１０）１３，７－（１２，１４）９，５（３，８）４，１５ ４ １７＝６，１１（１，１６）（２，１０）１３，７－（１２，１４）－（５，９）８，４，３－１５

勝馬の
紹 介

シェイクザバーレイ �
�
父 Duke of Marmalade �

�
母父 Galileo 初出走

２０１０．３．２７生 牡２鹿 母 ア ド ア ー ド 母母 Sudden Hope １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 エーブガッチャマン号の騎手嶋田純次は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（８番・５番・３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メストリサラ号は，平成２４年８月２８日まで平地競走に出走できない。
※スーパーフランカー号・ドラゴンウォー号・マルヨコマキ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２００５４ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時５５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

１：１１．１
１：１０．２

不良

不良

８１５ マイネオレンジ 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム ４５４ ―１：１４．０ ９．７�

３４ ト ド ロ ッ ク 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 ４７０ ―１：１４．２１� ６．３�
４７ サイレンスバード 牡２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４６８ ―１：１４．９４ ５９．９�
４６ ケイアイアラシ 牡２栗 ５４ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 浦河 富田牧場 ４９６ ―１：１５．２１� ３．０�
５９ グッドラックミー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４７２ ―１：１６．０５ ５．８�
６１０ トゥユアハート 牝２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人吉田喜代司氏 小野 次郎 日高 藤本ファーム ４２６ ― 〃 クビ １０．０�
７１３ コンプリートゲーム 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 ５１２ ―１：１６．１� ２７．９	
３５ シルバートーク 牡２芦 ５４ 二本柳 壮加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４７４ ―１：１６．２クビ １３２．６

１１ マクガフィン 牡２鹿 ５４ 田中 勝春山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 藤本牧場 ４４４ ―１：１６．６２� ４１．９�
８１４ トーセンハクオウ 牡２栗 ５４ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 池田 新田牧場 ５２８ ― 〃 クビ ５．７
６１１ ニシノラビッシュ 牝２鹿 ５４ 内田 博幸西山 茂行氏 伊藤 圭三 新冠 川上牧場 ４３６ ―１：１６．９２ １７．９�
７１２ デルマボウズダヌキ 牝２栗 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム ４５８ ―１：１８．０７ １２９．６�
２２ ヨイチピース 牡２栗 ５４ 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム ４３２ ―１：１８．１� １６０．７�
５８ グランデミルク 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣 �グランデオーナーズ 的場 均 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４７２ ―１：１９．０５ ７０．４�
２３ アーケオプテリクス 牝２鹿 ５４ 松岡 正海佐々木雄二氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４４４ ―１：２０．３８ ２３．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，９０１，７００円 複勝： ２８，４２１，３００円 枠連： １４，０７１，０００円

馬連： ３８，４９９，６００円 馬単： ２５，７６９，９００円 ワイド： １７，８９３，７００円

３連複： ４８，００５，７００円 ３連単： ７４，８３５，８００円 計： ２６４，３９８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３００円 � １９０円 � １，３４０円 枠 連（３－８） ９７０円

馬 連 �� ２，７１０円 馬 単 �� ５，４８０円

ワ イ ド �� １，２００円 �� ５，９５０円 �� ４，０３０円

３ 連 複 ��� ４２，３３０円 ３ 連 単 ��� ２２８，２２０円

票 数

単勝票数 計 １６９０１７ 的中 � １３８６９（５番人気）
複勝票数 計 ２８４２１３ 的中 � ２５３４８（６番人気）� ４８６６１（２番人気）� ４３８９（１１番人気）
枠連票数 計 １４０７１０ 的中 （３－８） １０７７６（５番人気）
馬連票数 計 ３８４９９６ 的中 �� １０５２１（１４番人気）
馬単票数 計 ２５７６９９ 的中 �� ３４７３（２７番人気）
ワイド票数 計 １７８９３７ 的中 �� ３８１５（１５番人気）�� ７２６（４９番人気）�� １０７８（３８番人気）
３連複票数 計 ４８００５７ 的中 ��� ８３７（１１２番人気）
３連単票数 計 ７４８３５８ 的中 ��� ２４２（５５６番人気）

ハロンタイム １２．８―１２．１―１１．９―１２．５―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．８―２４．９―３６．８―４９．３―１：０１．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネオレンジ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

２０１０．３．１生 牝２栗 母 コスモバレンシア 母母 スナークバンダム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アーケオプテリクス号は，平成２４年８月２８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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 サルバドールハクイ号・スーパーフランカー号・ドラゴンウォー号・フレーズデボワ号・ペーパームーン号・

マルヨコマキ号・ミリオンガーネット号



２００５５ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時２５分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

７１５ ダイワベスパー 牝３黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２８－ ６１：０８．３ ６．５�

４７ カディーシャ 牝３栗 ５４ 田中 勝春 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 ４２２－ ４１：０８．４� ２．１�

５９ フリーダムシチー 牡３栗 ５６ 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 幾千世牧場 ４３６＋ ６１：０８．６１� １４．９�
１１ ラッキーストーム 牝３黒鹿５４ 江田 照男海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 岡田スタツド ４０６－ ６１：０８．８１� １５．６�
５１０ レッドヴェレーナ 牝３青 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４３６＋３０ 〃 ハナ ３８．３�
７１３ ウェルテクス 牡３黒鹿５６ 石橋 脩岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 ４７０± ０１：０９．０１� ３４．１�
８１８ デジタルデータ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６ 〃 ハナ ２１．０	
６１２ ラグジュリア 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４６２＋１４１：０９．１クビ １１８．２

１２ ケージーカグヤヒメ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 ４３４－ ８ 〃 アタマ ３２．１�
８１７ ド ウ デ ス 牡３栗 ５６ 吉田 豊星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 ５２４＋１０１：０９．３１� ５．４�
６１１ マイネルプレジャー 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム ４７８－ ２ 〃 ハナ ２４．２
７１４ ファセットカット 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム ４７６＋２０ 〃 クビ ２９．７�
２３ ダイワフランク 牡３鹿 ５６ 石神 深一大城 敬三氏 田中 剛 新ひだか 折手牧場 ５１４＋１０１：０９．５� １４２．２�
４８ ティルトザキルト 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５１０± ０ 〃 ハナ ３８．４�
３６ アイノホウソク 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド ４８４± ０１：１０．０３ ４２０．１�
３５ ウーハンネオ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社

大原ファーム ４６４－１６１：１０．３２ ３４６．８�
２４ クリスタルブランカ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４４８± ０１：１０．４� ２７．１�
８１６ ヤマニンオリアン 牡３栗 ５６ 中谷 雄太土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ４６０－ ６１：１１．８９ ３２０．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，１８７，２００円 複勝： ４０，６８１，５００円 枠連： １８，４７５，３００円

馬連： ５９，８０７，４００円 馬単： ３６，８１７，０００円 ワイド： ２６，５０３，７００円

３連複： ７５，７２７，４００円 ３連単： １２２，７９４，８００円 計： ４０３，９９４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 � ２５０円 枠 連（４－７） ５００円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，８００円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ９５０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ２，１５０円 ３ 連 単 ��� １２，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２３１８７２ 的中 � ２８５４９（３番人気）
複勝票数 計 ４０６８１５ 的中 � ５５２０８（２番人気）� １２７６３７（１番人気）� ３２２７７（４番人気）
枠連票数 計 １８４７５３ 的中 （４－７） ２７２８９（１番人気）
馬連票数 計 ５９８０７４ 的中 �� ７３３６３（１番人気）
馬単票数 計 ３６８１７０ 的中 �� １５１６６（５番人気）
ワイド票数 計 ２６５０３７ 的中 �� ２１４９２（１番人気）�� ６１２２（１０番人気）�� ２０５６０（２番人気）
３連複票数 計 ７５７２７４ 的中 ��� ２６０３５（２番人気）
３連単票数 計１２２７９４８ 的中 ��� ７２７６（１６番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１１．０―１１．６―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．３―３３．３―４４．９―５６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３５．０
３ １５，１８，１７（３，９）７（１，４，１６）１１，２，１０（６，１４）１２－１３，８－５ ４ １５，１８（９，１７）（３，７）１（２，４，１６）（１０，１１）１２（６，１４）１３－８－５

勝馬の
紹 介

ダイワベスパー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Gone West デビュー ２０１２．１．２８ 東京３着

２００９．４．１６生 牝３黒鹿 母 ダイワリプルス 母母 Silken Ripples ４戦１勝 賞金 ７，３１０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニンオリアン号は，平成２４年８月２８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 イカルストミー号・ノムラクインワルツ号・フォーティスタン号

２００５６ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４６ セイカフォルテ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４８－ ２１：５２．６ ２．７�

７１２ ドラゴンヴォイス 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４８＋ ４１：５２．９２ ２．９�
２２ ネ グ レ ス コ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 新冠 アサヒ牧場 B４６４＋ ４１：５３．５３� ２５．２�
５８ ツクババンドーオー 牡３鹿 ５４ 武士沢友治荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 ４９４＋ ８１：５３．８２ ８．８�
３４ ブロックコード 牡４青鹿５７ 田中 勝春�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４８８± ０１：５３．９クビ １２．７�
８１５ ボンジュールエール 牡３栗 ５４ 大野 拓弥田中善次郎氏 高木 登 新ひだか 前川 正美 ４５８＋ ４１：５４．２１� ８０．５�
７１３ ベストオブケン 牡４黒鹿５７ 吉田 豊中西 宏彰氏 鈴木 孝志 新冠 川上牧場 B４５８＋ ２１：５４．４１ ６９．１	
４７ カントリースノー 牡５黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B５１４－１０１：５４．６１� ２４．４

８１４ リアルフレア 牡３栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５０－ ８１：５５．３４ ９．１�
５９ 	 プ ル プ ル 牝６鹿 ５５ 田中 博康栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 辻 牧場 ４４４－ ４１：５５．６１� １１６．５�
６１１ トップストライド 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４８４－ ６１：５５．７� １３６．４
６１０ カバリノランパンテ 牡３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４５６－ ２ 〃 ハナ １７０．１�

２３ アポロマーベリック 牡３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 ５０４＋ ４１：５５．９１
 ３３．７�

１１ 	 シンボリアミアン �５鹿 ５７ 中舘 英二シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ５２２＋１０１：５６．１１
 １６３．１�
３５ ディアフォルティス 牡４黒鹿５７ 松岡 正海ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか 中田 英樹 B４８４＋１０１：５６．８４ １３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，２６６，７００円 複勝： ４１，５４７，０００円 枠連： １８，２４８，７００円

馬連： ６７，８３５，８００円 馬単： ４２，３０６，７００円 ワイド： ２８，４３３，５００円

３連複： ８４，３５３，６００円 ３連単： １４７，３５０，６００円 計： ４５５，３４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ３８０円 枠 連（４－７） ３５０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ９６０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� ６，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２５２６６７ 的中 � ７５５８６（１番人気）
複勝票数 計 ４１５４７０ 的中 � １０４１４６（２番人気）� １０６５６３（１番人気）� １７７１７（８番人気）
枠連票数 計 １８２４８７ 的中 （４－７） ３９０８５（１番人気）
馬連票数 計 ６７８３５８ 的中 �� １３７６５８（１番人気）
馬単票数 計 ４２３０６７ 的中 �� ４２０００（１番人気）
ワイド票数 計 ２８４３３５ 的中 �� ５６１８１（１番人気）�� ５９９５（１３番人気）�� ８５９７（１０番人気）
３連複票数 計 ８４３５３６ 的中 ��� ３３８４３（６番人気）
３連単票数 計１４７３５０６ 的中 ��� １５７３６（１２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．５―１３．２―１３．２―１２．４―１２．９―１２．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．７―４９．９―１：０３．１―１：１５．５―１：２８．４―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイカフォルテ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Halo デビュー ２０１０．１１．１３ 東京３着

２００８．４．２９生 牡４鹿 母 サンデーズシス 母母 Wishing Well １８戦３勝 賞金 ３２，４００，０００円
〔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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オメガキングコング号
（非抽選馬） ５頭 ウマテック号・スペシャルザダイヤ号・トーアクリスタル号・トーホウベスト号・ヤマニンクラバット号



２００５７ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５日 第９競走 ��
��１，８００�

せ ん か く わ ん

尖 閣 湾 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１２ フルアクセル 牡４栗 ５７ 石橋 脩山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：４４．８ ４．５�

７１０ インプレザリオ 牡４栗 ５７ 岩田 康誠青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８８＋ ４１：４４．９� １．９�
１１ セ ミ ニ ョ ン 牝４鹿 ５５ 北村 宏司伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 ４６４－ ２１：４５．１１� ２２．７�
５５ マイネルマルシェ 牡５黒鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４５２± ０１：４５．３１� ４９．０�
３３ 	 ヒカルハヤブサ 牡３黒鹿５４ 大野 拓弥�橋 京子氏 高市 圭二 登別 登別上水牧場 B４７８－ ２１：４５．４� ２６．１�
４４ ラ ン ブ イ エ 牝４青 ５５ 西田雄一郎吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４７２＋１０１：４５．９３ １５．７�
６７ シルクレイノルズ 牡４青鹿５７ 内田 博幸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 ４９０± ０１：４６．０� ４．０	
６８ サクラオードシエル 牝３青鹿５２ 松岡 正海�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 ５００＋３２１：４６．４２� ４２．３

２２ バンダムクラウス 牡５鹿 ５７ 杉原 誠人山科 統氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 ４６２＋ ４１：４６．５� ２８２．５�
７９ トーセンパーシモン 牡５鹿 ５７ 江田 照男島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５５６＋１４ 〃 ハナ ３０．９
５６ 	 カンタベリーナイト 牡３鹿 ５４ 武士沢友治峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４９０＋ ６１：４６．６クビ ３４４．２�
８１１	 バイザルーマー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４５８－１２１：４７．０２� ９２．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３３，４０８，８００円 複勝： ６０，８３８，８００円 枠連： １７，５２０，４００円

馬連： ８４，６６８，５００円 馬単： ６４，４６９，８００円 ワイド： ３３，６２５，２００円

３連複： １０１，８３４，１００円 ３連単： ２４６，５７９，３００円 計： ６４２，９４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � ２７０円 枠 連（７－８） ３３０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １，０３０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，８４０円 ３ 連 単 ��� ８，２８０円

票 数

単勝票数 計 ３３４０８８ 的中 � ５９０７８（３番人気）
複勝票数 計 ６０８３８８ 的中 � ９７１８５（２番人気）� ２７１７１８（１番人気）� ３１５３８（５番人気）
枠連票数 計 １７５２０４ 的中 （７－８） ４０１７７（１番人気）
馬連票数 計 ８４６６８５ 的中 �� １６２４２４（２番人気）
馬単票数 計 ６４４６９８ 的中 �� ４３７４０（４番人気）
ワイド票数 計 ３３６２５２ 的中 �� ５７５６７（１番人気）�� ６６６０（１２番人気）�� １３５３４（５番人気）
３連複票数 計１０１８３４１ 的中 ��� ４０９３９（５番人気）
３連単票数 計２４６５７９３ 的中 ��� ２２０００（２０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．４―３４．８―４６．１―５７．４―１：０８．８―１：２１．０―１：３２．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フルアクセル �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１１．２．２０ 東京４着

２００８．４．１３生 牡４栗 母 アクセラレイション 母母 Whirlwind １２戦３勝 賞金 ３８，１０８，０００円

２００５８ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５日 第１０競走 ��
��２，２００�

さ ど

佐 渡 特 別
発走１５時１０分 （芝・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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．０

良

良

７９ ニューダイナスティ 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０＋ ２２：１１．０レコード ４．２�

７８ ゴールドブライアン 牡４青鹿５７ 吉田 隼人杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４５６＋ ４２：１１．４２� ３．６�
３３ バウンシングライト 牡７栗 ５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 小島 太 早来 ノーザンファーム ４８８－ ２２：１１．５� ６．５�
６７ ネオブラックダイヤ 牡４青鹿５７ 北村 宏司小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－ ６２：１１．８１� ３．６�
１１ トーセンペトリュス 牡６栗 ５７ 石橋 脩島川 �哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５２２＋ ８２：１２．１１� ３２．１�
６６ 	 クラレットジャグ 
７鹿 ５７ 内田 博幸 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４７６± ０２：１２．３１� １０．３	
４４ ハイクラウン 牡３栗 ５４ 柴田 善臣渡邊 隆氏 松山 康久 新冠 森 牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ７．３

８１１ プロヴィデンス 牡６鹿 ５７ 木幡 初広臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５０６－ ４２：１２．５１� ４５．０�
８１０ シンボリローレンス 
７黒鹿５７ 江田 照男シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９２± ０２：１２．７１� １１８．９�
２２ フランドルシチー 牡７鹿 ５７ 大野 拓弥 友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５２４－１２ 〃 クビ １３９．３�
５５ マイネルネオハート 牡５黒鹿５７ 武士沢友治 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４７０＋１０２：１３．１２� １５９．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３３，９８４，８００円 複勝： ５５，１６８，３００円 枠連： ２２，４２２，７００円

馬連： ９９，２２２，３００円 馬単： ５９，２４９，０００円 ワイド： ３３，３０２，２００円

３連複： １１７，９６３，４００円 ３連単： ２３９，２３６，８００円 計： ６６０，５４９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � ２００円 枠 連（７－７） ９２０円

馬 連 �� １，０３０円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� ６９０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ２，３６０円 ３ 連 単 ��� １０，５９０円

票 数

単勝票数 計 ３３９８４８ 的中 � ６４１２１（３番人気）
複勝票数 計 ５５１６８３ 的中 � ６４７９６（４番人気）� １３５８０１（１番人気）� ６５９５４（３番人気）
枠連票数 計 ２２４２２７ 的中 （７－７） １８１０５（４番人気）
馬連票数 計 ９９２２２３ 的中 �� ７１２６１（４番人気）
馬単票数 計 ５９２４９０ 的中 �� ２２１５５（６番人気）
ワイド票数 計 ３３３０２２ 的中 �� １９９３４（５番人気）�� １１３１２（１０番人気）�� ２０２６９（４番人気）
３連複票数 計１１７９６３４ 的中 ��� ３６９８４（７番人気）
３連単票数 計２３９２３６８ 的中 ��� １６６８１（２７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．１―２４．５―３５．９―４８．０―１：００．８―１：１２．４―１：２４．４―１：３６．２―１：４８．２―１：５９．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニューダイナスティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dynaformer デビュー ２０１１．１１．２７ 京都２着

２００９．２．１６生 牡３鹿 母 ダイナズクラブ 母母 Dancey Kate ７戦３勝 賞金 ３２，６０３，０００円
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２００５９ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�

かんえつ

関越ステークス
発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，２３．７．３０以降２４．７．２２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

賞 品
本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１０ トウショウフリーク 牡５鹿 ５６ 内田 博幸トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７８＋ ６１：５０．８ １．７�

７９ コ ン ノ ー ト 牡４鹿 ５５ 田中 勝春浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４１：５１．１１� ３．３�
６８ サイモントルナーレ 牡６栗 ５２ 柴田 善臣澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 B４５２± ０ 〃 アタマ ４６．４�
３３ タマモクリエイト 牡７鹿 ５４ 江田 照男タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１０－ ８１：５２．１６ ４６．０�
１１ ナニハトモアレ 牡６黒鹿５５ 岩田 康誠北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５１２＋１０１：５２．４２ １９．２�
８１１ イーグルドライヴ 牡５栗 ５１ 大野 拓弥�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B５２８＋１４１：５２．７１� ６３．９	
８１２� モエレエターナル 牝６鹿 ４８ 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 中村 和夫 ４５８－１８１：５３．１２� １８８．７

４４ アドバンスウェイ 牡６鹿 ５５ 木幡 初広西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ５０２＋ ２１：５３．６３ １２．４�
５６ ホッカイカンティ 牡７鹿 ５６ 石橋 脩�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ５２２＋ ２１：５４．３４ ５０．２�
２２ ダノンエリモトップ 牡６鹿 ５３ 松岡 正海�ダノックス 森 秀行 えりも エクセルマネジメント ５４０＋ ４１：５４．４� ２７．７
５５ ウインペンタゴン 牡６鹿 ５５ 中舘 英二�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４８８－ ６１：５４．５クビ １６．７�
６７ スーブルソー 	５鹿 ５２ 吉田 隼人 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４９４－１６１：５５．１３� ３６．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ６４，７２１，１００円 複勝： １０５，２５５，５００円 枠連： ４５，１１９，８００円

馬連： ２０６，９１７，７００円 馬単： １４５，４０８，５００円 ワイド： ７９，２６１，９００円

３連複： ２７５，７９１，２００円 ３連単： ６７０，６２９，２００円 計： １，５９３，１０４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ４３０円 枠 連（７－７） ２８０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ４００円

ワ イ ド �� １５０円 �� ９４０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� １，９５０円 ３ 連 単 ��� ４，８３０円

票 数

単勝票数 計 ６４７２１１ 的中 � ３１７７３４（１番人気）
複勝票数 計１０５２５５５ 的中 � ４５０１４５（１番人気）� ２１１９２８（２番人気）� ３００３６（８番人気）
枠連票数 計 ４５１１９８ 的中 （７－７） １２０２７６（１番人気）
馬連票数 計２０６９１７７ 的中 �� ５６２９７２（１番人気）
馬単票数 計１４５４０８５ 的中 �� ２６８６０４（１番人気）
ワイド票数 計 ７９２６１９ 的中 �� １９３９７２（１番人気）�� １６３１８（１１番人気）�� １３５９６（１４番人気）
３連複票数 計２７５７９１２ 的中 ��� １０４７２７（７番人気）
３連単票数 計６７０６２９２ 的中 ��� １０２５１０（１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１２．３―１２．４―１２．３―１３．１―１２．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３５．１―４７．４―５９．８―１：１２．１―１：２５．２―１：３７．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トウショウフリーク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．１１．２２ 京都３着

２００７．５．２１生 牡５鹿 母 タバサトウショウ 母母 サマンサトウショウ １７戦６勝 賞金 １２１，７５６，０００円

２００６０ ７月２８日 晴 良 （２４新潟２）第５日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時３０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

５１０ エクセラントカーヴ 牝３黒鹿５２ 岩田 康誠吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４１６＋ ４１：２１．０ ２．８�

３６ ラ パ ー ジ ュ 牝３青鹿５２ 内田 博幸 �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 ４５２－１６１：２１．５３ ９．１�
７１３ マイネルスパイス 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 ４２０± ０ 〃 アタマ １５．２�
６１２ リアリーラヴユー 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：２１．７１ ９．９�
３５ ヤサカオディール 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 ４３２＋ ８ 〃 アタマ ３０．３�
４７ ダイヤモンドアスク 牝４黒鹿５５ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ７．７�
２３ キネオピューマ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣ジャパンフードビジネス� 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム ４３６－ ２１：２１．９１� ５．９	
６１１ サーストンサブリナ 牝４鹿 ５５ 小野寺祐太齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４６６＋ ６１：２２．０� ３５．９

２４ トーセンピアス 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲西村 太一島川 �哉氏 松永 康利 千歳 社台ファーム ４０８－ ８ 〃 アタマ １２０．６�
５９ バハドゥール 牡３鹿 ５４ 田中 勝春田所 英子氏 笹田 和秀 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６＋ ２１：２２．１� ６．５
１１ モンサンアポロ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎山下 新一氏 岩戸 孝樹 新冠 中村農場 ４６６± ０１：２２．３１� １１１．７�
７１５ コスモルミナス 牡３栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 ４５２＋ ２１：２２．４� ２０．５�
８１７ ボ サ ノ ヴ ァ 牝４栗 ５５ 村田 一誠吉田 勝己氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム ４２８＋１４ 〃 アタマ １７２．４�
８１６ ロベルクランツ 牡３鹿 ５４ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４０６－ ８１：２２．５� ５５．４�
７１４	 エムアイボニータ 牝５栗 ５５ 大野 拓弥馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 ４７０＋ ６１：２２．９２� ２７６．９�
８１８	 ユメノカケハシ 牝５青鹿５５ 田中 博康諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４５６－ ６ 〃 ハナ １１９．９�
１２ 	 オウカランマン 牝５鹿 ５５ 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新ひだか キヨタケ牧場 ４８６± ０ 〃 クビ １０８．５�
４８ 	 ガ イ ー ヌ 牝５栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人永田 和彦氏 石栗 龍彦 安平 ノーザンファーム ４３２＋１４ 〃 同着 ２３７．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４８，０３２，０００円 複勝： ８２，３３５，８００円 枠連： ４２，０７４，２００円

馬連： １３４，７４８，７００円 馬単： ７７，１８７，６００円 ワイド： ５９，８４１，８００円

３連複： １８４，３６４，６００円 ３連単： ３３９，１６６，７００円 計： ９６７，７５１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � ３３０円 枠 連（３－５） ７７０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，７６０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ８１０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� ４，７８０円 ３ 連 単 ��� １６，３１０円

票 数

単勝票数 計 ４８０３２０ 的中 � １３５９５０（１番人気）
複勝票数 計 ８２３３５８ 的中 � １９８５６３（１番人気）� ８２６８９（４番人気）� ５４１０２（７番人気）
枠連票数 計 ４２０７４２ 的中 （３－５） ４０３３４（３番人気）
馬連票数 計１３４７４８７ 的中 �� ８６７５０（３番人気）
馬単票数 計 ７７１８７６ 的中 �� ３２４６３（２番人気）
ワイド票数 計 ５９８４１８ 的中 �� ３３８４１（３番人気）�� １８１１３（７番人気）�� ９０４７（１９番人気）
３連複票数 計１８４３６４６ 的中 ��� ２８４７８（１３番人気）
３連単票数 計３３９１６６７ 的中 ��� １５３５３（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．２―３４．７―４６．３―５８．２―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エクセラントカーヴ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．１２．１１ 中山１着

２００９．４．２０生 牝３黒鹿 母 インディアナカーヴ 母母 Antique Auction ４戦２勝 賞金 ２２，７８９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 アルアラビアン号・ヴィーヴァブーケ号・ダイワスペシャル号・ドロ号・ミステリーコード号・ミヤコライジング号・

レッドストラーダ号



（２４新潟２）第５日 ７月２８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 １７８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

１８１，８６０，０００円
２，０８０，０００円
９，９８０，０００円
１，２１０，０００円
１６，０６０，０００円
５９，８０２，５００円
４，６２８，０００円
１，７０８，８００円

勝馬投票券売得金
３３８，３６０，１００円
５７５，６９３，６００円
２４２，８６０，２００円
８９５，９５０，５００円
５９４，９５７，４００円
３７４，２５４，５００円
１，１６８，０５３，７００円
２，３００，４７７，３００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，４９０，６０７，３００円

総入場人員 ８，４３４名 （有料入場人員 ７，０７９名）


