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２３０６１ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （芝・左）

牝，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

３６ サンブルエミューズ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４２２－ ２１：２１．３ ４．７�

２４ リメンバーメジロ 牝２鹿 ５４ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４０４＋ ４１：２２．１５ ３．９�
６１２ マイネライムライト 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム ４２２± ０１：２２．２クビ ３．４�
２３ ドリームサンサン 牝２黒鹿５４ 和田 竜二ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 ４５２－ ４ 〃 アタマ ３０．２�
４７ コスモケリア 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 ４５０－ ４１：２２．７３ １４３．６�
７１３ アンスーリール 牝２鹿 ５４ 国分 優作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 ４２６＋ ２１：２２．８� １１．１	
６１１ ハイラブソング 牝２芦 ５４ 田中 勝春服部 新平氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４３８＋ ２１：２２．９クビ ６４．５

８１６ アルマアダーラ 牝２栗 ５４

５１ ▲西村 太一コウトミックレーシング 伊藤 大士 新冠 大栄牧場 ３９６± ０ 〃 ハナ ５６．４�
７１４ ジャパンイモン 牝２栗 ５４ 柴田 善臣井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４３４± ０１：２３．０� １６．４�
１２ ハーツコンセンサス 牝２青鹿５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 新冠 追分ファーム ４３４－ ２１：２３．２１ ９．２
１１ 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± ０ 〃 アタマ ２１５．７�
４８ エ チ ュ ー ド 牝２青鹿５４ 高倉 稜星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４２６＋ ２１：２３．３� １２３．５�
５１０ バーニングハート 牝２鹿 ５４ 村田 一誠吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 ４４０± ０ 〃 クビ １４８．１�
３５ チェリッシュハート 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４１６－ ２１：２３．４� ２１９．６�

５９ ヘイハチピカチャン 牝２栗 ５４ 木幡 初広伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 �原 敏明 ４０６－ ４１：２３．５� ２０．０�
８１７ ファイヤーヒース 牝２黒鹿５４ 石神 深一�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４２６－ ２ 〃 クビ １３．８�
７１５ チ ャ ッ ピ ー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 ４７２± ０ 〃 ハナ １７３．８�
８１８ カムトゥマインド 牝２栗 ５４ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４２０－ ６１：２５．７大差 １９５．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，８８５，６００円 複勝： ３１，６６６，１００円 枠連： １４，２９０，０００円

馬連： ４７，８６８，８００円 馬単： ３２，１１０，２００円 ワイド： ２２，４２２，８００円

３連複： ６８，１６１，３００円 ３連単： ９９，６０６，９００円 計： ３３３，０１１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（２－３） ９００円

馬 連 �� １，０１０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ３８０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，１３０円 ３ 連 単 ��� ７，５１０円

票 数

単勝票数 計 １６８８５６ 的中 � ２８７８３（３番人気）
複勝票数 計 ３１６６６１ 的中 � ４００１７（３番人気）� ６７９１６（２番人気）� ７３０９３（１番人気）
枠連票数 計 １４２９００ 的中 （２－３） １１７４０（３番人気）
馬連票数 計 ４７８６８８ 的中 �� ３５１０７（３番人気）
馬単票数 計 ３２１１０２ 的中 �� １１０３９（６番人気）
ワイド票数 計 ２２４２２８ 的中 �� １３２７６（３番人気）�� １３８８２（２番人気）�� ２５０６７（１番人気）
３連複票数 計 ６８１６１３ 的中 ��� ４４７１０（１番人気）
３連単票数 計 ９９６０６９ 的中 ��� ９７９８（５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．５―１１．０―１２．０―１２．１―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．８―３３．８―４５．８―５７．９―１：０９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンブルエミューズ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．６．１７ 福島４着

２０１０．１．２３生 牝２栗 母 ヴィートマルシェ 母母 キョウエイマーチ ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 リメンバーメジロ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カムトゥマインド号は，平成２４年９月２６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。
（非当選馬） １頭 ティアップサニー号

２３０６２ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６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）

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

５９ 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 B４９０＋ ２１：５４．３ １．８�

１１ 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 ４８６＋ ２１：５４．５１� １１．０�
６１１ ホクレアポパイ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４３０＋ ８ 〃 クビ ５．６�
３４ 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 ４４８－ ２１：５４．９２� ３０．１�
５８ エアロケット 牡３黒鹿５６ 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 ４３６－１２１：５５．５３� ６．８�
２３ タマモライオン 牡３栗 ５６ 内田 博幸タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 野坂牧場 ４６６＋ ６１：５５．８１� １５．４	
７１３ ビットアレグロ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４６２ ―１：５６．１１� １３７．５

４６ ダイワアズール �３鹿 ５６ 江田 照男大城 敬三氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４６４＋ ８１：５６．２� ２９８．５�
６１０ メイショウイチフジ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太松本 好雄氏 尾形 充弘 浦河 三嶋牧場 ４７２± ０１：５６．３� ２２．９�
８１５ クラールハイト 牝３鹿 ５４ 和田 竜二吉田 和美氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４５２－ ４１：５７．１５ １８．３
２２ ハクサンフォレスト 牡３栗 ５６ 武士沢友治河� 五市氏 木村 哲也 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５１２± ０１：５７．２� １２０．４�
３５ マサノジンライ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人中村 時子氏 栗田 徹 日高 道見牧場 ４８２＋ ６１：５７．８３� ４０．０�
８１４ レッドローラン �３鹿 ５６ 高倉 稜 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５８± ０１：５９．１８ １８７．２�
７１２ クレバーリクオー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ５０２＋ ２２：００．０５ ４９．４�

４７ マ ッ ド パ イ 牡３青鹿５６ 木幡 初広井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ
ングセンター B４８２＋ ８２：０６．９大差 ４４７．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，０００，１００円 複勝： ４３，８５６，３００円 枠連： １５，３８９，２００円

馬連： ４７，５１７，５００円 馬単： ３８，３２９，４００円 ワイド： ２４，０１０，５００円

３連複： ６３，７７８，７００円 ３連単： １１９，６９０，０００円 計： ３７２，５７１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（１－５） ５８０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� ９５０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １９０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ３，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２００００１ 的中 � ９１１５９（１番人気）
複勝票数 計 ４３８５６３ 的中 � １９７２００（１番人気）� ３４９９６（４番人気）� ６６７６２（２番人気）
枠連票数 計 １５３８９２ 的中 （１－５） １９５８８（２番人気）
馬連票数 計 ４７５１７５ 的中 �� ４８１１２（３番人気）
馬単票数 計 ３８３２９４ 的中 �� ３０００２（３番人気）
ワイド票数 計 ２４０１０５ 的中 �� ２０７２７（２番人気）�� ３８３００（１番人気）�� ９４８８（６番人気）
３連複票数 計 ６３７７８７ 的中 ��� ４８９８１（２番人気）
３連単票数 計１１９６９００ 的中 ��� ２３８１５（５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．９―３７．８―５１．０―１：０３．５―１：１５．８―１：２８．６―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルソウル �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．７．２４ 新潟１４着

２００９．２．２８生 牡３鹿 母 ハートオブマイン 母母 ケ ロ メ ロ １５戦１勝 賞金 １３，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレバーリクオー号・マッドパイ号は，平成２４年９月２６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 グレイトマンボ号

第３回 新潟競馬 第６日



２３０６３ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６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

６１０ フォースライト 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 ４７８－ ８１：１２．０ ４．８�

８１５ 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± ０１：１２．１� ２．５�
２３ 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± ０１：１２．３１� ２２．４�
３５ エバーシャン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸青柳征八郎氏 田村 康仁 新ひだか 由利 徳之 ４３６± ０１：１２．６１� ５．７�
５９ ピ ラ ミ ッ ド 牡３鹿 ５６ 和田 竜二 H.H．シェイク・ハムダン 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９４－１４１：１２．７� ３．６�
４６ エリモブリーズ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント B４４８＋ ８１：１３．１２� ８１．５�
４７ タカオキセキ 牝３栗 ５４ 石神 深一�寺田工務店 田中 剛 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６６± ０１：１３．６３ ２９．０	
６１１ ショウナンサッチモ 牡３栗 ５６ 吉田 豊国本 哲秀氏 田島 俊明 日高 森永牧場 ４８６＋ ３１：１３．８１� ７７．９

５８ ダーリンアイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一佐藤 明氏 柄崎 孝 新ひだか 神垣 道弘 B４９４＋ ２１：１３．９クビ ５１８．９�
７１３ キャニオンキラー 牡３芦 ５６

５３ ▲杉原 誠人�谷川牧場 伊藤 圭三 浦河 谷川牧場 ４４０－ ６ 〃 クビ ２６．０
２２ テンショウゴッデス 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４８０＋１０１：１４．３２� ５９２．１�
８１４ シルクフュージョン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治有限会社シルク古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋１２１：１４．４クビ ２４８．４�
７１２ リトルビッグマン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 友田牧場 ４４８＋ ４１：１４．７２ ４２．８�
３４ ウインカノン 牝３青鹿５４ 大野 拓弥�ウイン 高橋 祥泰 新冠 川島牧場 ４４８ ―１：１６．０８ ２３６．１�
１１ オーケーハウス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁�山崎牧場 小島 茂之 浦河 冨岡牧場 ４３８－ ６１：１７．０６ ６９９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，９１５，１００円 複勝： ４０，６３９，８００円 枠連： １３，５００，５００円

馬連： ５２，３０６，２００円 馬単： ３７，３３８，０００円 ワイド： ２５，３１２，５００円

３連複： ６７，４５５，７００円 ３連単： １２０，４３８，３００円 計： ３７９，９０６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ３４０円 枠 連（６－８） ６１０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，３４０円

ワ イ ド �� ３００円 �� １，２８０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ２，９３０円 ３ 連 単 ��� １１，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２２９１５１ 的中 � ３８２０８（３番人気）
複勝票数 計 ４０６３９８ 的中 � ７５４２９（２番人気）� １１４７１４（１番人気）� ２１０５５（５番人気）
枠連票数 計 １３５００５ 的中 （６－８） １６５５７（２番人気）
馬連票数 計 ５２３０６２ 的中 �� ６１１１８（２番人気）
馬単票数 計 ３７３３８０ 的中 �� ２０６２０（５番人気）
ワイド票数 計 ２５３１２５ 的中 �� ２４３４３（３番人気）�� ４４１６（１３番人気）�� ７９３２（７番人気）
３連複票数 計 ６７４５５７ 的中 ��� １７０２０（７番人気）
３連単票数 計１２０４３８３ 的中 ��� ７９４６（３２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．６―１２．３―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．０―４７．３―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ ３，１０，１５（２，７）１２（５，６）（８，１３，９）１４－１１，４－１ ４ ３（１０，１５）（２，７）１２（５，６）（８，９）－１３，１４－１１，４－１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フォースライト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー ２０１２．５．２６ 東京２着

２００９．５．２４生 牝３黒鹿 母 フォーティエース 母母 ピンクシェイド ４戦１勝 賞金 ７，０６０，０００円
〔制裁〕 エリモブリーズ号の騎手北村宏司は，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。（１２番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーケーハウス号は，平成２４年１０月２６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アンタイトルド号・ヴィルトゥオーサ号・シャングリラ号・メイショウウルフィ号

２３０６４ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０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

６１２ タマモスキップ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩タマモ� 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 ４４８－１０２：００．８ ３３．７�

５１０ サンマルダーム 牝３栗 ５４ 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 ４２０－ ４２：０１．１１� ９９．８�
６１１ リングネブラ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２２：０１．２� １．８�
１２ チャペルプリンセス 牝３栗 ５４ 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 ４４０＋ ４ 〃 ハナ ５．４�
２３ ローズフラッシュ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４８２± ０２：０１．３� ６．５�
７１５ 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± ０ 〃 ハナ ８．９�
３６ 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 ４０２＋ ２２：０１．５１� １９．６	
４８ シャドウフェアリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ４５４－ ２２：０１．７１� ４７．２

１１ 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 ４３８＋ ２２：０１．８� １５．１�
８１７ ユ キ ム ス メ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春スリースターズレーシング 新開 幸一 新ひだか 平野牧場 ４２２＋ ８２：０２．０１� ４３．３�
３５ フェイスバリュー 牝３青鹿５４ 高倉 稜 サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ ９０．８�
８１６ エ ビ ー タ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥石川 達絵氏 小笠 倫弘 新ひだか 水上 習孝 ４０８＋ ４２：０２．３１� １１２．７�
２４ リエオンワード 牝３栗 ５４ 村田 一誠樫山 ハル氏 松山 康久 浦河 オンワード牧場 ４４２＋ ２２：０２．５１� ２９４．４�
４７ セーヌブルー 牝３青 ５４ 国分 優作 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 本桐牧場 ４０６－ ４２：０３．０３ ３１２．５�
７１３ ラグジュリア 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行 �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± ０２：０３．７４ １５３．０�
７１４ サマースノー 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士本杉 芳郎氏 成島 英春 日高 メイプルファーム ４２６＋ ２ 〃 クビ ６９４．２�
５９ アドマイヤティアラ 牝３鹿 ５４ 和田 竜二近藤 利一氏 戸田 博文 浦河 岡本 昌市 ４４０± ０２：０５．３１０ ２０９．７�
８１８ プラチナフォンテン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ５０８ ―２：０６．２５ ６９１．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，６３８，５００円 複勝： ４２，６７３，０００円 枠連： １７，３１８，９００円

馬連： ５１，２６８，４００円 馬単： ４２，３９５，２００円 ワイド： ２５，６８２，６００円

３連複： ７１，０１８，２００円 ３連単： １３３，４１７，１００円 計： ４０６，４１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３７０円 複 勝 � ５８０円 � １，１７０円 � １２０円 枠 連（５－６） ４，６２０円

馬 連 �� １１９，７４０円 馬 単 �� ２２１，９００円

ワ イ ド �� １６，６８０円 �� ７４０円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� ５１，８５０円 ３ 連 単 ��� ５６９，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２２６３８５ 的中 � ５３０５（７番人気）
複勝票数 計 ４２６７３０ 的中 � １２９８９（７番人気）� ５９４３（１１番人気）� １７３６２４（１番人気）
枠連票数 計 １７３１８９ 的中 （５－６） ２７７１（１５番人気）
馬連票数 計 ５１２６８４ 的中 �� ３１６（８０番人気）
馬単票数 計 ４２３９５２ 的中 �� １４１（１５５番人気）
ワイド票数 計 ２５６８２６ 的中 �� ３６２（７４番人気）�� ９０４２（７番人気）�� ３１１１（１９番人気）
３連複票数 計 ７１０１８２ 的中 ��� １０１１（９４番人気）
３連単票数 計１３３４１７１ 的中 ��� １７３（７３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．６―３５．８―４８．９―１：０１．１―１：１３．３―１：２５．２―１：３７．２―１：４８．６

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

タマモスキップ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１２．１．１５ 京都１２着

２００９．４．１７生 牝３黒鹿 母 カ ク レ ン ボ 母母 ハイドアンドシーク ９戦１勝 賞金 ６，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プラチナフォンテン号は，平成２４年９月２６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 クッキーチャン号・スイートカトレヤ号・ビュービーナス号



２３０６５ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６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

４８ レッドジャイヴ 牡２青鹿５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：３４．９ ４．３�

３６ ボブキャット 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 ４９２ ― 〃 クビ ２．６�
８１５� エーシンザヘッド 牡２栗 ５４ 岩田 康誠�栄進堂 大久保龍志 米 Nursery Place

& Partners ４７２ ―１：３５．６４ ６．４�
６１１ ワ サ ビ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 ４６２ ― 〃 ハナ ３５．５�
１１ ダイワフォース 牡２黒鹿５４ 田中 勝春大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：３６．０２� ７．７�
１２ キタサンガディス 牝２鹿 ５４ 吉田 豊�大野商事 清水 久詞 新冠 大栄牧場 ４９２ ― 〃 クビ ２４．３	
７１４ マイネマロニエ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４０４ ―１：３６．１� ２７．０

２３ オ ム ニ バ ス 牡２青鹿５４ 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５２ ―１：３６．３１� ８．６�
８１６ ゴールデンソウル 牡２栗 ５４ 内田 博幸落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 土田 扶美子 ４３８ ― 〃 クビ １８．５�
２４ グランヴァーグ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣加藤 光淑氏 的場 均 新ひだか 棚川 光男 ４８０ ―１：３６．４クビ ５５．６
３５ ヒーローゴールド 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 三石橋本牧場 ４７０ ―１：３６．５� １１４．８�
５９ ディアキーパー 牡２鹿 ５４ 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 浦河 桑田フアーム B４２６ ―１：３６．７１	 １２１．２�
７１３ ジョブックガーター 牡２青 ５４ 木幡 初広�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４５６ ―１：３７．１２� １２１．２�
４７ オリオンザプラズマ 牡２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 ４６６ ―１：３７．６３ １８５．７�
５１０ ヤ マ ノ ド ン 牡２栗 ５４ 大野 拓弥澤村 敏雄氏 阿部 新生 浦河 北俣ファーム ４６４ ―１：３７．７� ２０５．８�
６１２ クレバーヘイロー 牡２青鹿５４ 和田 竜二田� 正明氏 岩戸 孝樹 新ひだか 服部 牧場 ５００ ―１：３８．４４ ４６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２３，８６５，７００円 複勝： ３５，３５０，２００円 枠連： １８，０１９，４００円

馬連： ５３，１９６，１００円 馬単： ３５，８０５，３００円 ワイド： ２３，５７４，３００円

３連複： ６７，２４２，４００円 ３連単： １０４，０６７，９００円 計： ３６１，１２１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（３－４） ７５０円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ５５０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ６，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２３８６５７ 的中 � ４４０６９（２番人気）
複勝票数 計 ３５３５０２ 的中 � ６０５３２（２番人気）� ８２０４３（１番人気）� ４９２３１（３番人気）
枠連票数 計 １８０１９４ 的中 （３－４） １７７９３（２番人気）
馬連票数 計 ５３１９６１ 的中 �� ５７１２８（１番人気）
馬単票数 計 ３５８０５３ 的中 �� １７４４４（３番人気）
ワイド票数 計 ２３５７４３ 的中 �� ２３０５７（１番人気）�� ９８０２（５番人気）�� １４２９３（３番人気）
３連複票数 計 ６７２４２４ 的中 ��� ３６７１２（１番人気）
３連単票数 計１０４０６７９ 的中 ��� １１５０７（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２４．１―３５．６―４７．８―１：００．０―１：１１．５―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドジャイヴ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo 初出走

２０１０．２．２１生 牡２青鹿 母 マンボスルー 母母 Slew Boyera １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２３０６６ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

８１８ オーバーザムーン 牝３鹿 ５４ 村田 一誠�日進牧場 矢野 照正 浦河 成隆牧場 ４５６＋２２ ５５．７ ３．５�

８１７ ステージマキシマム 牝３栗 ５４ 江田 照男保谷フミ子氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４５２± ０ ５６．０２ ９．８�
５９ ショウナンマジック 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人国本 哲秀氏 伊藤 大士 白老 社台牧場 ４７０－ ４ ５６．２１ １５．５�
６１１ イナズマソリオ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥小泉 賢悟氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒノデファーム ４５６－ ６ 〃 ハナ ９１．９�
５１０ フ リ ポ ン ヌ 牝３栗 ５４ 武士沢友治�ターフ・スポート松永 康利 浦河 大北牧場 ４４０＋ ８ 〃 クビ １１１．４�
７１３ ヤマタケデヒア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 王蔵牧場 ４１８－ ２ 〃 ハナ １００．６�
４８ イッセキニチョウ 牡３鹿 ５６ 岩部 純二山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４６２± ０ ５６．３� ４．６	
６１２ メインメリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次金森圭史朗氏 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 ４６４－ ２ 〃 クビ ５．１

７１４ ユウミプリンセス 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行相原 宏�氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 ４３２－ ４ ５６．４クビ ２０．５�
３５ ゼンノオウショウ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海大迫久美子氏 武市 康男 新ひだか 米田 和子 B４３２＋ ４ 〃 クビ １６．２�
１２ ア マ ラ ン ト 牝３青 ５４ 和田 竜二畑佐 博氏 坂本 勝美 新冠 細川農場 B４７０－ ４ ５６．５クビ ９．３
２３ クレイジータイガー 牝３青 ５４ 柴田 大知田頭 勇貴氏 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４４２＋ ２ 〃 クビ １２９．９�
７１５ レディインラヴ 牝３黒鹿５４ 大庭 和弥�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４３４＋ ８ ５６．６� １０．９�
４７ スカイジュエル 牝３青 ５４ 田中 勝春村木 篤氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋ ２ ５６．９１� １００．３�
３６ リコレクション 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ３９４－ ４ ５７．１１� ５９．２�
１１ ドリームパイソン 牡３栗 ５６

５３ ▲山崎 亮誠セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 協栄組合 B４６４± ０ ５７．３１� ９３．０�
８１６ エフティヤマト 牡３青 ５６ 木幡 初広吉野 英子氏 金成 貴史 白老 習志野牧場 B４５４－ ６ ５８．４７ １４６．２�
２４ エーブバットマン 牡３鹿 ５６ 高倉 稜 �レーシングホース

ジャパン 高橋 文雅 浦河 大道牧場 ４８８＋１２ ５８．５クビ １９２．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，７５７，３００円 複勝： ３３，８７９，２００円 枠連： ２０，８７７，３００円

馬連： ５８，３０１，９００円 馬単： ３７，４１７，３００円 ワイド： ２４，８４３，０００円

３連複： ８１，２６９，４００円 ３連単： １２５，８８３，２００円 計： ４０３，２２８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １８０円 � ２９０円 � ３６０円 枠 連（８－８） １，２４０円

馬 連 �� １，４３０円 馬 単 �� ２，１９０円

ワ イ ド �� ７５０円 �� １，１４０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ６，１６０円 ３ 連 単 ��� ２４，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２０７５７３ 的中 � ４６８２３（１番人気）
複勝票数 計 ３３８７９２ 的中 � ６０９５８（２番人気）� ２９５２２（４番人気）� ２１９４４（６番人気）
枠連票数 計 ２０８７７３ 的中 （８－８） １２４９５（４番人気）
馬連票数 計 ５８３０１９ 的中 �� ３０１９３（４番人気）
馬単票数 計 ３７４１７３ 的中 �� １２６１７（４番人気）
ワイド票数 計 ２４８４３０ 的中 �� ８４０３（５番人気）�� ５３２８（１８番人気）�� ４４５４（２２番人気）
３連複票数 計 ８１２６９４ 的中 ��� ９７４９（２３番人気）
３連単票数 計１２５８８３２ 的中 ��� ３８２６（５９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．１―１０．９―１０．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．３―３３．２―４３．７

上り４F４３．５－３F３３．４
勝馬の
紹 介

オーバーザムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１２．７．１ 福島３着

２００９．５．３生 牝３鹿 母 メイプルダンス 母母 シヤダイグローブ ３戦１勝 賞金 ５，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 スウィングガール号



２３０６７ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０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

８１５ ガリレオバローズ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５３４＋１４１：５３．５ １５．７�

３５ シンボリプロント 牡３黒鹿５４ 木幡 初広シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４３８± ０１：５３．６� ３６．９�
７１３ テーオーゼウス 牡４黒鹿５７ 内田 博幸小笹 公也氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４８６＋ ６１：５４．０２� １２．１�
４６ アズマリュウセイ 牡３黒鹿５４ 国分 優作東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４８２－２０１：５４．４２� ９５．２�
１１ クラリスピンク 牝４青 ５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４５８－ ８１：５４．５� ６３．８�
５９ リキサンヒーロー 牡５栗 ５７ 江田 照男 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４７４－ ２１：５４．７� ３３．２�
３４ トーセンセカイオー 牡３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人島川 	哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 ４８８＋１６ 〃 アタマ １５．９

２２ サウンドレーサー 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義増田 雄一氏 勢司 和浩 浦河 富田牧場 ４６０± ０１：５４．８� ６．３�
４７ テ ル バ イ ク 牡４栗 ５７ 松岡 正海加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４７２＋ ６１：５４．９クビ ９４．４�
５８ ドラゴンフォルテ 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ８１：５５．４３ １．６
２３ シルクグラサージュ 牡４青鹿５７ 大野 拓弥有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８８＋ ２１：５５．５� ９．４�
６１０ アカシローレル 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲西村 太一臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４５２＋ ２１：５５．７１	 ２６３．５�
８１４ トウショウカムイ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１８＋１４ 〃 ハナ ２０．０�
６１１ ダイワコンフォート 牡４栗 ５７ 柴田 大知大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋１６１：５６．６５ １８７．４�
７１２ パーフェクトミー 牡３鹿 ５４ 高倉 稜木浪 巖氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 西川富岡牧場 ４３２＋ ６１：５６．８１	 １８４．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，５２２，６００円 複勝： ４９，１６８，１００円 枠連： ２０，９１８，１００円

馬連： ６１，５９４，６００円 馬単： ５２，８０１，６００円 ワイド： ２９，９７５，３００円

３連複： ７９，０６８，８００円 ３連単： １５４，７３３，２００円 計： ４７８，７８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ６２０円 � ７５０円 � ４６０円 枠 連（３－８） ４，０００円

馬 連 �� ２８，５９０円 馬 単 �� ５６，１５０円

ワ イ ド �� ７，８６０円 �� ２，７９０円 �� ４，３２０円

３ 連 複 ��� １０３，２８０円 ３ 連 単 ��� ７７６，８３０円

票 数

単勝票数 計 ３０５２２６ 的中 � １５４００（５番人気）
複勝票数 計 ４９１６８１ 的中 � ２０７２０（６番人気）� １６８８７（９番人気）� ２９６０６（４番人気）
枠連票数 計 ２０９１８１ 的中 （３－８） ３８６０（１３番人気）
馬連票数 計 ６１５９４６ 的中 �� １５９０（５１番人気）
馬単票数 計 ５２８０１６ 的中 �� ６９４（８４番人気）
ワイド票数 計 ２９９７５３ 的中 �� ９３１（５４番人気）�� ２６７４（２６番人気）�� １７０６（３７番人気）
３連複票数 計 ７９０６８８ 的中 ��� ５６５（１７０番人気）
３連単票数 計１５４７３３２ 的中 ��� １４７（１０００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．７―４９．８―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．９―１：４０．４

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

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

・（１２，１４）１５，１１（９，１３）（４，５）２（３，６）８，１０（１，７）・（１２，１４，１５）１３（９，１１，５，２）（４，３，８）（１０，６）（１，７）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ガリレオバローズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Glitterman デビュー ２０１０．１１．２８ 東京２着

２００８．４．３生 牡４黒鹿 母 グリッターズ 母母 Bon Adeau １６戦２勝 賞金 １９，２４１，０００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 バンダムクラウス号
（非抽選馬） １頭 アポロマーベリック号

２３０６８ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６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 ７，２００，０００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

２：２５．０
２：２２．１

良

良

７１０ ブライトボーイ 牡３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４６４－１２２：２４．７レコード １５．０�

１１ シャドウバンガード 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４４４－ ２２：２４．８� ６．０�
８１２ ウインフロレゾン 牝３黒鹿５２ 大野 拓弥�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４４６± ０２：２５．１２ ５．０�
３３ プロフェッサー 牡３鹿 ５４ 松岡 正海近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 ４６０± ０２：２５．３１� ４．２�
７９ エイダイポイント 牡４芦 ５７ 江田 照男�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ ４．１�
５５ レッドオブガバナー 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥�橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B４９２－ ２２：２５．７２� ２１．５	
６７ ヒビケジンダイコ 牡６鹿 ５７ 柴田 大知ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４６８－１０２：２６．０１� ２６．４

５６ � イクシカナイダロウ 牡３青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 乾 皆雄 ４９２＋ ２ 〃 クビ ５．６�
４４ オペラオーカン 牡５黒鹿５７ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４８６＋ ４２：２６．２１ ２２．１�
８１１ ドラゴンウィンズ 	４芦 ５７ 和田 竜二窪田 康志氏 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４７８＋ ４２：２６．３� ５９．１
２２ � セッテステラ 牡５栗 ５７ 武士沢友治河合 秀夫氏 高橋 文雅 浦河 鈴木 武蔵 ５１２± ０２：２６．４クビ １５４．４�
６８ ダブルピース 牡３黒鹿５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４８２－ ２２：２７．５７ １７１．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２３，７８０，３００円 複勝： ４３，１９７，０００円 枠連： １７，７９１，５００円

馬連： ６８，８７６，８００円 馬単： ４３，２６４，１００円 ワイド： ２７，７４４，８００円

３連複： ８０，０４８，４００円 ３連単： １４２，６００，７００円 計： ４４７，３０３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ３９０円 � ２３０円 � ２１０円 枠 連（１－７） １，２３０円

馬 連 �� ４，６８０円 馬 単 �� １１，３６０円

ワ イ ド �� １，７４０円 �� １，２００円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ９，６１０円 ３ 連 単 ��� ６７，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２３７８０３ 的中 � １２５２６（６番人気）
複勝票数 計 ４３１９７０ 的中 � ２５１９５（６番人気）� ５３４１７（４番人気）� ６１９５８（３番人気）
枠連票数 計 １７７９１５ 的中 （１－７） １０７１９（７番人気）
馬連票数 計 ６８８７６８ 的中 �� １０８７２（２０番人気）
馬単票数 計 ４３２６４１ 的中 �� ２８１３（４３番人気）
ワイド票数 計 ２７７４４８ 的中 �� ３８２３（２６番人気）�� ５６６５（１６番人気）�� ９９３０（９番人気）
３連複票数 計 ８００４８４ 的中 ��� ６１４９（３８番人気）
３連単票数 計１４２６００７ 的中 ��� １５５４（２３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．４―３６．１―４７．９―１：００．３―１：１２．９―１：２５．０―１：３７．１―１：４９．１―２：０１．０―２：１２．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトボーイ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２０ 東京４着

２００９．３．３０生 牡３鹿 母 カレンバレリーナ 母母 シアラスダンサー ９戦２勝 賞金 １６，６２０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２３０６９ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

り ょ う つ わ ん

両 津 湾 特 別
発走１４時３５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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４７ 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 ４５４＋ ６１：５２．５ ２．５�

４６ シルクエステート 牡６青 ５７ 岩田 康誠有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４６２－ ４１：５３．６７ ３．９�
３５ ハリマノワタリドリ 牡６栗 ５７ 和田 竜二福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４８２＋ ２１：５３．７� ５１．８�
６１１ スモールキング 牡４鹿 ５７ 高倉 稜�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４５０＋ ４１：５３．８� １４．６�
８１５ オールドパサデナ 牝３鹿 ５２ 内田 博幸吉田 照哉氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４９６＋ ５１：５３．９クビ ４．２�
１１ � セニョリータ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 ４５２＋ ２１：５４．０	 ９．５�
６１０ クールドリオン 牡７栗 ５７ 田中 博康広尾レース	 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４８０＋ ４１：５４．２� ３４７．３

３４ キングスリージョン 牡６栗 ５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９８± ０１：５４．４１	 ３９．３�
８１４
� クールヴェント 牡４鹿 ５７ 北村 宏司櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade１

Bloodstock Inc. ５２６＋ ６１：５４．５� １４６．１�
５８ � トウショウセレクト 牡５鹿 ５７ 柴田 大知トウショウ産業	 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４９８＋ ６１：５４．６� ３５．６
５９ 
 コスモナダル 牡６黒鹿５７ 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪

Milburn Creek
Thoroughbred
Stud

４７０＋１２１：５４．７クビ １３３．５�
７１２ バ ル ー ン 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義白井 岳氏 矢野 英一 日高 白瀬 明 ４９２－ ２ 〃 クビ ４５．８�
２２ タクティクス �６栗 ５７ 松岡 正海近藤 英子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ８１：５４．９１	 ５８．２�
２３ メイショウドレイク 牡７黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１４± ０１：５５．１１	 ２８２．７�
７１３ ピュアオパール 牝４青鹿５５ 中舘 英二 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４２４＋１８１：５６．３７ ２０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３３，１３９，１００円 複勝： ５０，２３５，３００円 枠連： ３０，３０１，９００円

馬連： ９６，０７４，８００円 馬単： ６１，７９５，８００円 ワイド： ３７，８３４，６００円

３連複： １２０，３２２，２００円 ３連単： ２３１，６２５，０００円 計： ６６１，３２８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � ６４０円 枠 連（４－４） ５００円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� １，７３０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ５，７２０円 ３ 連 単 ��� １８，６３０円

票 数

単勝票数 計 ３３１３９１ 的中 � １０８０８６（１番人気）
複勝票数 計 ５０２３５３ 的中 � １２５３０９（１番人気）� １００６４７（２番人気）� １２９３４（１０番人気）
枠連票数 計 ３０３０１９ 的中 （４－４） ４５５７０（２番人気）
馬連票数 計 ９６０７４８ 的中 �� １４８２８３（１番人気）
馬単票数 計 ６１７９５８ 的中 �� ５３１２６（１番人気）
ワイド票数 計 ３７８３４６ 的中 �� ５７７９０（１番人気）�� ４６３０（２２番人気）�� ４９７２（２１番人気）
３連複票数 計１２０３２２２ 的中 ��� １５５４２（１８番人気）
３連単票数 計２３１６２５０ 的中 ��� ９１７８（４６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．５―１３．４―１３．３―１３．０―１２．６―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３６．１―４９．５―１：０２．８―１：１５．８―１：２８．４―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

２
４

・（１３，８）１１（１，１２）７，２，１５（６，１４）（９，１０）（３，５）４・（１３，８，１１）７（１，１２）（５，１０）６（２，４）（９，１４，１５）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 １９戦４勝 賞金 ４６，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ニシノオウガイ号
（非抽選馬） ８頭 ウインク号・コウユーヒーロー号・トミケンユークアイ号・ハリウッドスター号・ホクトスワン号・

ユウターウェーヴ号・ユウターグローバル号・ワイルドロジャー号

２３０７０ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６日 第１０競走 ��
��１，４００�

あ さ ひ だ け

朝 日 岳 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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

２３ シルクドリーマー 牡３鹿 ５４ 田中 勝春有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 ４６４＋ ２１：２０．４ ２７．２�

５９ � ノーブルジュエリー 牝４黒鹿５５ 内田 博幸 �社台レースホース池江 泰寿 米 Shadai Farm ５１２＋３２ 〃 クビ ４．０�
７１４ ロードラディアント 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 �ロードホースクラブ 牧 光二 日高 中川 浩典 ４８０± ０１：２０．６１� ８．５�
１２ サイレントソニック 牝４黒鹿５５ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４５４＋ ２１：２０．７	 ４．０�
１１ 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 ４１８＋ ２１：２０．９１� ３．２�
８１５ マイネルハイセンス 牡４黒鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 イワミ牧場 ４７６－１０ 〃 クビ ９．５	
４７ ストロングロビン 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８６＋ ６１：２１．１１	 ５２．０

８１６ ラフレーズカフェ 牝３青鹿５２ 江田 照男西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４７４＋ ６１：２１．２クビ ２９．２�
３５ プレノタート 牝３鹿 ５２ 吉田 豊有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４４８＋ ２ 〃 ハナ １９．１�
４８ ロビンフット 牡４青鹿５７ 村田 一誠桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ５０６± ０ 〃 アタマ ７８．９
５１０ イントゥザストーム 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 ４００＋ ２１：２１．５２ ５０．０�
２４ クレバーデステニー 牡３鹿 ５４ 中舘 英二田� 正明氏 小西 一男 新ひだか 斉藤スタッド ４５８－ ６ 〃 クビ ２２４．１�
３６ エフティファラオ 
６鹿 ５７ 木幡 初広吉野 英子氏 金成 貴史 早来 ノーザンファーム ４７４＋１２１：２１．７１ ３２８．３�
６１２ テンエイエスプリ 牡５栗 ５７ 武士沢友治熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ ７８．１�
７１３ ナンヨークイーン 牝６鹿 ５５ 和田 竜二中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４４８± ０１：２２．４４ ２２０．７�
６１１ マックスドリーム 
５青鹿５７ 松岡 正海山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ５２６－１０１：２３．３５ ５４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４８，９９４，９００円 複勝： ８３，５１４，７００円 枠連： ３９，５８９，７００円

馬連： １５３，６４１，４００円 馬単： ８６，３２９，３００円 ワイド： ５３，０３６，８００円

３連複： １８０，３１３，５００円 ３連単： ３２８，６７４，９００円 計： ９７４，０９５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７２０円 複 勝 � ６００円 � ２３０円 � ２６０円 枠 連（２－５） ４，７８０円

馬 連 �� ４，５８０円 馬 単 �� １３，１１０円

ワ イ ド �� １，６７０円 �� ２，８００円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� １３，４６０円 ３ 連 単 ��� １０８，２００円

票 数

単勝票数 計 ４８９９４９ 的中 � １４２１７（７番人気）
複勝票数 計 ８３５１４７ 的中 � ３１３４９（８番人気）� １０５１６５（３番人気）� ８９３６９（４番人気）
枠連票数 計 ３９５８９７ 的中 （２－５） ６１１６（１４番人気）
馬連票数 計１５３６４１４ 的中 �� ２４７７４（１７番人気）
馬単票数 計 ８６３２９３ 的中 �� ４８６１（４０番人気）
ワイド票数 計 ５３０３６８ 的中 �� ７７２４（１７番人気）�� ４５０９（３１番人気）�� １９５４８（６番人気）
３連複票数 計１８０３１３５ 的中 ��� ９８９１（４５番人気）
３連単票数 計３２８６７４９ 的中 ��� ２２４２（３２２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．４―３４．３―４５．５―５７．１―１：０８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクドリーマー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．７．２３ 新潟４着

２００９．４．２５生 牡３鹿 母 ドリームキセキ 母母 ドリームロッチ １３戦３勝 賞金 ３４，３４１，０００円

２レース目



２３０７１ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６日 第１１競走 ��
��１，６００�第３２回新潟２歳ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左・外）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ３０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ７，５００，０００円 ４，５００，０００円 ３，０００，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

８１６ ザ ラ ス ト ロ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 ４８０＋ ２１：３３．５レコード ６．３�

４７ ノ ウ レ ッ ジ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７８－１０ 〃 アタマ ２５．９�

１１ サウンドリアーナ 牝２黒鹿５４ 和田 竜二増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 水上 習孝 ４７４＋２０１：３３．６� ２０．３�
８１７ メイショウオオゼキ 牡２鹿 ５４ 木幡 初広松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４７８± ０１：３４．０２� ３．５�
１２ カラフルブラッサム 牝２鹿 ５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ２１：３４．１クビ ４．８�
７１５ シゲルイルカザ 牡２黒鹿５４ 国分 優作森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 高橋 修 ４８６－ ６１：３４．３１� ４２．７�
２４ ロジウエスト 牝２鹿 ５４ 田中 勝春久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４７６± ０１：３４．４� ５８．１�
６１１ ユキノユウダン 牡２栗 ５４ 江田 照男馬場 幸廣氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム ４０４－ ４１：３４．５� ６６．１	
２３ トーセンレディ 牝２栗 ５４ 北村 宏司島川 
哉氏 加藤 征弘 新ひだか 服部 牧場 ４７８＋ ６１：３４．６� １４．５�
８１８ モーニングコール 牝２鹿 ５４ 石橋 脩飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４２０－ ６ 〃 ハナ １８．７�
５１０ ショウナンアンカー 牡２栗 ５４ 中舘 英二国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム ４５８－ ４ 〃 クビ ９８．８
５９ タガノラルフ 牡２青鹿５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８＋ ４１：３４．７クビ １０．７�
４８ エフティチャーミー 牝２鹿 ５４ 村田 一誠吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 ４３６－ ２１：３４．８� ９．７�
６１２ サウンドアドバイス 牝２栗 ５４ 高倉 稜加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４５６＋ ６ 〃 クビ ４９．１�
３５ ミ ナ レ ッ ト 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 ４５６＋ ２１：３４．９クビ ９３．１�
７１４ コスモリープリング 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 ４８２－ ２１：３５．０� ８５．５�
３６ クラウンアトラス 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣矢野 悦三氏 田島 俊明 新冠 カミイスタット ４７４＋ ６１：３５．１� １７．６�
７１３ ナンヨーケンゴー 牡２鹿 ５４ 吉田 豊中村 �也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 ４５６－１２１：３５．３１� ２７．３�

（１８頭）

売 得 金
単勝： １２３，７９６，０００円 複勝： １７４，３７８，２００円 枠連： １４０，５６６，６００円 馬連： ４８９，８８８，３００円 馬単： ２５３，３０５，８００円

ワイド： １５８，３８９，２００円 ３連複： ６９６，８２２，０００円 ３連単： １，２０６，１３６，４００円 ５重勝： ８８１，８７２，５００円 計： ４，１２５，１５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２４０円 � ８４０円 � ６２０円 枠 連（４－８） ８６０円

馬 連 �� １２，３８０円 馬 単 �� ２１，７４０円

ワ イ ド �� ４，４２０円 �� ２，６６０円 �� ７，７４０円

３ 連 複 ��� ９２，５５０円 ３ 連 単 ��� ４７１，９７０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����� ３８，２８３，６５０円

票 数

単勝票数 計１２３７９６０ 的中 � １５７０６５（３番人気）
複勝票数 計１７４３７８２ 的中 � ２２５７３５（３番人気）� ４９０６８（１２番人気）� ６８６３１（８番人気）
枠連票数 計１４０５６６６ 的中 （４－８） １２０６４０（３番人気）
馬連票数 計４８９８８８３ 的中 �� ２９２２０（４２番人気）
馬単票数 計２５３３０５８ 的中 �� ８６００（７３番人気）
ワイド票数 計１５８３８９２ 的中 �� ８８１４（５３番人気）�� １４８０４（３１番人気）�� ４９９３（８２番人気）
３連複票数 計６９６８２２０ 的中 ��� ５５５７（２７０番人気）
３連単票数 計１２０６１３６４ 的中 ��� １８８６（１３０９番人気）
５重勝票数 計８８１８７２５ 的中 ����� １７

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．７―１１．８―１２．０―１１．７―１０．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．１―４６．９―５８．９―１：１０．６―１：２１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ ラ ス ト ロ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１２．６．２３ 福島３着

２０１０．２．１４生 牡２鹿 母 セクシーココナッツ 母母 ココパシオン ３戦２勝 賞金 ３７，４４４，０００円
〔制裁〕 エフティチャーミー号の騎手村田一誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（２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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ロードシュプリーム号

２３０７２ ８月２６日 晴 良 （２４新潟３）第６日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

４７ セコンドピアット 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム ４６４＋２０１：４６．９ ２．５�

６１１ カレンデイムーン 牡４栗 ５７ 内田 博幸鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ８ 〃 ハナ １５．５�
７１２ ヴィーヴァブーケ 牝６青鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド ４０４－ ２１：４７．１１� １６．６�
７１３ サトノフローラ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２０± ０１：４７．３１� ４．５�
６１０ シルクレイノルズ 牡４青鹿５７ 大野 拓弥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 ４８２－ ８ 〃 ハナ ５．７�
５９ トウカイクオーレ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B４５２＋ ６１：４７．６２ １４．２�
５８ カシマパフューム 牝６栗 ５５ 中谷 雄太松浦 一久氏 畠山 重則 新ひだか 静内酒井牧場 ４３２－ ４１：４７．８１ ２９２．７	
２２ ナンヨーストロング �５鹿 ５７ 田中 勝春中村 �也氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５００＋２２ 〃 ハナ １３４．４

３４ トップスカーレット 牝３栗 ５２ 岩田 康誠林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ６ 〃 クビ ７．７�
２３ � トーセンサイレンス 牡４黒鹿５７ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５４－１１１：４７．９クビ ３７．０
８１４ ラストノート �５鹿 ５７ 和田 竜二 �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 ４７４－１２１：４８．０� １２．９�
８１５ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４５８± ０１：４８．２１� １７９．０�
４６ � スイートゲイナー 牝５黒鹿５５ 木幡 初広シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 シンボリ牧場 ４６６＋１０１：４８．３� ２１７．０�
１１ ゴ ウ イ モ ン 牝３鹿 ５２ 田中 博康井門 敏雄氏 南田美知雄 日高 坂 牧場 ４２８＋ ４１：４９．５７ ３４１．２�

（１４頭）
３５ キャラメリゼ 牝３栗 ５２

４９ ▲高嶋 活士有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４８＋ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ６８，２３４，５００円 複勝： ９２，１３０，７００円 枠連： ４６，５８７，１００円

馬連： １６７，４３９，７００円 馬単： １０７，０４９，４００円 ワイド： ６５，９０６，６００円

３連複： ２０３，６６０，２００円 ３連単： ４４９，２３２，７００円 計： １，２００，２４０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ３８０円 � ３４０円 枠 連（４－６） ５７０円

馬 連 �� １，８８０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド �� ７２０円 �� ７１０円 �� ２，５７０円

３ 連 複 ��� ７，４７０円 ３ 連 単 ��� ２７，０４０円

票 数

単勝票数 差引計 ６８２３４５（返還計 １６６１） 的中 � ２２０５７９（１番人気）
複勝票数 差引計 ９２１３０７（返還計 ３１７３） 的中 � ２２１７２３（１番人気）� ５３３８０（８番人気）� ６０４３８（５番人気）
枠連票数 差引計 ４６５８７１（返還計 ６６３） 的中 （４－６） ６０６２８（２番人気）
馬連票数 差引計１６７４３９７（返還計 １４８７９） 的中 �� ６５８５０（８番人気）
馬単票数 差引計１０７０４９４（返還計 ９９２１） 的中 �� ２９９９３（１０番人気）
ワイド票数 差引計 ６５９０６６（返還計 ７７３２） 的中 �� ２３２３７（８番人気）�� ２３７６２（７番人気）�� ５９９３（２８番人気）
３連複票数 差引計２０３６６０２（返還計 ３５６７７） 的中 ��� ２０１２１（３０番人気）
３連単票数 差引計４４９２３２７（返還計 ６８２８８） 的中 ��� １２２６２（９４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．８―１２．８―１２．６―１２．４―１１．５―１０．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３５．６―４８．４―１：０１．０―１：１３．４―１：２４．９―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セコンドピアット �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Alphabet Soup デビュー ２０１１．１１．５ 東京１着

２００９．４．１０生 牝３鹿 母 エービーヌードル 母母 Rasant ８戦２勝 賞金 ３２，３８８，０００円
〔競走除外〕 キャラメリゼ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

５レース目



（２４新潟３）第６日 ８月２６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 １９０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

２０９，３１０，０００円
６，８３０，０００円
１，９５０，０００円
１８，８７０，０００円
６５，２１０，５００円
５，２４６，０００円
１，８２４，０００円

勝馬投票券売得金
４５５，５２９，７００円
７２０，６８８，６００円
３９５，１５０，２００円
１，３４７，９７４，５００円
８２７，９４１，４００円
５１８，７３３，０００円
１，７７９，１６０，８００円
３，２１６，１０６，３００円
８８１，８７２，５００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 １０，１４３，１５７，０００円

総入場人員 １３，６９７名 （有料入場人員 １１，７１６名）


