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２３０１３ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （芝・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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

１２ ヴァンフレーシュ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２１：２１．７ ６．４�

５１０ モグモグパクパク 牡２栗 ５４ 田中 勝春小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 ４３４－ ２１：２１．９１� ９．７�
５９ グラスソニック 牡２栗 ５４ 柴田 善臣半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４５０＋ ６ 〃 アタマ ４．１�
２４ レモンチャン 牝２栗 ５４ 中舘 英二ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：２２．０� ６．８�
７１３ ブリリアンシー 牡２芦 ５４ 岩田 康誠青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４６０± ０１：２２．６３� ３３．９�
１１ マイネルガブリエル 牡２黒鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 前谷 武志 ４７０± ０ 〃 クビ ２４．９	
３６ ミッキールドラ 牡２栗 ５４ 松岡 正海野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 ４８０＋１０１：２３．１３ ３５．４

６１２ インザチャーチ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 賀張中川牧場 ４１２＋ ２１：２３．２クビ ２６．８�
４７ ヤマニングランバル 牡２栗 ５４ 村田 一誠土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４２４－ ２ 〃 ハナ １４４．４�
８１５ ホークインザブルー 牡２鹿 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４５４＋ ２ 〃 クビ １４．３
８１６ シゲルヘビザ 牡２黒鹿５４ 和田 竜二森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 ４７６＋ ４１：２３．４１� ４．１�
２３ ナスケンプレアデス 牝２黒鹿５４ 増沢由貴子那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４５６－ ２１：２３．５� ２２４．３�
７１４ アルマダクロス 牡２栗 ５４ 北村 宏司栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 ４４２＋ ６１：２３．６� ２０．６�
４８ カシマシャドウ 牡２黒鹿５４ 西田雄一郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４３０± ０１：２３．９２ １０．４�
３５ スーパーフランカー 牝２鹿 ５４ 木幡 初広石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 上野 正恵 ４７６＋ ４１：２４．２２ ２９２．４�
６１１ カシノハッピー 牡２栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 ４３６＋ ２１：２４．５２ ３０３．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，７６６，８００円 複勝： ３１，６３３，０００円 枠連： １６，３２７，１００円

馬連： ５０，０７７，１００円 馬単： ３１，９２４，１００円 ワイド： ２２，１１５，５００円

３連複： ７２，９９０，２００円 ３連単： １０２，６０４，７００円 計： ３４３，４３８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２３０円 � ３１０円 � １６０円 枠 連（１－５） ９１０円

馬 連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ６，１００円

ワ イ ド �� １，３９０円 �� ６００円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ３，１６０円 ３ 連 単 ��� ２３，０８０円

票 数

単勝票数 計 １５７６６８ 的中 � １９４６５（３番人気）
複勝票数 計 ３１６３３０ 的中 � ３５１１８（４番人気）� ２２６７１（６番人気）� ６４０７３（１番人気）
枠連票数 計 １６３２７１ 的中 （１－５） １３３５０（２番人気）
馬連票数 計 ５００７７１ 的中 �� １２０９９（１３番人気）
馬単票数 計 ３１９２４１ 的中 �� ３８６４（２４番人気）
ワイド票数 計 ２２１１５５ 的中 �� ３７４９（１７番人気）�� ９４６８（２番人気）�� ７８０２（５番人気）
３連複票数 計 ７２９９０２ 的中 ��� １７０８４（５番人気）
３連単票数 計１０２６０４７ 的中 ��� ３２８１（４６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．４―１１．２―１１．９―１２．２―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．７―３３．９―４５．８―５８．０―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァンフレーシュ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１２．６．２４ 福島３着

２０１０．４．４生 牝２鹿 母 ティエッチグリーン 母母 Confirmed Dancer ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 ホークインザブルー号の騎手武士沢友治は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１６番への進路影響）

２３０１４ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

６１１ ホシニイノリヲ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５１６＋ ６１：５５．１ ２．１�

８１５ ストレイバード 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 浦河 小倉牧場 ４７４＋ ６１：５６．１６ ４．０�
８１４ リトルシェフ 牝３栗 ５４ 武士沢友治 �ローレルレーシング 尾関 知人 むかわ 清水ファーム ４１２＋ ８１：５６．６３ １８７．５�
５９ スネガエクスプレス 牝３青鹿５４ 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム ４８６－ ４ 〃 ハナ １０．３�
７１２ タイキローズベスト 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 ４２４＋ ２１：５６．９２ １１７．０�
２２ レッドスピリッツ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �東京ホースレーシング 中川 公成 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：５７．０� ７．１�
７１３ ニシノセルヴァ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 ４２０－ ８１：５７．５３ １１．７	
３４ エリザヴェータ 牝３青鹿５４ 大野 拓弥片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日高大洋牧場 ４８６－ ４ 〃 アタマ ４４．７

５８ キシュウファイン 牝３芦 ５４

５１ ▲山崎 亮誠木村 昌三氏 尾形 充弘 日高 日西牧場 ４６６± ０１：５７．８１� ２２４．０�
４７ プリッキーヌー 牝３栗 ５４ 江田 照男吉田 勝己氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４４０－ ２１：５８．１２ ２２．６�
４６ ダノンステラ 牝３青鹿５４ 岩田 康誠�ダノックス 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８＋１０１：５８．２� １３．５
２３ ト ッ ト ー ト 牝３鹿 ５４ 柴田 大知小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４３２－ ８１：５８．３クビ ２３７．４�
６１０ チ ッ ク 牝３青鹿５４ 柴田 善臣平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４６４－ ６２：００．２大差 ５８．３�
３５ リボンハート 牝３鹿 ５４ 田中 勝春村井 良孝氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B４３８－ ２ 〃 ハナ ８８．４�
１１ ガ ラ シ ア 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ４２：０１．２６ １１９．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，１２３，０００円 複勝： ２６，７０９，２００円 枠連： １１，７７２，３００円

馬連： ４１，３０２，４００円 馬単： ３３，９６７，３００円 ワイド： １８，５１３，６００円

３連複： ５５，０１１，５００円 ３連単： １００，７５１，５００円 計： ３０７，１５０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １，３６０円 枠 連（６－８） ３９０円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ６７０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ３，０７０円 �� ５，８８０円

３ 連 複 ��� １６，７９０円 ３ 連 単 ��� ４２，２３０円

票 数

単勝票数 計 １９１２３０ 的中 � ７３４０９（１番人気）
複勝票数 計 ２６７０９２ 的中 � ９０４４７（１番人気）� ５０４９０（２番人気）� ２７１７（１３番人気）
枠連票数 計 １１７７２３ 的中 （６－８） ２２７７８（１番人気）
馬連票数 計 ４１３０２４ 的中 �� ６９２９２（１番人気）
馬単票数 計 ３３９６７３ 的中 �� ３７４６１（１番人気）
ワイド票数 計 １８５１３６ 的中 �� ２７３６５（１番人気）�� １２８２（３２番人気）�� ６６１（４５番人気）
３連複票数 計 ５５０１１５ 的中 ��� ２４１９（４７番人気）
３連単票数 計１００７５１５ 的中 ��� １７６１（１３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３７．３―５０．５―１：０３．３―１：１５．８―１：２８．８―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．３
１
３
１１，１２（１，１５）（２，９）（３，７，６，１０）（８，５）１３－１４，４
１１（１２，１５）－９（１，６）（３，２，７）１０（８，１３，５）（４，１４）

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

勝馬の
紹 介

ホシニイノリヲ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１１．１０．９ 東京６着

２００９．３．２２生 牝３鹿 母 コンキスタドレス 母母 Bless You １１戦１勝 賞金 １３，５１０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チック号・リボンハート号・ガラシア号は，平成２４年９月１２日まで平地競走に出走できない。

第３回 新潟競馬 第２日



２３０１５ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２日 第３競走 ��
��１，２００�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 ４，６００，０００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

７１２ ストロングティラノ 牡３芦 ５６ 和田 竜二村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 B５００＋ ２１：１２．０ １５．６�

７１３ オーブライツ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 ４８０＋ ２１：１２．２１� ２．４�
５８ コンティヌアトーレ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ４９０－ ４１：１３．１５ ９１．６�

４６ バブルジェット 牡３鹿 ５６ 中舘 英二�Basic 田島 俊明 千歳 社台ファーム ５３８＋ ６１：１３．２� １１．９�
４７ 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 ５３６－ ６１：１３．３� １０．８�
８１５ プレミアムゴールド 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４７４＋ ６１：１３．５１� １０．６�
１１ 	 アンアミューズド 牝３鹿 ５４ 松岡 正海	大樹ファーム 二ノ宮敬宇 米 Walton

Breeding ４４６－１６ 〃 クビ １５．９

３５ 	 レッドガナドーラ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 米 Don L. Ming ５２０ ―１：１３．６� ３．０�
６１１ スポーツコート 牡３青 ５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 大平牧場 ４７０＋ ６１：１４．１３ ３６．５�
２３ タイタンフォンテン 牡３栗 ５６ 柴田 大知吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中神牧場 ４６８＋ ２１：１４．４２ ９５．３
６１０ リュウノスケ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行春藤 良一氏 根本 康広 新冠 津田牧場 ４６０＋２４１：１４．８２� ３７６．５�
２２ カシノモンスター 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４９２＋ ８１：１４．９クビ ２４９．３�
８１４ シッチジョウジュ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広下田穰一郎氏 二ノ宮敬宇 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４５０＋ ４１：１５．１１� ３４８．０�
５９ 	 ケイティーズミスト 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎有限会社シルク岩戸 孝樹 米 Masatake

Iida DVM B４５０－ ４１：１５．５２� ３４８．０�
３４ インディライト 牡３鹿 ５６ 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０＋ ４１：１６．５６ １８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，９７９，０００円 複勝： ３８，６１８，２００円 枠連： １６，０７２，４００円

馬連： ５５，３７１，７００円 馬単： ３９，５２７，１００円 ワイド： ２５，５１２，５００円

３連複： ７６，６３５，５００円 ３連単： １３１，９９１，２００円 計： ４０７，７０７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ３８０円 � １３０円 � １，６３０円 枠 連（７－７） １，３５０円

馬 連 �� １，６００円 馬 単 �� ４，１７０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� １０，２００円 �� ３，２００円

３ 連 複 ��� ３０，０４０円 ３ 連 単 ��� １８７，３３０円

票 数

単勝票数 計 ２３９７９０ 的中 � １２１６８（６番人気）
複勝票数 計 ３８６１８２ 的中 � ２１５７３（８番人気）� １２３２０７（１番人気）� ４１７９（１１番人気）
枠連票数 計 １６０７２４ 的中 （７－７） ８８０４（６番人気）
馬連票数 計 ５５３７１７ 的中 �� ２５６０３（７番人気）
馬単票数 計 ３９５２７１ 的中 �� ７０１０（１６番人気）
ワイド票数 計 ２５５１２５ 的中 �� １０６２５（７番人気）�� ５８８（５１番人気）�� １９０９（３４番人気）
３連複票数 計 ７６６３５５ 的中 ��� １８８３（８０番人気）
３連単票数 計１３１９９１２ 的中 ��� ５２０（４８３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．５―１２．１―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３４．７―４６．８―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストロングティラノ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２０ 新潟６着

２００９．１．３１生 牡３芦 母 メイクヒストリー 母母 シジェームサン ８戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔制裁〕 ストロングティラノ号の騎手和田竜二は，３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１４番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 インディライト号は，平成２４年９月１２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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フラッシュパッカー号
（非抽選馬） １頭 シークレットアーム号

２３０１６ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

７１２ タイセイローマン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 ４９０－ ２１：５４．３ ３．５�

５８ プ レ レ フ ア 牡３鹿 ５６ 池添 謙一 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５０４－ ２１：５４．６２ ５．０�
８１４ マイネルソウル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B４８８＋ ２１：５４．７クビ ２．３�
７１１ キネオスパーク 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 日高 新井 昭二 ４９２－ ２１：５４．８� １０．３�
６９ マイネルレーサー 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４６６＋ ２１：５５．５４ ２８．１�
１１ ダイメイサンデー 牡３青鹿５６ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４５８－ ２１：５５．６� ８２．５	
８１３ キ ン ラ ン 牡３栗 ５６ 安藤 勝己熊谷 貴之氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：５５．７� １１．４

４６ リブストロング 牡３芦 ５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 豊洋牧場 ４６０＋ ２１：５６．０２ １１０．３�
５７ ダブルピース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４８２± ０１：５６．６３� ２６９．９�
２２ クレバーエンペラー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田 正明氏 小西 一男 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B４８８＋ ２１：５６．８１� ４２．５�
４５ アンマリアトーレ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B５２８＋ ８１：５７．３３ ２４．６�
３４ オマエニホレタ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広吉田都枝江氏 土田 稔 新ひだか 朝野 勝洋 ５３８－ ４１：５８．６８ １５３．７�
３３ スズカロイス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一永井 啓弍氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 B４６６－ ４１：５９．６６ １６７．９�
６１０ ウェイティングバー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次キャピタルクラブ 和田正一郎 青森 諏訪牧場 ５１８－ ２２：００．０２� ３１８．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，２０８，２００円 複勝： ３４，７９４，１００円 枠連： １３，１７３，９００円

馬連： ４９，０６２，７００円 馬単： ３５，６０５，０００円 ワイド： ２０，９３６，７００円

３連複： ６５，４１０，１００円 ３連単： １１９，８３０，１００円 計： ３５８，０２０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（５－７） ８００円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １５０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� ４，６２０円

票 数

単勝票数 計 １９２０８２ 的中 � ４３９９９（２番人気）
複勝票数 計 ３４７９４１ 的中 � ７１５７１（２番人気）� ４８０１７（３番人気）� １１８９６６（１番人気）
枠連票数 計 １３１７３９ 的中 （５－７） １２２９１（３番人気）
馬連票数 計 ４９０６２７ 的中 �� ３３０８１（３番人気）
馬単票数 計 ３５６０５０ 的中 �� １２７１７（７番人気）
ワイド票数 計 ２０９３６７ 的中 �� １２２８２（３番人気）�� ４３９８４（１番人気）�� １８１７０（２番人気）
３連複票数 計 ６５４１０１ 的中 ��� ８４４４０（１番人気）
３連単票数 計１１９８３０１ 的中 ��� １９１８２（１０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１３．３―１２．２―１２．４―１３．３―１３．７―１２．６―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．９―３７．２―４９．４―１：０１．８―１：１５．１―１：２８．８―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

２
４

・（１２，１４）３，５，９，１１，４－１－７，８，６－２－１３，１０・（１２，１４）（１１，５）９，３（４，１）８，６（７，２）－１３－１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイローマン �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２０１１．１１．６ 東京６着

２００９．５．１３生 牡３鹿 母 タイランツフェイム 母母 フ ロ リ ン ダ ７戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカロイス号は，平成２４年９月１２日まで平地競走に出走できない。

ウェイティングバー号は，平成２４年１０月１２日まで平地競走に出走できない。



２３０１７ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２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）

牝，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

４８ バリローチェ 牝２黒鹿５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４４４ ―１：３６．６ １．７�

６１１ ハッピーポケット 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：３６．７� １３．６�
５９ シュンシャイン 牝２栗 ５４ 北村 宏司石川 博氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４４８ ―１：３６．８� ８０．０�
３６ サクラディソール 牝２鹿 ５４ 松岡 正海�さくらコマース尾関 知人 千歳 社台ファーム ４２６ ― 〃 アタマ ４．９�
７１３ ルーベンスクラフト 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６４ ―１：３７．０１� １５．０�
４７ ポッドジャンヌ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春小川眞査雄氏 大竹 正博 新ひだか 下屋敷牧場 ４８６ ―１：３７．１� １５．８	
１２ セビジャーナス 牝２黒鹿５４ 田中 博康加藤 厚子氏 浅野洋一郎 日高 広富牧場 ４３４ ―１：３７．２クビ ２１６．４

６１２ ラステラッサ 牝２栗 ５４ 和田 竜二有限会社シルク吉村 圭司 新ひだか 千代田牧場 ４４０ ―１：３７．７３ ２３．４�
８１５ コスモサウタール 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 むかわ 貞広 賢治 ４４４ ―１：３７．９１� ９１．５�
３５ ワイドロスメルタ 牝２栗 ５４ 池添 謙一幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 ４９２ ―１：３８．１１� ９．４
２４ パルトゥーラ 牝２栗 ５４ 中舘 英二加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 ４３８ ―１：３８．２� １７３．１�
５１０ アクロコリントス 牝２鹿 ５４ 江田 照男岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４７４ ―１：３８．４１� ４６．０�
２３ ミヤビビスカ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 ４３６ ―１：３８．５クビ ２２３．９�
７１４ ソムニアシチー 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 ４４２ ―１：３８．６� ８５．６�
８１６ トーセンレインボー 牝２栗 ５４ 石橋 脩島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６４ ―１：３９．０２� １３１．２�
１１ レディーピンク 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 ４４８ ―１：４０．６１０ １９５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８８６，４００円 複勝： ３３，３１４，５００円 枠連： １７，２０７，２００円

馬連： ４８，１２７，２００円 馬単： ３９，１９２，２００円 ワイド： ２１，９７８，７００円

３連複： ６２，００５，７００円 ３連単： １１７，６７７，２００円 計： ３６３，３８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ２７０円 � １，０６０円 枠 連（４－６） ４８０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド �� ５００円 �� １，７８０円 �� ５，２６０円

３ 連 複 ��� １０，４７０円 ３ 連 単 ��� ２７，８２０円

票 数

単勝票数 計 ２３８８６４ 的中 � １１７３４２（１番人気）
複勝票数 計 ３３３１４５ 的中 � １２５３０４（１番人気）� ２５９２５（４番人気）� ５０２０（９番人気）
枠連票数 計 １７２０７２ 的中 （４－６） ２６６９４（２番人気）
馬連票数 計 ４８１２７２ 的中 �� ３６６９７（３番人気）
馬単票数 計 ３９１９２２ 的中 �� ２４３５４（２番人気）
ワイド票数 計 ２１９７８７ 的中 �� １２０３４（４番人気）�� ２９４７（２２番人気）�� ９６８（３９番人気）
３連複票数 計 ６２００５７ 的中 ��� ４３７２（３１番人気）
３連単票数 計１１７６７７２ 的中 ��� ３１２２（７５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．２―１３．３―１２．９―１１．６―１０．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３６．０―４９．３―１：０２．２―１：１３．８―１：２４．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バリローチェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Potrillazo 初出走

２０１０．２．５生 牝２黒鹿 母 ポトリザリス 母母 Chaldee １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２３０１８ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２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

４７ ショウナンアンカー 牡２栗 ５４ 岩田 康誠国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム ４６２ ―１：２３．９ ４．４�

５９ サンライズウォー 牡２鹿 ５４ 内田 博幸松岡 隆雄氏 石坂 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５４ ― 〃 ハナ ２．８�

１２ サマーカエラ 牝２栗 ５４ 北村 宏司セゾンレースホース� 高橋 祥泰 安平 追分ファーム ４２２ ― 〃 クビ ４３．２�
８１５ エーシンマリーン 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信�栄進堂 高野 友和 新ひだか 土田 扶美子 ４５２ ―１：２４．１１� １３．７�
６１１ ファイアポイント 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人山上 和良氏 和田 正道 新ひだか 荒木 貴宏 ４４４ ―１：２４．２� ２３５．８�
４８ オーゴンチャチャ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 ４４４ ―１：２４．４１ ６．５�
７１４ ウエスタンカリーナ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ５００ ―１：２４．６１� １０５．０	
７１３ パンドラローズ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 武市 康男 えりも 上島牧場 ４５８ ―１：２４．９１� ９７．８

８１６ ハイラブソング 牝２芦 ５４ 小島 太一服部 新平氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４３６ ― 〃 ハナ ４３．５�
２４ ティアップサニー 牝２黒鹿５４ 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４６２ ― 〃 アタマ ９．６�
５１０ レーヴドプランス 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４８０ ―１：２５．１１� ８．６
３５ バーニングハート 牝２鹿 ５４ 松岡 正海吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 ４４０ ―１：２５．２� ２９．０�
８１７ アポロモノポリー 牡２鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 日高 前川 義則 ４１８ ―１：２５．３� ２７０．７�
１１ グロスヴァーグ 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥岡田 壮史氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド ４４６ ―１：２５．４クビ １４１．６�
３６ ステキトワイライト 牝２鹿 ５４ 和田 竜二小田切統二氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 ４４２ ― 〃 ハナ １５．６�
６１２ オリエンタルエジル 牡２鹿 ５４ 石橋 脩棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 ４７４ ―１：２５．７１� ２６．８�
２３ リネンナデシコ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 青森 石田 英機 ３９８ ―１：２５．８� １３５．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １９，２３７，３００円 複勝： ２７，８１５，６００円 枠連： １６，１０１，３００円

馬連： ４５，５９７，８００円 馬単： ３１，５８４，３００円 ワイド： ２０，１８９，９００円

３連複： ５９，４８３，０００円 ３連単： ９４，２０８，９００円 計： ３１４，２１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ８３０円 枠 連（４－５） ３００円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ２，２４０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ６，１６０円 ３ 連 単 ��� ２８，９５０円

票 数

単勝票数 計 １９２３７３ 的中 � ３４９２５（２番人気）
複勝票数 計 ２７８１５６ 的中 � ４９９６８（２番人気）� ６７８７５（１番人気）� ５６５８（１１番人気）
枠連票数 計 １６１０１３ 的中 （４－５） ３９６１０（１番人気）
馬連票数 計 ４５５９７８ 的中 �� ５１８６４（１番人気）
馬単票数 計 ３１５８４３ 的中 �� １６０５６（２番人気）
ワイド票数 計 ２０１８９９ 的中 �� ２０５４０（１番人気）�� ２０１１（３１番人気）�� ２８６３（２１番人気）
３連複票数 計 ５９４８３０ 的中 ��� ７１３４（１７番人気）
３連単票数 計 ９４２０８９ 的中 ��� ２４０２（７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．５―４６．６―５９．０―１：１１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアンカー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 サンダーガルチ 初出走

２０１０．２．１８生 牡２栗 母 ショウナンマドンナ 母母 ショウナンサンサン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ショウナンアンカー号の騎手岩田康誠は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことに

ついて過怠金１０，０００円。（５番・６番・１３番への進路影響）



２３０１９ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２日 第７競走 ��
��２，０００�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 ４，６００，０００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 ダノンアーチスト 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�ダノックス 大久保龍志 浦河 鎌田 正嗣 ５１４＋ ６２：０１．３ １．５�

３６ キングズクエスト �３栗 ５６ 石橋 脩岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４３８＋ ４２：０１．４� ３４．１�
５９ ヤマニンオルタシア 牝３栗 ５４ 江田 照男土井 薫氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５０６＋ ８２：０１．５� １１．０�
１１ デルマジュロウジン �３鹿 ５６ 北村 宏司浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４１６－ ４２：０１．７１� １８．５�
８１８ ブライトシャドウ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５２－ ６２：０１．９１ １７．３�
３５ ヤマニンノワゼット �３栗 ５６ 柴田 善臣土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４５２＋１４２：０２．０� ２７．２�
５１０ ネームオブザゲーム 牡３黒鹿５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４９２－ ２２：０２．１	 １６．７	
２３ ベルウッドワンキー 牡３青鹿５６ 西田雄一郎鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 B４６６＋ ６ 〃 ハナ ２２４．４

６１１ フェアリーフロス 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 ４６０＋ ２２：０２．２� １１９．２�
４８ ベルウッドホルン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド ４７８－ ２２：０２．３� ４．９
４７ グレイスフラワー 牝３青鹿５４ 池添 謙一佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４７８＋１８２：０２．７２	 ６８．８�
２４ ローズジュリエット 牝３鹿 ５４ 武士沢友治杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４６０± ０２：０３．０１� １４６．１�
７１３ アミフジガガ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４２８－ ２２：０３．２１� ３７８．４�
７１５ コ カ ト ゥ ー 牝３芦 ５４ 和田 竜二吉田 和美氏 田島 俊明 洞爺湖 メジロ牧場 ４６６－ ４２：０３．３� ２７７．７�
８１７ ブラウシュタイン 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ４１０－ ８２：０３．５１� ３６４．４�
８１６ クレバーウイナー 牡３栗 ５６ 木幡 初広田� 正明氏 石毛 善彦 えりも エクセルマネジメント ５３４－ ２２：０３．８２ ２７５．６�
６１２
 ジヴェルニーアート 牝３鹿 ５４ 中舘 英二シンボリ牧場 高橋 祥泰 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４４８＋ ８２：０５．０７ ２２４．６�
１２ ナイトシェーバー 牝３鹿 ５４

５１ ▲原田 和真村山 忠弘氏 根本 康広 小清水 千島北斗牧場 ４５８－ ４２：０５．４２	 ４０１．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，４１５，１００円 複勝： ７８，４３９，４００円 枠連： １８，４５９，２００円

馬連： ５９，１０２，４００円 馬単： ５５，４６４，０００円 ワイド： ２６，８２６，４００円

３連複： ８６，６８３，７００円 ３連単： １８０，２５８，３００円 計： ５３２，６４８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ５４０円 � ２２０円 枠 連（３－７） ８５０円

馬 連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，０１０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ２８０円 �� １，６５０円

３ 連 複 ��� ３，９６０円 ３ 連 単 ��� １３，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２７４１５１ 的中 � １４７１６４（１番人気）
複勝票数 計 ７８４３９４ 的中 � ５２８２５０（１番人気）� １３５４７（８番人気）� ４３５５０（３番人気）
枠連票数 計 １８４５９２ 的中 （３－７） １６０８８（３番人気）
馬連票数 計 ５９１０２４ 的中 �� ２７０３７（６番人気）
馬単票数 計 ５５４６４０ 的中 �� ２０３８５（７番人気）
ワイド票数 計 ２６８２６４ 的中 �� １０１１０（６番人気）�� ２７４１０（２番人気）�� ３５６７（１８番人気）
３連複票数 計 ８６６８３７ 的中 ��� １６１７５（１０番人気）
３連単票数 計１８０２５８３ 的中 ��� １００８９（３６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．１―１２．８―１２．６―１２．７―１２．４―１２．０―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３５．８―４８．６―１：０１．２―１：１３．９―１：２６．３―１：３８．３―１：４９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．０
１
３
６，１５，２（５，８）３（９，１２）（７，１４，１８）１１，１（１０，１７）４，１３，１６
６（２，１５）（３，８）（９，５）（１４，１８）（１，１２）１１（１７，１６）１０（７，４）１３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンアーチスト �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 カ ー ネ ギ ー デビュー ２０１２．１．１５ 京都２着

２００９．１．２８生 牡３鹿 母 スターペスミツコ 母母 マーチンミユキ ４戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 エムエムロゼオ号・カワキタテンザン号・コスモヒール号・ベニノアロー号・リバーオリエンタル号

２３０２０ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２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

６９ ブライトジェム 牡４栗 ５７ 内田 博幸栗本 博晴氏 谷 潔 日高 待兼牧場 ４９６＋ ４１：５２．９ ４．４�

７１２ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５４－ ６１：５３．９６ ６．３�
４６ カ ー マ イ ン 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：５４．０クビ ２．９�
８１３ オメガフレグランス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義原 �子氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ 〃 ハナ ３．６�
３３ シンボリプロント 牡３黒鹿５４ 江田 照男シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４３８－１２１：５４．１� ２５．２�
３４ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４４２± ０１：５４．５２� ２３８．７�
５７ ストライビング �５鹿 ５７ 大野 拓弥前田 幸治氏 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ５５２＋ ８１：５４．６クビ ２６．９	
５８ ラブミーニキータ 牝４芦 ５５

５２ ▲山崎 亮誠小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５３０＋１０１：５４．７� １８６．０

８１４ ラインレグルス 牡４鹿 ５７ 村田 一誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４９２＋１０１：５４．９１� １７．６�
６１０ オペラフォンテン 牝４栗 ５５ 柴田 大知吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中脇 満 B４６６± ０１：５５．１１ ３３．７�
７１１ タイトロープ 牡４栗 ５７ 中谷 雄太�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 B４９０＋ ２１：５５．５２� ２０．４
２２ シャイニングカラー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４６２＋ ４１：５５．６クビ １５４．５�
４５ 	 アートオブクウィル 牝４青鹿５５ 松岡 正海小山 豊氏 高橋 文雅 新ひだか 岡田牧場 ４２４＋ ４１：５６．０２� １７１．６�
１１ ツクバヴァンクール 牡３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次細谷 武史氏 田中 清隆 日高 正和山本牧場 ４４０＋ ６１：５９．５大差 ７７．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，０５１，５００円 複勝： ４２，８８８，２００円 枠連： １７，４９４，３００円

馬連： ７０，１４８，３００円 馬単： ４５，６０２，１００円 ワイド： ２９，５３８，８００円

３連複： ８７，９４９，９００円 ３連単： １６６，３２３，４００円 計： ４８２，９９６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（６－７） ８８０円

馬 連 �� １，１５０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２７０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，０６０円 ３ 連 単 ��� ７，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２３０５１５ 的中 � ４１４９７（３番人気）
複勝票数 計 ４２８８８２ 的中 � ７５９１３（３番人気）� ７１４２７（４番人気）� ８７０７４（２番人気）
枠連票数 計 １７４９４３ 的中 （６－７） １４７６２（６番人気）
馬連票数 計 ７０１４８３ 的中 �� ４５１４４（６番人気）
馬単票数 計 ４５６０２１ 的中 �� １５８８６（９番人気）
ワイド票数 計 ２９５３８８ 的中 �� １７１４７（６番人気）�� ２９４７５（１番人気）�� ２３２５０（３番人気）
３連複票数 計 ８７９４９９ 的中 ��� ６１６５４（３番人気）
３連単票数 計１６６３２３４ 的中 ��� １７０９６（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３５．６―４８．４―１：０１．５―１：１４．４―１：２７．５―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトジェム �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．４．２ 阪神１１着

２００８．４．２３生 牡４栗 母 マチカネベニツバキ 母母 マチカネレイロウ １２戦１勝 賞金 １３，８４０，０００円
［他本会外：２戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ツクバヴァンクール号は，平成２４年９月１２日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 サクセスフルビッド号（疾病〔寛跛行〕のため）
※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 フォーミー号



２３０２１ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２日 第９競走 ��１，８００�
い ず も ざ き

出 雲 崎 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 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

２４ ランパスインベガス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：４５．５ ３．６�

４７ サウンドバラッド �５鹿 ５７ 和田 竜二増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４ 〃 クビ ５７．０�
６１１ ビームライフル 牡３青鹿５４ 内田 博幸西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４５６－１０１：４５．８１� １９．４�
７１３ サトノジュピター 牝３鹿 ５２ 池添 謙一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４７４＋１０１：４５．９� ２．７�
５９ ドラゴンライズ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ２１：４６．１１� １４．６�
２３ ダイワアクシス 牡３黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４５６＋１０１：４６．３１ ４１．３�
７１５ 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 ４９２＋ ４ 〃 アタマ ３．３�
３６ � トウショウレイザー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊トウショウ産業	 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０－１０１：４６．４クビ ２４．１

４８ グランマルシェ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B５１４－１４１：４６．５� ２７．２�
７１４ モ ビ ー ル 牡４鹿 ５７ 田中 勝春吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５４－１０１：４６．６	 ６４．４
１２ � スタートセンス 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４４８＋ ６ 〃 アタマ １６９．９�
８１６ コスモオアシス 牝３鹿 ５２ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４１４＋ ４１：４６．７	 ７６．７�
８１７ ステージナーヴ 牡３黒鹿５４ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２４＋ ４１：４７．２３ ６１．０�
６１２ オメガクリスマス 牝５鹿 ５５ 江田 照男原 
子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４１：４７．３	 ２０９．１�
８１８ ブルースター 牡４栗 ５７ 中谷 雄太 �三石川上牧場 伊藤 伸一 新ひだか 三石川上牧場 ４６４＋ ２１：４７．４クビ ５３５．０�
３５ � 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± ０１：４７．５� ３８５．９�
５１０ アポロマーベリック 牡３鹿 ５４ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 藤本 友則 ５０４± ０１：４７．６� ３４２．４�
１１ � ルネッサンスマン 牡４栗 ５７ 村田 一誠誓山 正伸氏 南田美知雄 様似 清水 誠一 ４３８－ ６１：４８．５５ ５６５．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３６，１８６，１００円 複勝： ６２，３２０，９００円 枠連： ２９，０１６，８００円

馬連： １２６，６４２，８００円 馬単： ７５，１５７，２００円 ワイド： ４５，８３２，７００円

３連複： １４８，９４２，１００円 ３連単： ２７９，１６９，２００円 計： ８０３，２６７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � １，１１０円 � ５００円 枠 連（２－４） ２，６８０円

馬 連 �� ７，５４０円 馬 単 �� ９，５８０円

ワ イ ド �� ２，４００円 �� １，０７０円 �� ６，５４０円

３ 連 複 ��� ２４，１５０円 ３ 連 単 ��� １１１，３７０円

票 数

単勝票数 計 ３６１８６１ 的中 � ８０７６２（３番人気）
複勝票数 計 ６２３２０９ 的中 � １２８３９９（３番人気）� １１７９６（１０番人気）� ２８８３７（５番人気）
枠連票数 計 ２９０１６８ 的中 （２－４） ８００９（１１番人気）
馬連票数 計１２６６４２８ 的中 �� １２４０２（２０番人気）
馬単票数 計 ７５１５７２ 的中 �� ５７９２（３０番人気）
ワイド票数 計 ４５８３２７ 的中 �� ４６６８（２３番人気）�� １０９７９（８番人気）�� １６７８（４４番人気）
３連複票数 計１４８９４２１ 的中 ��� ４５５３（５５番人気）
３連単票数 計２７９１６９２ 的中 ��� １８５０（２６７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．６―３５．６―４７．７―５９．９―１：１１．５―１：２２．６―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．０
３ ７－（１０，１２）１６（１１，９，１５）１４（６，３）（４，１３，１７）（２，８，１８）（１，５） ４ ７－１２，１０（１１，１６）（９，１５）６（３，１４）（２，４，１７）（８，１３）（１，５，１８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ランパスインベガス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 トワイニング デビュー ２０１０．８．２２ 新潟１着

２００８．２．３生 牡４鹿 母 ランペルティーザ 母母 ヤングダリア １３戦２勝 賞金 ３４，２３１，０００円

２３０２２ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�

せ な み お ん せ ん

瀬 波 温 泉 特 別
発走１５時１０分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．８．１３以降２４．８．５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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１３ ビューティーモズ 牝４黒鹿５２ 松岡 正海北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４８４＋ ２１：５２．５ ７．９�

１１ シルクエステート 牡６青 ５６ 池添 謙一有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６６± ０１：５２．７１� ９．２�
４６ � モエレエンデバー 牡５黒鹿５４ 田辺 裕信中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４８６－ ２１：５３．６５ ９５．２�
６１１� マルターズカイト 牡５鹿 ５４ 木幡 初広藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４８４－ ６１：５３．８１ ３３．９�
５９ ディアビリーヴ 牡５青鹿５７ 内田 博幸寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 B５００－ ２ 〃 クビ １．９�
３４ エクセルサス 牡５栃栗５７ 田中 勝春 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５２８＋１４１：５３．９� １３．８�
５８ アントウェルペン 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 B４９６－１６ 〃 ハナ １１．６	
８１４ グァンタナメラ 牝５黒鹿５２ 柴田 善臣齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４６８－ ４１：５４．０クビ ２３．１

８１５ ヴェルティゴ 牡３青鹿５３ 中舘 英二島田 久氏 尾関 知人 新冠 つつみ牧場 ５０２± ０ 〃 アタマ １６．１�
２３ 	 キャッツインブーツ 牡７栗 ５５ 岩田 康誠山本 英俊氏 庄野 靖志 愛 Stonethorn

Stud Farms Ltd ５３８＋ ２１：５４．１� １４．８�
３５ � ミウラリチャード 牡８鹿 ５０ 石神 深一佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５３４－１２１：５４．２� ４０５．４
６１０ レ オ ア ラ シ 牡５鹿 ５３ 江田 照男田中 博之氏 小島 茂之 平取 びらとり牧場 B５０６＋ ２１：５５．０５ １３７．３�
４７ ワイルドロジャー 牡３栗 ５３ 和田 竜二 Him Rock Racing 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ５１０＋１６１：５５．１クビ ９．８�
７１２ サ イ カ ニ ア 牡５鹿 ５５ 北村 宏司�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 ５０２－ ２１：５５．２� ８７．９�
２２ ドリームハッチ 
６黒鹿５１ 西田雄一郎矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４６６－１８１：５６．８１０ ２１９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３９，５６２，３００円 複勝： ５７，９０９，９００円 枠連： ２９，９８６，５００円

馬連： １３５，２５９，５００円 馬単： ８５，６５６，７００円 ワイド： ４５，９３０，３００円

３連複： １６７，４７７，７００円 ３連単： ３２５，３６７，８００円 計： ８８７，１５０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ３６０円 � ３００円 � １，３９０円 枠 連（１－７） ２，９２０円

馬 連 �� ３，２３０円 馬 単 �� ６，５５０円

ワ イ ド �� １，１２０円 �� ７，３８０円 �� ６，０８０円

３ 連 複 ��� ５９，９５０円 ３ 連 単 ��� ２８８，９６０円

票 数

単勝票数 計 ３９５６２３ 的中 � ３９７５７（２番人気）
複勝票数 計 ５７９０９９ 的中 � ４５０６９（４番人気）� ５６５６０（３番人気）� ９５０２（１１番人気）
枠連票数 計 ２９９８６５ 的中 （１－７） ７５９３（１１番人気）
馬連票数 計１３５２５９５ 的中 �� ３０９１３（１０番人気）
馬単票数 計 ８５６５６７ 的中 �� ９６５５（１９番人気）
ワイド票数 計 ４５９３０３ 的中 �� １０４８３（１１番人気）�� １５０２（５４番人気）�� １８２７（５０番人気）
３連複票数 計１６７４７７７ 的中 ��� ２０６２（１４３番人気）
３連単票数 計３２５３６７８ 的中 ��� ８３１（７１４番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１２．５―１３．５―１３．１―１２．６―１２．８―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３５．９―４９．４―１：０２．５―１：１５．１―１：２７．９―１：４０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．４
１
３
８，１３－（２，１１）－４（６，１２）（９，１４）（１，１５）－（３，７，１０）５
８，１３（１１，４）（２，６，９，１４）（１，１２，１５）１０（３，５，７）

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

勝馬の
紹 介

ビューティーモズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１０．８．２１ 札幌６着

２００８．３．１４生 牝４黒鹿 母 ペルファヴォーレ 母母 コンアモール １２戦４勝 賞金 ３４，８８５，０００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。
（非抽選馬） ４頭 ニシノオウガイ号・ハリマノワタリドリ号・ホクトスワン号・ユウターグローバル号

２レース目



２３０２３ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２日 第１１競走
サマーマイルシリーズ

��
��１，６００�第４７回関 屋 記 念（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左・外）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５３�４歳以上５６�，
牝馬２�減，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳５３�４歳
以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�
増（ただし２歳時の成績を除く）

新潟県知事賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６８６，０００円 １９６，０００円 ９８，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．３

良

良

７１４ ドナウブルー 牝４鹿 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：３１．５レコード ２．８�

２３ エーシンリターンズ 牝５栗 ５４ 北村 宏司�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６６－ ８ 〃 クビ ９．８�
５９ ス ピ リ タ ス �７栗 ５６ 和田 竜二 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４４６－ ４１：３１．８２ １５．４�
４８ マイネイサベル 牝４鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４８４＋ ６１：３２．０１	 ９．１�
４７ ゴールスキー 牡５黒鹿５６ 石橋 脩 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム ４８８＋ ２ 〃 ハナ １２．０�
３５ スマイルジャック 牡７黒鹿５８ 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 鵡川 上水牧場 ５００＋ ６ 〃 クビ １４．９	
７１５ ネオサクセス 牡５鹿 ５６ 吉田 豊秋場 清
氏 古賀 史生 浦河 秋場牧場 B４６６± ０１：３２．３１
 ４９．５�
２４ ラインブラッド 牡６栗 ５６ 柴田 大知大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０６＋ ４１：３２．４
 ２５５．４�
１２ アスカトップレディ 牝５黒鹿５４ 大庭 和弥上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４７４－ ２１：３２．５クビ ２７．６
８１８ ドリームカトラス 牡５鹿 ５６ 田中 勝春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 ４４４－ ２１：３２．７１	 ５０．５�
８１６� オセアニアボス 牡７青鹿５６ 村田 一誠�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud ４９４＋ ２ 〃 アタマ ５４．４�
６１１ シルクアーネスト 牡５栗 ５６ 池添 謙一有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ５０４＋ ４ 〃 アタマ ８．７�
１１ キョウエイストーム 牡７芦 ５６ 大野 拓弥田中 晴夫氏 中川 公成 三石 田湯牧場 ４４０－ ４１：３２．８� ２０７．４�
７１３ メイショウカンパク 牡５黒鹿５６ 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８２－ ６ 〃 ハナ ３３．４�
３６ チャームポット 牝６栗 ５４ 武士沢友治タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４５６－１０ 〃 クビ １６９．５�
６１２ レインボーペガサス 牡７鹿 ５６ 安藤 勝己吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４９８± ０１：３２．９クビ ２６．６�
５１０ レッツゴーキリシマ 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣西村新一郎氏 天間 昭一 鵡川 貞広 賢治 ４８２－１０ 〃 クビ ５５．１�
８１７ エアラフォン 牡５栗 ５６ 岩田 康誠 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８６＋１４１：３３．１１	 ５．９�

（１８頭）

売 得 金
単勝： １６０，６２１，８００円 複勝： ２５２，４７３，１００円 枠連： １５６，８０３，６００円 馬連： ７２５，３２２，６００円 馬単： ３６０，７９７，４００円

ワイド： ２４８，９６１，７００円 ３連複： １，０９１，９２０，９００円 ３連単： １，９５５，１４４，９００円 ５重勝： ８６４，６５０，８００円 計： ５，８１６，６９６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ３００円 � ３７０円 枠 連（２－７） １，４４０円

馬 連 �� １，５９０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ９３０円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� ６，６５０円 ３ 連 単 ��� ２４，１９０円

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

キャリーオーバー なし����� ６７，７５０円

票 数

単勝票数 計１６０６２１８ 的中 � ４５３５２５（１番人気）
複勝票数 計２５２４７３１ 的中 � ６２３４３０（１番人気）� １９４３０８（５番人気）� １４６２３４（７番人気）
枠連票数 計１５６８０３６ 的中 （２－７） ８０３７２（５番人気）
馬連票数 計７２５３２２６ 的中 �� ３３７１２７（３番人気）
馬単票数 計３６０７９７４ 的中 �� １０７５０７（４番人気）
ワイド票数 計２４８９６１７ 的中 �� ９０５８２（４番人気）�� ６６５５１（６番人気）�� ３１１１０（２３番人気）
３連複票数 計１０９１９２０９ 的中 ��� １２１２４１（１３番人気）
３連単票数 計１９５５１４４９ 的中 ��� ５９６７２（４２番人気）
５重勝票数 差引計８６４６５０８（返還計３５６５９７） 的中 ����� ９４２０

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．９―１２．０―１１．７―１１．１―１０．４―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２３．１―３５．０―４７．０―５８．７―１：０９．８―１：２０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．５―３F３２．８
３ １０，１４（３，１２）（８，１８）１６（１，９，１７）（２，４，６，１１，１３）（５，７）１５ ４ １０，１４（３，８，１２）（１，９，１６，１８）１７（２，４，６，１３）（５，１１）７，１５

勝馬の
紹 介

ドナウブルー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bertolini デビュー ２０１０．１０．２３ 京都１着

２００８．２．９生 牝４鹿 母 ドナブリーニ 母母 Cal Norma’s Lady １３戦５勝 賞金 １５９，６３７，０００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。
（非抽選馬） １頭 アンシェルブルー号

２３０２４ ８月１２日 晴 良 （２４新潟３）第２日 第１２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時３０分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

４８ バルスピュール 牝３黒鹿５２ 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４６４＋ ４ ５５．１ ２５．０�

１１ アブマーシュ 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン
牧場 ４６２＋ ４ 〃 クビ ９．２�

８１７ ユキノアイオロス �４鹿 ５７ 内田 博幸井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋ ６ ５５．３１� ３．１�
８１８ コウヨウメビウス 牝４鹿 ５５ 柴田 大知寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４７０－１０ ５５．４	 ７８．８�
７１３ ダイワベスパー 牝３黒鹿５２ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３０＋ ２ ５５．６１� ３．６�
４７ アードバーク 牡３鹿 ５４ 木幡 初広石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４７２＋ ８ ５５．７クビ １６６．６�
２３ レッツマンボウ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４８４－ ２ 〃 ハナ ６０．４	
５１０ デリケートアーチ 牝３栃栗 ５２

４９ ▲原田 和真 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B４５８＋ ２ 〃 クビ ７．６

６１１ モアザンストーム �６青鹿５７ 西田雄一郎 �サンデーレーシング 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７２－ ２ ５５．８クビ ２１．８�
３５ 
 クラウンプリズム 牝３鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ ８９．７�
７１５
 クラウンハッピー 牝４芦 ５５

５２ ▲山崎 亮誠矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 福岡 光夫 ４３２＋ ２ 〃 クビ ４０．６
１２ ブラウニーサンクス 牝４鹿 ５５ 和田 竜二安倍 光昭氏 高橋 文雅 浦河 中脇 満 ４１４＋ ４ ５５．９クビ １２７．６�
２４ ダンスインザマミー 牝３黒鹿５２ 吉田 豊落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４１６－ ８ 〃 ハナ ９．９�
５９ 
 フェイクグローリー 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人山上 和良氏 和田 正道 浦河 不二牧場 B４８０＋ ５ 〃 クビ ６３．９�
３６ スノウプリンス 牡４栗 ５７ 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４６８＋ ３ ５６．７５ １５２．９�
７１４ ニ ケ 牝３黒鹿５２ 田中 勝春畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６８＋ ２ ５６．８クビ １０．８�
６１２�
 カゼノジュエリー 牝６栗

５５
５２ ▲西村 太一深井 孟氏 中野 栄治 米 Jean Hai-

malas ４５２－１７ ５７．０１� ６２．２�
８１６�
 ア レ ア レ ア 牝４鹿 ５５ 村田 一誠田所 英子氏 小笠 倫弘 英 Miss E.

Tadokoro ４３８＋１６ ５７．１� ４４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５５，８７３，８００円 複勝： ７６，５２８，８００円 枠連： ５６，５３９，３００円

馬連： １７１，４９５，０００円 馬単： １０６，１８６，３００円 ワイド： ６９，１４１，１００円

３連複： ２３６，８６９，０００円 ３連単： ４６８，７３０，１００円 計： １，２４１，３６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５００円 複 勝 � ５９０円 � ２９０円 � １４０円 枠 連（１－４） ９，７２０円

馬 連 �� １０，２２０円 馬 単 �� ２５，３００円

ワ イ ド �� ２，６９０円 �� １，３２０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ９，５８０円 ３ 連 単 ��� ８９，３２０円

票 数

単勝票数 計 ５５８７３８ 的中 � １７６２５（８番人気）
複勝票数 計 ７６５２８８ 的中 � ２５６００（８番人気）� ６１２８８（５番人気）� ２０３１９２（１番人気）
枠連票数 計 ５６５３９３ 的中 （１－４） ４２９５（２３番人気）
馬連票数 計１７１４９５０ 的中 �� １２３８６（２７番人気）
馬単票数 計１０６１８６３ 的中 �� ３０９８（６７番人気）
ワイド票数 計 ６９１４１１ 的中 �� ６０６６（２５番人気）�� １２７９６（１１番人気）�� ２８０２９（５番人気）
３連複票数 計２３６８６９０ 的中 ��� １８２６６（２５番人気）
３連単票数 計４６８７３０１ 的中 ��� ３８７３（２３５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．１―１０．６―１０．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．３―３２．９―４３．２

上り４F４２．９－３F３２．８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バルスピュール �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１０．２９ 東京６着

２００９．３．１５生 牝３黒鹿 母 サ ウ ダ ー ジ 母母 シルヴアード １０戦２勝 賞金 １５，２５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アユミチャン号
（非抽選馬） ２頭 グリューネワルト号・メリーチャン号

５レース目



（２４新潟３）第２日 ８月１２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １９４頭 本 賞
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

２１５，８６０，０００円
９，７３０，０００円
２，１８０，０００円
１９，３００，０００円
６５，１１７，０００円
５，３５０，０００円
１，８６２，４００円

勝馬投票券売得金
４６３，９１１，３００円
７６３，４４４，９００円
３９８，９５３，９００円
１，５７７，５０９，５００円
９４０，６６３，７００円
５９５，４７７，９００円
２，２１１，３７９，３００円
４，０４２，０５７，３００円
８６４，６５０，８００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 １１，８５８，０４８，６００円

総入場人員 １６，７４８名 （有料入場人員 １４，５４０名）


