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21013 7月28日 晴 稍重 （25新潟2）第2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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

58 セイウンクロス 牡2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか へいはた牧場 422－ 41：12．6 4．8�
814� ペガサスジュニア 牡2栗 54 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-

take Iida 492＋ 21：12．81� 2．6�
713 ラシアンカウボーイ 牡2栗 54 柴田 大知�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 480＋ 41：13．22	 28．8�
610 サ ノ イ チ 牡2鹿 54 福永 祐一ビジョンサラブレッドクラブ 菊川 正達 日高 豊洋牧場 454＋ 21：13．62	 4．1�
815 ダイチトゥルース 牡2黒鹿54 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 434＋ 21：14．13 23．1�
47 シゲルナガト 牝2鹿 54 松岡 正海森中 蕃氏 武市 康男 新ひだか 前田 宗将 468＋ 61：14．41
 38．1	
712 ゴールドクレセント 牡2鹿 54 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム 464－ 61：14．5	 36．7

34 アーネストミノル 牡2鹿 54 蛯名 正義吉岡 實氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 436－ 81：14．71	 11．2�
35 アポロデイライト 牝2栗 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 菊川 正達 新冠 佐藤 義紀 464＋ 21：14．91	 21．9�
611 カシノワンダラー 牡2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 一山育成牧場 452＋ 41：15．0クビ 64．9
46 トミケンムートス 牡2栗 54 田中 勝春冨樫 賢二氏 水野 貴広 新冠 アサヒ牧場 414－ 61：15．1	 154．0�
23 キングオブキック 牡2栗 54 嘉藤 貴行北原光一郎氏 畠山 重則 浦河 上山牧場 460＋ 21：15．73	 267．4�
22 ミシェルメモリアル 牝2鹿 54

53 ☆嶋田 純次山内 晃氏 和田正一郎 安平 追分ファーム 444－ 41：15．8クビ 16．0�
11 ゴーアップファイト 牡2栗 54 北村 宏司後上 文雄氏 小笠 倫弘 浦河 福岡 光夫 470＋ 21：16．65 21．3�
59 ドリームエルダー 牡2栗 54 江田 照男セゾンレースホース� 根本 康広 豊浦 飯原牧場 466－141：17．45 65．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，458，100円 複勝： 35，429，200円 枠連： 12，711，300円
馬連： 45，534，200円 馬単： 31，144，800円 ワイド： 22，628，000円
3連複： 63，448，100円 3連単： 98，917，400円 計： 330，271，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 130円 � 580円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，440円

ワ イ ド �� 320円 �� 1，870円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 16，500円

票 数

単勝票数 計 204581 的中 � 33767（3番人気）
複勝票数 計 354292 的中 � 51959（3番人気）� 108336（1番人気）� 10224（10番人気）
枠連票数 計 127113 的中 （5－8） 18171（1番人気）
馬連票数 計 455342 的中 �� 51779（2番人気）
馬単票数 計 311448 的中 �� 16048（3番人気）
ワイド票数 計 226280 的中 �� 20417（2番人気）�� 2712（23番人気）�� 5977（8番人気）
3連複票数 計 634481 的中 ��� 13525（9番人気）
3連単票数 計 989174 的中 ��� 4425（35番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．7―12．6―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．8―47．4―59．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイウンクロス �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．7．7 福島5着

2011．3．15生 牡2鹿 母 レガシーラベンダー 母母 レガシーフィールド 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームエルダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タガノハヤテ号

21014 7月28日 晴 稍重 （25新潟2）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）

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 レ ア ン デ ル 牡3栗 56 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 482＋101：56．7 5．6�
46 ジオメトリー 牡3栗 56 大野 拓弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 488＋ 2 〃 クビ 3．7�
814 ウインフェロー 牡3鹿 56 柴田 大知�ウイン 尾関 知人 様似 小田 誠一 B472＋ 61：57．01� 12．9�
11 キ ン シ バ イ 牡3鹿 56

53 ▲山崎 亮誠山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 512＋ 21：57．31� 23．4�
58 フレーミングトーチ 牡3鹿 56 田中 勝春 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 484＋ 4 〃 ハナ 8．0	
610 ファイアポイント 牡3黒鹿56 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 荒木 貴宏 436－ 21：57．93� 40．1

712 モンサンデューン 牡3鹿 56 武士沢友治山下 新一氏 菊沢 隆徳 むかわ 桑原牧場 488＋16 〃 ハナ 6．9�
22 オ フ ィ シ エ 牡3鹿 56 吉田 豊伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 B458± 01：58．0� 5．4�
34 アズマワンダー 牡3栗 56 大庭 和弥田島 大史氏 武市 康男 日高 日高大洋牧場 452＋ 4 〃 ハナ 31．7
611 ド ミ ン ゴ 牡3鹿 56 田辺 裕信千田 幸信氏 田中 剛 新冠 アラキフアーム 484＋ 61：58．1� 7．2�
23 フクノシリウス 牡3黒鹿56 上野 翔福島 実氏 嶋田 潤 浦河 山口 義彦 B448＋101：58．31� 177．5�
35 コスモアーザ 牡3栗 56 酒井 学 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 久保 昇 472－ 41：59．89 131．3�
815 シアワセカナウ 牝3栗 54

52 △杉原 誠人小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 築紫 洋 460－ 2 〃 ハナ 152．2�
713 コウヨウミラクル 牡3鹿 56 柴田 善臣寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 440＋ 42：00．54 67．6�
47 エクセルシード 牡3栗 56 松岡 正海谷川 正純氏 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 458± 02：00．82 180．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，934，100円 複勝： 31，271，200円 枠連： 13，057，700円
馬連： 45，367，000円 馬単： 30，442，200円 ワイド： 21，325，900円
3連複： 60，422，100円 3連単： 98，438，300円 計： 317，258，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 160円 � 330円 枠 連（4－5） 530円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 380円 �� 780円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 14，210円

票 数

単勝票数 計 169341 的中 � 24242（3番人気）
複勝票数 計 312712 的中 � 44383（3番人気）� 63555（1番人気）� 20216（7番人気）
枠連票数 計 130577 的中 （4－5） 18269（1番人気）
馬連票数 計 453670 的中 �� 40598（1番人気）
馬単票数 計 304422 的中 �� 11429（4番人気）
ワイド票数 計 213259 的中 �� 15019（1番人気）�� 6498（12番人気）�� 7012（10番人気）
3連複票数 計 604221 的中 ��� 18762（5番人気）
3連単票数 計 984383 的中 ��� 5115（27番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―13．2―14．2―13．3―12．3―13．1―13．2―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．4―51．6―1：04．9―1：17．2―1：30．3―1：43．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レ ア ン デ ル �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2013．2．3 東京10着

2010．3．6生 牡3栗 母 シャークムスメ 母母 リンクスオブゴールド 8戦1勝 賞金 6，600，000円
〔制裁〕 モンサンデューン号の騎手武士沢友治は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※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 ガイディングライト号
（非抽選馬） 2頭 イラッシャイマセ号・スプリングカフェ号

第２回 新潟競馬 第２日



21015 7月28日 晴 稍重 （25新潟2）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

58 レディーピンク 牝3鹿 54 西村 太一小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 426＋ 21：12．1 39．5�
59 � ハントヴェルカー 牡3鹿 56 大野 拓弥前田 幸治氏 田中 剛 米

Gabriel Duignan, Rich-
ard Strappe, Bradley
TB’s & Cherokee Equine

522＋ 41：12．95 2．8�
34 ニキーヤダイヤ 牝3栗 54 柴田 善臣池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 466－ 21：13．11� 26．3�
11 クラウンプルートゥ 牡3黒鹿56 吉田 豊�クラウン 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 446－141：13．31 10．6�
610 タイセイスペシャル 牝3芦 54 田中 勝春田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 アラキフアーム 478－ 6 〃 ハナ 5．1�
815 レオアクシス 	3青鹿56 横山 典弘�レオ 萱野 浩二 浦河 中村 雅明 494－ 21：13．4
 3．1	
46 ベルウッドテッペン 牡3鹿 56 武士沢友治鈴木 照雄氏 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 488± 01：13．61� 44．9

611 マ グ ネ イ ト 牡3栗 56 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか キヨタケ牧場 B464－ 41：13．81� 16．6�
713 マザーズアイ 牝3栗 54 江田 照男西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 452－ 2 〃 アタマ 50．8�
35 ケージーイチバン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹川井 五郎氏 水野 貴広 新ひだか 松本牧場 482＋ 8 〃 クビ 93．2
23 � ココロノスポーツ 牝3鹿 54 石橋 脩スリースターズレーシング 木村 哲也 米 John C.

Oxley 468－ 6 〃 ハナ 19．4�
712 ブランドハヤテ 牡3芦 56

53 ▲山崎 亮誠榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別牧場 B474＋ 61：13．9クビ 53．3�
47 ショウナンパンチ 牡3黒鹿56 田辺 裕信国本 哲秀氏 伊藤 大士 日高 坂田牧場 512＋121：14．11� 27．4�
22 ベルベットカッツェ 牝3栗 54

53 ☆嶋田 純次吉岡 泰治氏 和田正一郎 新ひだか 増本牧場 458＋ 21：14．2� 377．4�
814 バーソロミューピサ 牡3栗 56

54 △杉原 誠人市川 義美氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 420± 01：14．83� 318．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，380，200円 複勝： 40，786，900円 枠連： 14，027，100円
馬連： 52，428，100円 馬単： 37，458，400円 ワイド： 27，117，100円
3連複： 77，425，200円 3連単： 125，080，800円 計： 399，703，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，950円 複 勝 � 780円 � 150円 � 590円 枠 連（5－5） 7，330円

馬 連 �� 8，850円 馬 単 �� 21，290円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 8，180円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 48，180円 3 連 単 ��� 372，220円

票 数

単勝票数 計 253802 的中 � 5076（9番人気）
複勝票数 計 407869 的中 � 10480（10番人気）� 109650（1番人気）� 14548（7番人気）
枠連票数 計 140271 的中 （5－5） 1413（22番人気）
馬連票数 計 524281 的中 �� 4372（28番人気）
馬単票数 計 374584 的中 �� 1299（58番人気）
ワイド票数 計 271171 的中 �� 3322（20番人気）�� 795（53番人気）�� 5297（11番人気）
3連複票数 計 774252 的中 ��� 1186（108番人気）
3連単票数 計1250808 的中 ��� 248（701番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―12．0―12．6―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．4―35．4―48．0―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レディーピンク �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2012．8．12 新潟16着

2010．3．11生 牝3鹿 母 ワイルドピンク 母母 パワフルレデイ 11戦1勝 賞金 6，290，000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） 2頭 キョウエイラーケン号・ローレルマヌエル号
（非抽選馬） 1頭 スズカロカフラ号

21016 7月28日 晴 良 （25新潟2）第2日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時40分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

59 ミラクルアスク 牝3鹿 54 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 426＋101：48．4 11．0�
714 レッドベルフィーユ 牝3栗 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 408 ― 〃 クビ 14．5�
817 フィールフリーリー 牝3栗 54 大野 拓弥吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 484＋ 61：48．5クビ 12．8�
510 イメージガール 牝3黒鹿54 蛯名 正義飯田 政子氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 450＋ 21：48．92� 7．0�
818 サルサビーン 牝3鹿 54 江田 照男岡田 隆寛氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田牧場 B448＋ 41：49．0� 179．2�
12 アンスーリール 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 422－ 61：49．21� 19．7	

611 テンジンハルカゼ 牝3黒鹿 54
51 ▲山崎 亮誠�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 420＋ 2 〃 ハナ 148．9


23 クレバーチャーム 牝3黒鹿54 横山 典弘 �ウエスタンファーム 萱野 浩二 新冠 競優牧場 420＋121：49．51� 4．3�
36 ソロトワール 牝3栗 54 村田 一誠村野 康司氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 クビ 70．7�
11 アールジュエリー 牝3黒鹿54 伊藤 工真星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 442＋161：49．6クビ 248．9
24 バトルトウショウ 牝3黒鹿54 吉田 豊トウショウ産業� 小笠 倫弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 442± 0 〃 クビ 348．5�
47 グンジョウノソラ 牝3黒鹿54 武士沢友治内藤 好江氏 浅野洋一郎 新ひだか 本桐牧場 428＋171：49．81� 267．1�
35 サンタクローチェ 牝3青鹿54 石橋 脩村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 クビ 4．8�
816 サクラプリムローズ 牝3黒鹿54 田辺 裕信�さくらコマース牧 光二 新ひだか 西村 和夫 458＋161：49．9クビ 6．2�
715 メイショウスーリヤ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 磯野牧場 474 ―1：50．11� 35．0�
48 カレンナデルガード 牝3鹿 54

52 △杉原 誠人山科 統氏 大竹 正博 浦河 富塚 元喜 466＋ 61：50．2� 77．1�
713 サニーロック 牝3黒鹿54 松岡 正海宮﨑 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム 452＋ 2 〃 ハナ 27．2�
612 マルシアーノ 牝3青鹿54 福永 祐一吉田 和美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 ハナ 9．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，641，200円 複勝： 44，278，700円 枠連： 18，000，800円
馬連： 53，329，600円 馬単： 33，482，400円 ワイド： 25，245，700円
3連複： 71，005，700円 3連単： 106，939，600円 計： 374，923，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 330円 � 630円 � 470円 枠 連（5－7） 1，510円

馬 連 �� 9，130円 馬 単 �� 15，910円

ワ イ ド �� 2，800円 �� 2，550円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 40，850円 3 連 単 ��� 211，020円

票 数

単勝票数 計 226412 的中 � 16231（6番人気）
複勝票数 計 442787 的中 � 38651（4番人気）� 17501（9番人気）� 24565（8番人気）
枠連票数 計 180008 的中 （5－7） 8850（8番人気）
馬連票数 計 533296 的中 �� 4312（35番人気）
馬単票数 計 334824 的中 �� 1554（62番人気）
ワイド票数 計 252457 的中 �� 2224（37番人気）�� 2449（34番人気）�� 1860（40番人気）
3連複票数 計 710057 的中 ��� 1283（119番人気）
3連単票数 計1069396 的中 ��� 374（636番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．4―12．2―12．9―13．0―11．8―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．5―47．7―1：00．6―1：13．6―1：25．4―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F34．8
3 11，16（7，17）（3，10）（2，1，15）（9，8，18）13（5，12，14）（4，6） 4 11，16（7，17）（3，10）（15，18）（2，1）（9，8，14）（12，13）（5，4，6）

勝馬の
紹 介

ミラクルアスク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ロイヤルアカデミーⅡ デビュー 2012．7．14 新潟7着

2010．3．18生 牝3鹿 母 イ ル バ チ オ 母母 サーファーガール 10戦1勝 賞金 9，200，000円
〔制裁〕 レッドベルフィーユ号の騎手北村宏司は，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。（被害馬：18

番・10番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 オオムラサキ号・サクラメガフレア号



21017 7月28日 晴 良 （25新潟2）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）
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
1：33．5
1：33．1

良
良

816 ヴ ィ ス ビ ー 牝2黒鹿54 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 470 ―1：36．6 24．1�
11 ジャストヴィークル 牡2鹿 54 池添 謙一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 490 ―1：36．7� 11．7�
23 ニシノアカツキ 牝2栗 54 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 高昭牧場 462 ―1：36．8� 35．5�
48 	 マイネルスパイアー 牡2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 米 Ugo e Nazza-
reno Marchetti 468 ― 〃 クビ 2．4�

818 クリノイザナミ 牝2青 54 北村 宏司栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 412 ―1：36．9� 10．2�
817 ライトニングロアー 牡2鹿 54 福永 祐一前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 490 ― 〃 ハナ 3．9	
612 ユキノアカツキ 牡2栗 54 柴田 善臣馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 幾千世牧場 516 ―1：37．0クビ 63．5

713 コスモレヴァータ 牡2鹿 54 伊藤 工真岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 426 ―1：37．31� 111．4�
36 アルスターサイクル 牡2鹿 54 田中 勝春吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム 500 ―1：37．4� 46．3�
714 レッドオラシオン 牡2芦 54 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 442 ―1：37．71� 35．5
510 シュタインベルガー 牡2青鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 484 ―1：37．8クビ 7．6�
24 コスモプラナス 牝2栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 426 ― 〃 ハナ 164．5�
611 ロトラトゥール 牝2鹿 54 横山 典弘國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 484 ―1：38．01
 16．4�
715 ナ リ ノ サ チ 牝2青鹿54 木幡 初広成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 434 ― 〃 アタマ 78．4�
12 ヒ ム カ 牝2栗 54 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 480 ―1：38．21� 48．9�
47 ラッキーゴールド 牝2鹿 54 武士沢友治�下河辺牧場 金成 貴史 日高 下河辺牧場 428 ―1：38．41
 121．5�
59 リベレイショニスト 牡2栗 54 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ―1：38．61� 88．2�
35 ギンザブレイド 牡2黒鹿54 石橋 脩有馬 博文氏 池上 昌弘 日高 白井牧場 478 ―1：39．02� 139．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，862，500円 複勝： 42，221，000円 枠連： 20，664，800円
馬連： 56，720，000円 馬単： 38，425，300円 ワイド： 27，791，400円
3連複： 70，787，200円 3連単： 113，949，300円 計： 403，421，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，410円 複 勝 � 590円 � 340円 � 930円 枠 連（1－8） 820円

馬 連 �� 6，700円 馬 単 �� 14，980円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 5，200円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 62，050円 3 連 単 ��� 323，450円

票 数

単勝票数 計 328625 的中 � 10788（7番人気）
複勝票数 計 422210 的中 � 18386（7番人気）� 36157（5番人気）� 11157（10番人気）
枠連票数 計 206648 的中 （1－8） 18753（2番人気）
馬連票数 計 567200 的中 �� 6255（23番人気）
馬単票数 計 384253 的中 �� 1894（45番人気）
ワイド票数 計 277914 的中 �� 3153（21番人気）�� 1304（55番人気）�� 1909（35番人気）
3連複票数 計 707872 的中 ��� 842（162番人気）
3連単票数 計1139493 的中 ��� 260（797番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―36．5―49．7―1：02．4―1：14．1―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ス ビ ー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2011．1．29生 牝2黒鹿 母 ア ル ヴ ィ ス 母母 Extraterrestral 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21018 7月28日 晴 良 （25新潟2）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）

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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

23 ラ ヴ ィ ー ネ 牝2芦 54 福永 祐一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 450 ―1：23．3 2．4�
48 アラマサクロフネ 牝2鹿 54 田辺 裕信�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 472 ― 〃 ハナ 9．6�
612 ニシノシュロ 牝2青鹿54 池添 謙一西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 484 ―1：24．15 12．0�
47 スズプリンセス 牝2鹿 54 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 伊藤 正徳 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462 ― 〃 クビ 80．1�
11 ア ン ク ト 牝2黒鹿54 北村 宏司広尾レース� 鹿戸 雄一 大樹 大樹ファーム 456 ―1：24．31� 22．5	
818 トミケントロアール 牝2芦 54 蛯名 正義冨樫 賢二氏 水野 貴広 新冠 村上 欽哉 456 ―1：24．4� 91．4

714 ヒーラブズミー 牝2鹿 54 吉田 豊吉田 千津氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 420 ―1：24．61� 3．9�
24 アクアプリンセス 牝2鹿 54 柴田 善臣水谷 昌晃氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 418 ―1：24．81� 66．1�
12 ハミングライフ 牝2栗 54 横山 典弘市川 義美氏 国枝 栄 平取 坂東牧場 478 ― 〃 クビ 6．4
611 エンジェルビーツ 牝2栗 54 柴田 大知前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 平山牧場 444 ― 〃 ハナ 15．4�
816 フライバイナイト 牝2鹿 54 村田 一誠日下部勝德氏 栗田 徹 新冠 有限会社 大

作ステーブル 406 ―1：24．9� 198．0�
817 イーグルアモン 牝2鹿 54 武士沢友治平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 444 ―1：25．11� 82．0�
36 プランドール 牝2栗 54 宮崎 北斗 �ロードホースクラブ 田中 清隆 新ひだか 澤田 嘉隆 476 ―1：25．2� 45．2�
715 メイショウベルシア 牝2鹿 54 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 450 ―1：25．62� 129．7�
35 カンタベリーワルツ 牝2芦 54

51 ▲山崎 亮誠峰 哲馬氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤吉牧場 398 ―1：26．87 284．5�
713 スパンコール 牝2鹿 54 酒井 学飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：27．33 67．9�
59 フロリディータ 牝2鹿 54 松岡 正海手嶋 康雄氏 天間 昭一 浦河 浦河土肥牧場 442 ―1：28．68 192．0�
510 ブルザンインディゴ 牝2芦 54 大野 拓弥藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 444 ― （競走中止） 85．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，469，400円 複勝： 37，209，600円 枠連： 17，735，100円
馬連： 53，110，600円 馬単： 35，575，800円 ワイド： 23，792，600円
3連複： 62，046，000円 3連単： 100，833，400円 計： 360，772，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 230円 � 280円 枠 連（2－4） 1，000円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 440円 �� 620円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 13，200円

票 数

単勝票数 計 304694 的中 � 103879（1番人気）
複勝票数 計 372096 的中 � 91149（1番人気）� 38248（4番人気）� 28605（5番人気）
枠連票数 計 177351 的中 （2－4） 13189（4番人気）
馬連票数 計 531106 的中 �� 33811（3番人気）
馬単票数 計 355758 的中 �� 17136（3番人気）
ワイド票数 計 237926 的中 �� 14369（3番人気）�� 9586（5番人気）�� 4886（13番人気）
3連複票数 計 620460 的中 ��� 12410（11番人気）
3連単票数 計1008334 的中 ��� 5640（27番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．5―12．1―12．3―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．0―35．5―47．6―59．9―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ヴ ィ ー ネ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kendor 初出走

2011．3．14生 牝2芦 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ブルザンインディゴ号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔制裁〕 アクアプリンセス号の騎手柴田善臣は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・9番・15

番）
ニシノシュロ号の騎手池添謙一は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

〔調教再審査〕 ブルザンインディゴ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 アクアプリンセス号は，3コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。

フロリディータ号は，3コーナー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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ウインシビュラ号・ウエスタンアモーレ号・ケイビエント号・スーリール号・ディナーベル号・トレトレボーラー号・

ハシルヨアカルク号・ロイヤルグラッセ号



21019 7月28日 晴 稍重 （25新潟2）第2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

58 カントリースノー �6黒鹿 57
56 ☆嶋田 純次鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B518－ 61：52．9 3．8�

611 インディーグラブ 牡5鹿 57 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム 438－ 61：53．21	 5．8�
814 コスモマイギフト 牡4黒鹿57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 B490－ 41：54．58 6．6�
712 コパノウィリアム 牡4鹿 57 勝浦 正樹小林 祥晃氏 尾形 充弘 新ひだか 服部 牧場 480± 01：54．71
 7．0�
11 クレバーカイザー 牡4鹿 57 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：55．01	 4．9	
35 ドンビザッツウェイ 牡6鹿 57 大野 拓弥田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 478－161：55．1� 64．4

22 スリープレシャス 牡5青 57

55 △杉原 誠人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B464± 01：55．2� 94．0�
610 モ ネ ロ 牡4鹿 57 江田 照男上野 直樹氏 菅原 泰夫 日高 浦新 徳司 B462＋ 61：55．3� 37．2�
23 オパールパワー 牡4芦 57 松岡 正海居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 576＋ 8 〃 アタマ 19．9
59 エ ス ト ー ケ 牡3鹿 54 武士沢友治山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 出羽牧場 490± 01：55．62 92．6�
47 エメルボヌール 牡3黒鹿54 吉田 豊 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 81：55．8	 7．6�
815 フレンドワン 牡4黒鹿57 北村 宏司戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 464± 0 〃 クビ 15．2�
713� タキオンカフェ 牡5黒鹿 57

54 ▲山崎 亮誠西川 恭子氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 506＋141：56．33 218．1�
46 ピカピカテッタ 牡6鹿 57

54 ▲原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 名古屋 一征 478－221：57．36 259．1�
34 � シンボリルアーブル �6黒鹿57 西田雄一郎シンボリ牧場 奥平 雅士 新ひだか シンボリ牧場 520＋181：58．36 245．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，703，800円 複勝： 44，939，800円 枠連： 17，823，200円
馬連： 65，233，300円 馬単： 37，210，600円 ワイド： 30，935，400円
3連複： 82，153，900円 3連単： 129，199，600円 計： 433，199，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 210円 � 170円 枠 連（5－6） 1，040円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 480円 �� 320円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，930円 3 連 単 ��� 10，020円

票 数

単勝票数 計 257038 的中 � 54024（1番人気）
複勝票数 計 449398 的中 � 88209（1番人気）� 49498（5番人気）� 71168（2番人気）
枠連票数 計 178232 的中 （5－6） 12752（3番人気）
馬連票数 計 652333 的中 �� 40600（3番人気）
馬単票数 計 372106 的中 �� 12579（3番人気）
ワイド票数 計 309354 的中 �� 15748（3番人気）�� 26116（1番人気）�� 10845（10番人気）
3連複票数 計 821539 的中 ��� 31428（2番人気）
3連単票数 計1291996 的中 ��� 9518（7番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．8―13．3―12．8―12．4―12．7―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．9―50．2―1：03．0―1：15．4―1：28．1―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カントリースノー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2010．1．24 中山2着

2007．3．21生 �6黒鹿 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー 35戦3勝 賞金 46，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シンボリルアーブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ワルトユニヴァース号

21020 7月28日 晴 良 （25新潟2）第2日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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
1：56．4
1：56．1

良
良

48 ア ロ ヒ ラ ニ 牡4黒鹿57 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：59．0 5．9�
818 トーセンターキー 牡3黒鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 4 〃 クビ 2．8�
611 マクベスバローズ 牡3黒鹿54 北村 宏司猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 450－121：59．32 12．4�
715� アンバサドゥール 牡4鹿 57

55 △杉原 誠人伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 464＋ 81：59．72� 142．1�
35 � トーセンビジュー �4鹿 57 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 田端牧場 440± 01：59．91	 175．3	
714 イルミナティ 牝3鹿 52 村田 一誠ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 478－ 22：00．21
 12．9

713 エアカリナン 牝4鹿 55 伊藤 工真 �ラッキーフィールド大竹 正博 安平 ノーザンファーム 468＋16 〃 ハナ 40．7�
24 レアーレスパーダ �6鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 502－ 4 〃 アタマ 19．3
817 ブライトボーイ 牡4鹿 57 石橋 脩古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 466＋ 8 〃 クビ 3．6�
36 ドラゴンウォー 牡3鹿 54 福永 祐一窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 496± 02：00．3クビ 11．5�
23 アードバーク 牡4鹿 57 西田雄一郎石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 464± 02：00．72� 387．7�
11 セクシイサウンド 牝3鹿 52

51 ☆嶋田 純次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 482－ 22：00．8
 20．0�
47 グランラファル 牡4栗 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 516＋20 〃 ハナ 241．2�
59 キョウエイマイン 牝4鹿 55 武士沢友治田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 430＋ 42：01．11
 172．8�
612 カシノスターライト 牝6鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 506－ 22：01．41
 32．6�
816 オメガラヴィータ 牝3栗 52 勝浦 正樹原 �子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 クビ 59．9�
510 ゲームコンセプト 牡7芦 57 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B494－162：01．5クビ 165．8�
12 � ユウミプリンセス 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁新井原 博氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 420± 02：01．71� 401．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，317，500円 複勝： 50，820，000円 枠連： 23，939，800円
馬連： 80，429，200円 馬単： 51，944，400円 ワイド： 35，070，100円
3連複： 92，846，900円 3連単： 161，616，200円 計： 528，984，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 180円 � 140円 � 290円 枠 連（4－8） 550円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，140円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 16，430円

票 数

単勝票数 計 323175 的中 � 43786（3番人気）
複勝票数 計 508200 的中 � 72935（3番人気）� 123663（1番人気）� 36876（4番人気）
枠連票数 計 239398 的中 （4－8） 32538（2番人気）
馬連票数 計 804292 的中 �� 64412（2番人気）
馬単票数 計 519444 的中 �� 16854（4番人気）
ワイド票数 計 350701 的中 �� 21152（2番人気）�� 7222（13番人気）�� 12128（6番人気）
3連複票数 計 928469 的中 ��� 20865（7番人気）
3連単票数 計1616162 的中 ��� 7263（32番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．4―11．8―12．4―12．7―12．5―12．0―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．4―34．8―46．6―59．0―1：11．7―1：24．2―1：36．2―1：47．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．8
3 1，18，2（9，14）（3，12，16）（6，13，17）（10，8）（5，11）15－（7，4） 4 1（2，18）（9，14，16）（3，12，17）13（6，8）（10，11）5（7，4，15）

勝馬の
紹 介

ア ロ ヒ ラ ニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．3 中山3着

2009．4．20生 牡4黒鹿 母 ファインセラ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 10戦2勝 賞金 19，800，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アンジェラスベル号・ブライトマーサ号・ベルゲンクライ号
（非抽選馬） 1頭 レッドカチューシャ号



21021 7月28日 晴 稍重 （25新潟2）第2日 第9競走 ��
��1，200�

い わ む ろ お ん せ ん

岩 室 温 泉 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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

47 カフェシュプリーム 牡4鹿 57 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 496± 01：10．8 2．5�
59 � ミリアグラシア 牝3栗 52 福永 祐一杉浦 正彦氏 千田 輝彦 米 Brereton

C. Jones 492± 01：11．12 2．6�
58 	 ノベンバーペガサス 牝5黒鹿55 池添 謙一松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 480＋ 41：11．63 26．8�
713 フォルテリコルド 牡4鹿 57 武士沢友治 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 540＋ 41：11．81
 8．2�
22 	 ネオシーサー 牡6青 57 酒井 学佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 442－ 2 〃 ハナ 13．9�
814 カツノセカンド 牡6鹿 57 的場 勇人勝野 	治氏 伊藤 伸一 日高 下河辺牧場 476－ 6 〃 クビ 316．1

610� フェアエレン 牝4栗 55 蛯名 正義前田 幸治氏 小笠 倫弘 米 WinStar

Farm LLC 486＋ 41：11．9� 18．1�
34 � セイウンリファイン 牡7鹿 57 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B494－ 61：12．0� 151．5�
35 ジャーグラット 牡5栗 57 杉原 誠人本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 434＋ 6 〃 ハナ 88．7
11 ミッキーオリーブ 牝6鹿 55 横山 典弘野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 アタマ 66．8�
23 クラッチヒット 牡8栗 57 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 488＋ 41：12．21� 26．7�
815 エイブルサクセス 牡5鹿 57 木幡 初広中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 544＋ 2 〃 ハナ 69．0�
712 ネオヴァンクル 牡4栗 57 柴田 大知小林 仁幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 524＋141：12．4� 12．8�
46 	 トウショウアトム 牡7黒鹿57 大庭 和弥トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B528＋ 21：12．61� 140．3�
611 カムレーシング 牡7黒鹿57 伊藤 工真吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 506－ 41：13．34 235．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，814，800円 複勝： 53，050，000円 枠連： 24，880，900円
馬連： 107，427，800円 馬単： 66，853，400円 ワイド： 40，543，900円
3連複： 122，674，100円 3連単： 249，490，900円 計： 701，735，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 140円 � 390円 枠 連（4－5） 380円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 190円 �� 830円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，180円 3 連 単 ��� 9，830円

票 数

単勝票数 計 368148 的中 � 117234（1番人気）
複勝票数 計 530500 的中 � 139967（1番人気）� 115245（2番人気）� 23001（7番人気）
枠連票数 計 248809 的中 （4－5） 49094（1番人気）
馬連票数 計1074278 的中 �� 214976（1番人気）
馬単票数 計 668534 的中 �� 61361（2番人気）
ワイド票数 計 405439 的中 �� 72446（1番人気）�� 10293（12番人気）�� 9767（13番人気）
3連複票数 計1226741 的中 ��� 41574（5番人気）
3連単票数 計2494909 的中 ��� 18738（25番人気）

ハロンタイム 12．0―11．3―11．6―12．3―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．3―34．9―47．2―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カフェシュプリーム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Stravinsky デビュー 2011．9．18 中山1着

2009．3．3生 牡4鹿 母 カフェララルー 母母 Careless Kitten 16戦4勝 賞金 71，982，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ゴッドツェッペリン号・スイングエンジン号・チャンピオンヤマト号・ヒーロー号・ミヤジシェンロン号・

ワンダーフォルテ号
（非抽選馬） 8頭 カリスマサンスカイ号・クールヴェント号・コーリンハッピー号・ジェイケイホーム号・フレイムヘイロー号・

ベストサーパス号・ラパヌイ号・リアリーサムシング号

21022 7月28日 晴 良 （25新潟2）第2日 第10競走 ��
��2，200�

にほんかい

日本海ステークス
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，600万円以下，24．7．28以降25．7．21まで1回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，400，000円 7，000，000円 4，400，000円 2，600，000円 1，740，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

88 カルドブレッサ 牡5栗 56 蛯名 正義 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492± 02：12．9 3．3�
66 エーシングングン 牡4栗 55 横山 典弘�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 466－102：13．11� 3．9�
11 オマワリサン 牡5鹿 54 北村 宏司小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 田中 裕之 520－ 4 〃 クビ 11．6�
89 ヒラボクビクトリー 牡5鹿 55 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 450＋ 42：13．2� 8．1�
33 マイネルグート 牡6鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 520－ 22：13．3� 8．1	
44 ヴァーゲンザイル 	5黒鹿55 吉田 豊 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 456＋ 22：13．4クビ 3．6

22 メイショウドンタク 牡7黒鹿55 石橋 脩松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 510＋122：13．61 61．5�
77 メイショウジンム 牡7鹿 55 柴田 善臣松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 446－ 22：13．7� 17．1�
55 ケンブリッジシーザ 牡6鹿 51 杉原 誠人中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 512＋ 42：14．12
 71．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 36，374，700円 複勝： 50，453，600円 枠連： 20，126，300円
馬連： 98，429，400円 馬単： 64，211，200円 ワイド： 33，585，100円
3連複： 104，337，700円 3連単： 261，609，600円 計： 669，127，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 180円 � 260円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 310円 �� 730円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 12，230円

票 数

単勝票数 計 363747 的中 � 87388（1番人気）
複勝票数 計 504536 的中 � 103438（2番人気）� 74021（3番人気）� 42426（6番人気）
枠連票数 計 201263 的中 （6－8） 29598（2番人気）
馬連票数 計 984294 的中 �� 97114（3番人気）
馬単票数 計 642112 的中 �� 33315（5番人気）
ワイド票数 計 335851 的中 �� 30329（2番人気）�� 10754（12番人気）�� 10394（14番人気）
3連複票数 計1043377 的中 ��� 25925（14番人気）
3連単票数 計2616096 的中 ��� 15787（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．8―35．6―48．0―1：00．9―1：13．3―1：25．2―1：37．1―1：49．0―2：00．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カルドブレッサ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．8．28 新潟3着

2008．5．13生 牡5栗 母 ラ フ ィ カ 母母 オーピーキャット 24戦5勝 賞金 100，741，000円

２レース目



21023 7月28日 晴 良 （25新潟2）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，000�第13回アイビスサマーダッシュ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・直線）
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）

新潟市長賞（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 658，000円 188，000円 94，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

713 ハクサンムーン 牡4栗 56 酒井 学河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 480± 0 54．2 2．1�
24 フォーエバーマーク 牝5鹿 54 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 508－ 2 54．3	 8．6�
714
 リトルゲルダ 牝4芦 54 柴田 大知栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple

Bloodstock 478－ 8 54．93� 11．3�
817 レオパステル 牝6鹿 54 蛯名 正義�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 436± 0 55．0	 19．1�
59 デュアルスウォード 牡5黒鹿56 横山 典弘 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 55．1� 52．3	
510 アンシェルブルー 牝6黒鹿54 池添 謙一矢野 秀春氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 470＋ 2 〃 アタマ 50．2

47 スギノエンデバー 牡5鹿 56 福永 祐一杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 454－ 6 55．2	 9．7�
715 アウトクラトール 牡8鹿 56 伊藤 工真 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 クビ 77．6�
36 ローブドヴルール 牝7鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 510－ 2 55．41� 270．8
611 パ ド ト ロ ワ 牡6鹿 59 勝浦 正樹吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム 530－ 6 〃 ハナ 8．0�
48 プリンセスメモリー 牝6鹿 54 松岡 正海海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 402－ 6 55．5クビ 10．1�
818 スプラッシュエンド 牡7栗 56 北村 宏司広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 502± 0 55．6� 264．3�
612 カラフルデイズ 牝5栗 54 吉田 豊 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 4 55．7	 92．7�
35 コンフォーコ 8栗 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 佐山 優 静内 岡田スタツド 468＋ 6 55．8� 316．1�
12 インプレスウィナー 牡6青 56 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 456± 0 〃 ハナ 105．4�
23 ア フ ォ ー ド 牡5鹿 56 柴田 善臣前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 462＋ 8 〃 アタマ 32．2�
816 ヤマニンパピオネ 牝5芦 54 石橋 脩土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 508＋ 8 55．9	 15．8�
11 ビラゴーティアラ 牝6鹿 54 田辺 裕信三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 446＋22 56．32� 48．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 201，996，500円 複勝： 256，360，700円 枠連： 165，202，200円 馬連： 660，986，300円 馬単： 375，293，100円
ワイド： 247，354，800円 3連複： 1，051，309，200円 3連単： 2，040，276，500円 5重勝： 723，255，700円 計： 5，722，035，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 240円 � 260円 枠 連（2－7） 720円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 400円 �� 470円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 10，140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����� 44，320円

票 数

単勝票数 計2019965 的中 � 771932（1番人気）
複勝票数 計2563607 的中 � 804396（1番人気）� 231746（4番人気）� 206963（5番人気）
枠連票数 計1652022 的中 （2－7） 169367（3番人気）
馬連票数 計6609863 的中 �� 487965（2番人気）
馬単票数 計3752931 的中 �� 184464（2番人気）
ワイド票数 計2473548 的中 �� 163901（1番人気）�� 133910（4番人気）�� 53575（8番人気）
3連複票数 計10513092 的中 ��� 273211（2番人気）
3連単票数 計20402765 的中 ��� 148608（6番人気）
5重勝票数 計7232557 的中 ����� 12045

ハロンタイム 11．9―10．4―10．6―10．3―11．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―32．9―43．2

上り4F42．3－3F31．9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハクサンムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2011．12．3 阪神1着

2009．2．14生 牡4栗 母 チリエージェ 母母 メガミゲラン 16戦6勝 賞金 170，933，000円
〔制裁〕 デュアルスウォード号の騎手横山典弘は，競走中盤で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・1番・2

番）
※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 アポロノカンザシ号

21024 7月28日 晴 良 （25新潟2）第2日 第12競走 ��
��1，600�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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

612 ローズノーブル 牝4青 55 北村 宏司 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 414－ 21：34．3 3．4�
48 ガーネットチャーム 牝4鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 434＋ 8 〃 ハナ 5．0�
818� コスモソウタ 牡4鹿 57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 468－ 21：34．72	 46．2�
47 ユッカマウンテン 牝4栗 55 田辺 裕信吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 454＋ 21：34．8
 24．3�
817 ジーニマジック 牝3鹿 52 福永 祐一田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 468－ 4 〃 アタマ 4．8�
24 レッドルイーザ 牝4栗 55

54 ☆嶋田 純次 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 472＋ 4 〃 アタマ 9．7

12 トミケンスラーヴァ 牡3鹿 54 村田 一誠冨樫 賢二氏 上原 博之 大樹 大樹ファーム 492＋ 41：34．9クビ 246．5�
713 アンブリッジ 牡3鹿 54 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：35．11 8．5�
36 ロードシュプリーム 牡3鹿 54 大野 拓弥 	ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 504± 0 〃 ハナ 26．9
59 � ホ ク レ ア 牡4栗 57 岩部 純二古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 西村 和夫 B448－10 〃 ハナ 186．8�
35 マイネルゴラッソ 牡5栗 57 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 482± 0 〃 アタマ 7．5�
816 ダーズンローズ �5青 57 武士沢友治 �キャロットファーム 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 クビ 91．2�
510 ニシノクエーサー 牡5栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 486－ 41：35．41
 24．0�
611 スマイルゲート 牝4黒鹿 55

53 △杉原 誠人 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 むかわ 上水牧場 454＋ 21：35．61� 313．2�

11 タイセイゼニス 牝3黒鹿52 池添 謙一田中 成奉氏 武藤 善則 日高 藤本ファーム 454＋ 81：35．81 79．4�
23 マイネルテュール 牡4鹿 57 伊藤 工真 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 日高 石原牧場 510＋261：36．01� 120．9�
714 レオハイタッチ 牡3鹿 54

51 ▲山崎 亮誠	レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 456－22 〃 クビ 178．3�
715 ベイビーイッツユー 牝3栗 52 木幡 初広 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 日高 白井牧場 460＋ 61：36．32 87．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 69，136，300円 複勝： 112，424，600円 枠連： 48，019，500円
馬連： 278，950，700円 馬単： 105，797，500円 ワイド： 83，897，500円
3連複： 264，967，900円 3連単： 519，564，700円 計： 1，482，758，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 180円 � 650円 枠 連（4－6） 710円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，700円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 12，030円 3 連 単 ��� 41，570円

票 数

単勝票数 計 691363 的中 � 161245（1番人気）
複勝票数 計1124246 的中 � 243713（1番人気）� 181427（2番人気）� 32199（10番人気）
枠連票数 計 480195 的中 （4－6） 49956（1番人気）
馬連票数 計2789507 的中 �� 275375（1番人気）
馬単票数 計1057975 的中 �� 58842（1番人気）
ワイド票数 計 838975 的中 �� 71070（1番人気）�� 7079（34番人気）�� 5964（36番人気）
3連複票数 計2649679 的中 ��� 16260（43番人気）
3連単票数 計5195647 的中 ��� 9225（122番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．2―12．3―11．9―11．4―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．9―36．1―48．4―1：00．3―1：11．7―1：22．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローズノーブル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sevres Rose デビュー 2011．10．29 東京2着

2009．2．27生 牝4青 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 12戦3勝 賞金 30，350，000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。
（非抽選馬） 3頭 アルマディヴァン号・イースタリーガスト号・レッドストラーダ号

５レース目



（25新潟2）第2日 7月28日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 192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

236，340，000円
2，080，000円
9，920，000円
1，700，000円
21，350，000円
68，124，500円
5，298，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
551，089，100円
799，245，300円
396，188，700円
1，597，946，200円
907，839，100円
619，287，500円
2，123，424，000円
4，005，916，300円
723，255，700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 11，724，191，900円

総入場人員 19，647名 （有料入場人員 17，122名）
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