
１９０１３ ７月１６日 曇 重 （１８新潟２）第２日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時００分 （ダート・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

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

２２ イサミフラワー 牝３鹿 ５４
５２ △吉田 隼人前田 哲郎氏 領家 政蔵 静内 坂本 春雄 B４８６＋１０１：１２．５ ６．６�

３４ マチカネキリツボ 牝３鹿 ５４ 梶 晃啓細川 益男氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４８６＋ ６ 〃 アタマ １６．４�
４７ � ダノンクラフト 牝３芦 ５４ 高橋 智大�ダノックス 戸田 博文 浦河 富田牧場 ４９０＋ ２１：１３．０３ １１．０�
３５ コルサトウショウ 牝３栗 ５４ 小林 淳一トウショウ産業� 土田 稔 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７８ ―１：１３．１クビ ３．８�
６１１� スペシャルプレイス 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６ 〃 クビ ２．８�
１１ � サクラマーメイド 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人�さくらコマース勢司 和浩 静内 新和牧場 ４２６＋ ４１：１３．３１ １４．３	
７１３�� ハセノマリア 牝３鹿

５４
５１ ▲塚田 祥雄長谷川�一氏 大江原 哲 平取 清水牧場 ４４０ ―１：１３．５１� １３．９


８１５ ヤマニンアルテミス 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４３６＋ ６１：１３．８１� ２８．９�
７１２ ウェルスビューロウ 牝３鹿 ５４ 高山 太郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４７８＋１２１：１４．１２ ３１３．７�
５９ � ウエスタンプリマ 牝３栗 ５４ 小野 次郎西川 賢氏 菊川 正達 静内 北西牧場 ４３０＋ ４１：１４．２� １６．９
４６ � フジマサフラワー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義藤原 正一氏 佐々木亜良 新冠 石田牧場 ５３６＋１８１：１４．３� ７４．５�
２３ サンワードダラー 牝３黒鹿５４ 江田 照男古谷 敏明氏 武藤 善則 浦河 梅田牧場 ４３０－ ４１：１４．６２ ２１．０�
５８ パレススズラン 牝３栗 ５４

５１ ▲大野 拓弥西村 豊氏 武藤 善則 森 笹川大晃牧場 ４８４ ―１：１４．８１� ９９．９�
８１４ サミンプラグレス 牝３鹿 ５４ 村田 一誠江川 恒成氏 菊川 正達 静内 静内山田牧場 ４０６＋ ６ 〃 アタマ １９９．９�
６１０ ライオネスビアンカ 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝藤田与志男氏 中川 公成 新冠 村上 雅規 ４５８ ―１：１５．０１� ５６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，４９５，１００円 複勝： １６，８３５，５００円 枠連： ２０，６０３，８００円

普通馬連： ６９，０９８，８００円 馬単： ６９，３２３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，８１７，９００円

３連複： ９３，８７５，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３０２，０５０，９００円

払 戻 金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２８０円 � ４４０円 � ３８０円 枠 連（２－３） ７９０円

普通馬連 �� ４，０６０円 馬 単 �� ７，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２５０円 �� １，２７０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� １２，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １３４９５１ 的中 � １６２７１（３番人気）
複勝票数 計 １６８３５５ 的中 � １７５２１（３番人気）� ９５９９（５番人気）� １１４３６（４番人気）
枠連票数 計 ２０６０３８ 的中 （２－３） １９３７７（３番人気）
普通馬連票数 計 ６９０９８８ 的中 �� １２５７５（１５番人気）
馬単票数 計 ６９３２３９ 的中 �� ７１７６（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８８１７９ 的中 �� ３７４３（１４番人気）�� ３６９１（１５番人気）�� ２７４６（２１番人気）
３連複票数 計 ９３８７５９ 的中 ��� ５５６０（４４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．３―１２．５―１２．４―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．１―４６．６―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．７―３F３８．４
３ １，２（４，１２）（７，１５）（５，１１）（３，１４）（６，１３，８）９－１０ ４ １，２（４，１２）（７，１５）１１，５（１３，１４，８）（３，９）６－１０

勝馬の
紹 介

イサミフラワー �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 プルラリズム デビュー ２００６．３．５ 阪神１１着

２００３．５．２５生 牝３鹿 母 セレクトレモン 母母 セレクトサンキスト ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 サミンプラグレス号は，平成１８年８月１６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。
（非当選馬） １頭 ベルモントアダマス号
（非抽選馬） ３頭 カネツサンバ号・ギブミーアチャンス号・スカーレットソナタ号



１９０１４ ７月１６日 曇 稍重 （１８新潟２）第２日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．５

良

良

８１８� カナハラグリーン 牡３芦 ５６ 蛯名 正義寺内 正光氏 山田 要一 浦河 谷川牧場 ４７２＋１２１：３４．６ １２．３�

８１６� ターキーストーン 牡３栗 ５６
５４ △吉田 隼人 �社台レースホース松山 康久 追分 追分ファーム ４９８± ０ 〃 クビ ４．８�

６１２� キングルーキー 牡３鹿 ５６ 土谷 智紀廣松 金次氏 古賀 慎明 浦河 馬道 隆 B４８２＋ ４１：３４．９１� １８．０�
２３ � プ ジ ュ リ 牝３栗 ５４

５１ ▲塚田 祥雄長山 尚義氏 清水 利章 平取 坂東牧場 ４６４＋ ８１：３５．０� ９．７�
５９ レ オ リ ズ ム 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�レオ 中島 敏文 浦河 江谷 重雄 ４７０－ ２１：３５．１� ２６．５�
７１５� バウンシングボマー 牡３栗 ５６ 中舘 英二齊藤四方司氏 手塚 貴久 門別 下河辺牧場 ４９４＋ ８１：３５．３１� ４．３	
５１０ スプリングザスパ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 B４３０－ ２１：３５．４クビ １００．８

１１ � ヒカルジュウジセイ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�橋 京子氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４７８ ―１：３５．７１� １５．３�
３５ �� トーセンオベリスク 牝３栗 ５４

５１ ▲大野 拓弥島川 �哉氏 星野 忍 様似 猿倉牧場 ４２４± ０ 〃 クビ ４５．３
４８ ヴァリアントホーク 牡３鹿 ５６ 江田 勇亮 �キャロットファーム 河野 通文 早来 ノーザンファーム ５７４ ―１：３５．９１ ６４．９�
７１４� ブライティアシーズ 牝３青鹿５４ 小林 淳一小林 昌志氏 清水 利章 新冠 新冠橋本牧場 ４３０＋ ２ 〃 クビ １５７．１�

６１１�� プリンセスマッハ 牝３黒鹿５４ 池田 鉄平山本 勝美氏 柴崎 勇 静内 飛野牧場 ４２６－１４１：３６．０� １９５．０�
（６４５７）

３６ � ラ ム セ ス 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝�瀬 真尚氏 後藤 由之 新冠 パカパカ
ファーム ４３６＋ ８１：３６．４２� ４．８�

８１７� サンドバギー 牡３黒鹿 ５６
５４ △丹内 祐次長谷川兼美氏 沢 峰次 門別 有限会社

飯田牧場 ４９４－ ６１：３６．７１� ９３．０�
４７ ダイワレヴアップ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ５００ ―１：３６．９１� ５．６�
２４ � ゼネラルビスティー 牡３黒鹿５６ 田嶋 翔備前島 融氏 大江原 哲 青森 原 盛定 ４５６－ ２１：３７．０� ４９５．２�
１２ � バトルトローネ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行宮川 秋信氏 佐藤 吉勝 浦河 白老ファーム ３９２＋ ２１：３７．２１ ３６２．８�
７１３� グレートアドミラル 牡３黒鹿５６ 武士沢友治植田 忠司氏 中野渡清一 浦河 小倉牧場 ４８６＋ ４１：３７．６２� ７６．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，２１６，８００円 複勝： ２１，９００，８００円 枠連： ２３，２２２，３００円

普通馬連： ９１，８４５，９００円 馬単： ７７，９７９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，２４１，０００円

３連複： １０４，４９５，０００円 ３連単： 発売なし 計： ３５７，９０１，０００円

払 戻 金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３８０円 � ２１０円 � ４７０円 枠 連（８－８） １，９４０円

普通馬連 �� ２，８９０円 馬 単 �� ６，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� １，９６０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� １２，８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７２１６８ 的中 � １１１１１（６番人気）
複勝票数 計 ２１９００８ 的中 � １４１６６（６番人気）� ３２４３７（３番人気）� １１１５１（７番人気）
枠連票数 計 ２３２２２３ 的中 （８－８） ８８５６（１０番人気）
普通馬連票数 計 ９１８４５９ 的中 �� ２３４６８（１２番人気）
馬単票数 計 ７７９７９２ 的中 �� ９０２６（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１２４１０ 的中 �� ４６４９（１５番人気）�� ２６３４（２８番人気）�� ３２９４（２１番人気）
３連複票数 計１０４４９５０ 的中 ��� ６００４（４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２３．０―３５．４―４７．８―１：００．１―１：１１．４―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カナハラグリーン �
�
父 マチカネフクキタル �

�
母父 シエイデイハイツ デビュー ２００６．２．５ 東京７着

２００３．４．１９生 牡３芦 母 カナハラオラクル 母母 ミナガワローマン ４戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔騎手変更〕 バウンシングボマー号の騎手柴田善臣は，負傷のため中舘英二に変更。
〔３走成績による出走制限〕 サンドバギー号・バトルトローネ号は，平成１８年８月１６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。
（非当選馬） ２頭 ブルーマタドール号・リワードティアン号
（非抽選馬） ２頭 オウバイ号・ゴーフォーイット号



１９０１５ ７月１６日 曇 重 （１８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００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

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

５８ キラライットウセイ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義北所 直人氏 中川 公成 三石 ニシケンフ
アーム ４４４－ ２１：１１．４ ２．６�

３５ �� レアルグローリー 牡３鹿
５６
５３ ▲大野 拓弥田中 昇氏 杉浦 宏昭 青森 青南ムラカミ

ファーム ５００－ ４１：１２．１４ ５．０�
２２ オリオンザクロノス 牡３鹿 ５６

５３ ▲佐藤 聖也日浦 桂子氏 根本 康広 新冠 川上牧場 ５３２－ ２１：１２．４２ ３．８�
６１０� ニューカーレッジ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司臼田 浩義氏 古賀 史生 追分 追分ファーム ４８６＋ ６１：１２．７２ １７．３�
１１ トーホウダンサリン 牡３鹿 ５６ 石神 深一東豊物産� 田中 清隆 門別 長谷川 一男 ４３４＋１０１：１２．８クビ ３０．１�
５９ �� ウインカスケード 牡３黒鹿５６ 中舘 英二�ウイン 鈴木 伸尋 早来 ノーザンファーム B４８０＋ ２１：１３．４３� １８．２�
４７ 	 エイシンバイキング 牡３黒鹿５６ 後藤 浩輝平井 豊光氏 藤原 英昭 米 Columbi-

ana Farm ４５０＋１０１：１３．５� １２．９	
４６ � ブラックプール 牡３栗 ５６

５３ ▲塚田 祥雄池谷 誠一氏 本間 忍 青森 ワールドフアーム ４５２＋ ４１：１３．７
 ５７．１

８１４� カンセイルーセント 牡３青鹿 ５６

５３ ▲田中 博康山田 春枝氏 佐々木亜良 新冠 蛯名牧場 ４５２－ ２ 〃 アタマ １０９．８�
６１１	 ゼンノアピール 牡３鹿 ５６ 田中 勝春大迫久美子氏 高橋 祥泰 米 Jim Slack ４６０＋ ４１：１４．０２ ９．２�
２３ ニシノコクリュウ 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 武藤 善則 鵡川 西山牧場 B５１６－ ２１：１４．３１
 ３６．７
７１３ シ ロ ク ン 牡３白 ５６

５４ △吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ５００＋ ２１：１４．７２� ７４．４�

７１２ メジロラミレス 牡３黒鹿５６ 勝浦 正樹�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺 メジロ牧場 ５３２ ―１：１５．０１
 １２８．７�
８１５� ガールフレンズ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４５０－ ８１：１６．２７ ２１３．９�
３４ � ロードシンフォニー 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行 �ロードホースクラブ 田中 清隆 門別 加藤牧場 ５１２－ ４１：１６．５１
 ２６６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，７４８，９００円 複勝： ２４，１９９，６００円 枠連： ２７，５１１，５００円

普通馬連： ９７，７４０，５００円 馬単： ９１，０９８，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，０６０，２００円

３連複： １１４，９６１，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３９８，３２１，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（３－５） ６３０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １７０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ４９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８７４８９ 的中 � ５７４００（１番人気）
複勝票数 計 ２４１９９６ 的中 � ７０８８１（１番人気）� ３８２２７（３番人気）� ５１５１６（２番人気）
枠連票数 計 ２７５１１５ 的中 （３－５） ３２５６６（２番人気）
普通馬連票数 計 ９７７４０５ 的中 �� １１４０６９（２番人気）
馬単票数 計 ９１０９８６ 的中 �� ６９１４０（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４０６０２ 的中 �� ２９４４７（２番人気）�� ３９３６６（１番人気）�� ２５１２３（３番人気）
３連複票数 計１１４９６１８ 的中 ��� １７４２５０（１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．７―１２．４―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．４―４６．８―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キラライットウセイ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Lord Ballina デビュー ２００５．８．１３ 新潟６着

２００３．５．１０生 牡３栗 母 ミラーマジック 母母 Mirramanda ９戦１勝 賞金 １３，０５０，０００円
〔騎手変更〕 ゼンノアピール号の騎手柴田善臣は，負傷のため田中勝春に変更。
〔発走状況〕 ゼンノアピール号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 シロクン号の騎手吉田隼人は，発馬機内での御法（くぐられた）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードシンフォニー号は，平成１８年９月１６日まで平地競走に出走できない。

ガールフレンズ号は，平成１８年１０月１６日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ニシノコクリュウ号は，平成１８年８月１６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 イブキウンディーネ号・トーセンマンボ号・ハルカチャン号・ブルーアジサイ号・ミスターショウ号・

ワンダーブレベスト号
（非抽選馬） １頭 デルマヘリオス号



１９０１６ ７月１６日 曇 稍重 （１８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３０分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

２３ � ショウナンタイトル 牡３黒鹿５６ 田中 勝春国本 哲秀氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム ４８４± ０１：４８．４ ５．２�

８１６� アイアムドラマ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義堀 紘一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：４８．５� ４．９�
２４ � ウインレボルシオン 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹�ウイン 高市 圭二 新冠 ヤマオカ牧場 ５２６＋ ６１：４８．７１ ２６．４�
８１８� ヤマニンイグナイト 牡３栗 ５６

５４ △丹内 祐次土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４３４＋ ６ 〃 ハナ ４．７�
６１１�� スマートスパイラル 牡３青 ５６

５３ ▲塚田 祥雄大川 徹氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４９０＋１０１：４９．０２ ５１．２�
１１ ストロングザイオン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司村木 篤氏 増沢 末夫 静内 千代田牧場 ４６４－ ６ 〃 クビ １４．５�
３５ ダイワクルーザー 牡３栗 ５６

５４ △吉田 隼人大城 敬三氏 嶋田 功 浦河 川崎 清 ４４０－ ２１：４９．１� ６７．４	
１２ パープルカフェ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小島 太一西川 恭子氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４７０＋ ４１：４９．２クビ ９．４

７１５� マイネルラプタス 牡３黒鹿５６ 石神 深一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 田上 光征 ４８８－ ２１：４９．４１� ５．７�
８１７� ハセノビリーブ 牡３栗 ５６ 石橋 脩長谷川�一氏 二ノ宮敬宇 門別 大江牧場 ４５０＋ ８１：４９．６１� ３０．７�
７１４ ジェイドヴィジョン 牝３鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 ムラカミファーム ４７０－ ８１：４９．８１� １７０．１
３６ � カズサカグヤヒメ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎�有恒 小林 常泰 静内 佐竹 学 B４８０＋ ８１：５０．０１� ２１２．１�
４８ マイネルファッシノ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 門別 棚川牧場 B４９６＋ ２ 〃 アタマ ７．１�
５１０ ス パ ロ ー 牝３栗 ５４ 武士沢友治池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 B４３８± ０１：５０．２� １１４．９�
７１３ アイアイスズラン 牝３青 ５４ 池田 鉄平齊藤 敬氏 星野 忍 新冠 守矢牧場 ４２２－１０１：５０．４１� ５５８．２�
４７ スマイルブルーム 牡３鹿 ５６ 村田 一誠三枝 栄二氏 星野 忍 新冠 安達 洋生 ４７０－ ４１：５０．６１� ４１．０�
５９ トミケンアプローズ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝冨樫 賢二氏 坂本 勝美 三石 松本 俊博 B４８０－ ８１：５１．５５ １２４．７�
６１２ スクエアダンス 牝３鹿 ５４

５１ ▲田中 博康�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４３６－１４１：５１．６� ４６８．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，３５４，７００円 複勝： ２４，９１３，９００円 枠連： ３３，５７６，６００円

普通馬連： ９７，７０１，６００円 馬単： ８２，４３６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５９２，８００円

３連複： １１８，０１１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３９６，５８７，１００円

払 戻 金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � ７００円 枠 連（２－８） ４９０円

普通馬連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １，５７０円 �� ２，６６０円

３ 連 複 ��� １１，０７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７３５４７ 的中 � ２６７２０（３番人気）
複勝票数 計 ２４９１３９ 的中 � ４０２３１（２番人気）� ３６６８５（３番人気）� ７２５６（９番人気）
枠連票数 計 ３３５７６６ 的中 （２－８） ５１１６０（１番人気）
普通馬連票数 計 ９７７０１６ 的中 �� ５９５６０（５番人気）
馬単票数 計 ８２４３６３ 的中 �� ２６２４７（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５９２８ 的中 �� １０３５３（５番人気）�� ３４５５（１８番人気）�� ２００５（３６番人気）
３連複票数 計１１８０１１２ 的中 ��� ７８６８（３６番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１２．８―１３．４―１２．７―１１．４―１１．２―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３４．６―４７．４―１：００．８―１：１３．５―１：２４．９―１：３６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ショウナンタイトル �
�
父 Gone West �

�
母父 Avenue of Flags デビュー ２００６．２．５ 東京１１着

２００３．１．２９生 牡３黒鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ヤマニンイグナイト号の騎手柴田善臣は，負傷のため丹内祐次に変更。
〔３走成績による出走制限〕 カズサカグヤヒメ号・トミケンアプローズ号・スクエアダンス号は，平成１８年８月１６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） ２頭 キングポッシブル号・コスモスコヴィル号



１９０１７ ７月１６日 曇 重 （１８新潟２）第２日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時００分 （ダート・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１１．９
１：１０．９

重

不良

７１２� アポロビンゴ 牡２芦 ５４ 蛯名 正義アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 加 Sean
Fitzhenry ４６２ ―１：１３．２ ４．４�

４６ キングデオキシス 牡２栗 ５４ 高山 太郎嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 服部 牧場 ４７８ ―１：１３．６２� １６．２�
７１３ クールスーペリア �２黒鹿５４ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 久井牧場 ４７０ ― 〃 ハナ ５．２�
３５ 	 プリティコニー 牝２鹿 ５４

５１ ▲大野 拓弥田島榮二郎氏 吉永 正人 門別 富川牧場 ４４２ ―１：１３．９１
 ２２．５�
６１１� サ ン レ イ 牝２黒鹿５４ 石橋 脩加藤 信之氏 斎藤 宏 三石 沼田 照秋 ４８６ ―１：１５．２８ ７６．２�
５９ ガルグリーン 牡２栗 ５４

５２ △吉田 隼人佐藤 友子氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４８０ ―１：１５．３クビ １０８．３�
１１ グランドアビリティ 牝２栗 ５４ 村田 一誠�グランド牧場 萱野 浩二 静内 グランド牧場 ４４２ ―１：１５．４
 ２７．０	
２３ ミヤビツヨシオー 牡２鹿 ５４ 中舘 英二村上 義勝氏 
田 研二 浦河 大成牧場 ４６０ ―１：１５．９３ ２．３�
４７ � レパティヌール 牝２芦 ５４ 田中 勝春�ミルファーム 保田 一隆 三石 中橋 正 ４４８ ―１：１６．０クビ １０．２�
８１４ ウエスタンオーザ 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４３２ ―１：１６．６３� ９．７
８１５� マルチヒット 牡２栗 ５４ 小林 淳一島田 久氏 小西 一男 浦河 高岸 節雄 ４３０ ―１：１６．９１
 ９４．１�
２２ マストゥルージュ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲高野 和馬上田 忠男氏 畠山 重則 静内 矢野牧場 ４７０ ―１：１７．４３ ２８８．４�
３４ 	 カ キ ノ タ ネ 牡２鹿 ５４ 武士沢友治加藤 信之氏 中野渡清一 平取 広川牧場 ４３６ ―１：１７．５� ９９．１�
５８ 	 サチノマイウェー 牝２栗 ５４ 鈴来 直人佐藤 幸彦氏 嶋田 功 門別 前野 博幸 ４３８ ―１：１７．８１
 ２１９．７�
６１０� キャットニップ 牝２栗 ５４

５１ ▲塚田 祥雄栗山 良子氏 小笠 倫弘 静内 大典牧場 ４３８ ―１：１８．１２ １４９．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，６１５，８００円 複勝： １６，８１９，１００円 枠連： ３０，４８８，６００円

普通馬連： ６９，１９２，０００円 馬単： ８１，２１４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７２１，６００円

３連複： ９０，５８９，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３２２，６４１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ３４０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ７８０円

普通馬連 �� ３，３９０円 馬 単 �� ５，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９５０円 �� ４６０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ５，９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６６１５８ 的中 � ３００１２（２番人気）
複勝票数 計 １６８１９１ 的中 � ２８７５０（２番人気）� １０９３８（６番人気）� ２２０７４（３番人気）
枠連票数 計 ３０４８８６ 的中 （４－７） ２８８５４（３番人気）
普通馬連票数 計 ６９１９２０ 的中 �� １５０８６（１３番人気）
馬単票数 計 ８１２１４５ 的中 �� １０１０１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７２１６ 的中 �� ４４９２（１２番人気）�� １０１８７（４番人気）�� ２９２４（１５番人気）
３連複票数 計 ９０５８９６ 的中 ��� １１３４５（１９番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．９―１２．９―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．５―４８．４―１：００．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロビンゴ �
�
父 Cape Town �

�
母父 El Prado 初出走

２００４．４．１９生 牡２芦 母 Wedding Day Blues 母母 Just Married １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 アポロビンゴ号の騎手柴田善臣は，負傷のため蛯名正義に変更。
〔制裁〕 サンレイ号の騎手石橋脩は，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。
※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 アレキサンドロス号・タカラパーク号・ファイトソング号



１９０１８ ７月１６日 曇 稍重 （１８新潟２）第２日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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

１：２１．６
１：２１．１

良

稍重

３５ � メイクユーハッピー 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 高橋 裕 静内 岡田スタツド ４７０ ―１：２３．９ １６．０�

７１４� ファストソニック 牡２鹿 ５４ 田中 勝春平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４７０ ―１：２４．１１� １２．５�
５１０� プライドイズハート 牡２鹿 ５４ 小野 次郎三枝 栄二氏 伊藤 伸一 浦河 三嶋牧場 ４９２ ―１：２４．３１	 １２．２�
１１ � メジロカペラ 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４６４ ―１：２４．４クビ ４８．２�
７１３� チューイングサイン 牝２栗 ５４

５１ ▲大野 拓弥加藤 信之氏 中川 公成 浦河 松田 次郎 ４３４ ―１：２４．７２ １６．４�
１２ ス テ パ ノ ス 牡２栗 ５４

５２ △吉田 隼人伊達 秀和氏 清水 利章 門別 サンシャイン
牧場 ４８２ ―１：２５．０２ ２８．６	

６１１� ローレルスマッシュ 牡２黒鹿５４ 大庭 和弥 
ローレルレーシング 高橋 義博 門別 ファニーフレンズファーム ４３６ ― 〃 ハナ ７１．７�
８１６� ニシノクイック 牡２黒鹿５４ 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４７４ ―１：２５．３２ １３．５�
２４ � ユキノサンデー 牡２栗 ５４ 二本柳 壮遠藤 宗義氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 ４３０ ― 〃 ハナ １２２．２
８１５�� サルバドールボス 牡２栗 ５４ 石橋 脩則武 輝一氏 斎藤 宏 青森 坂下 栄蔵 ４７６ ―１：２５．４	 １７０．３�
８１７�� スマスタトッキー 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信 �ルーラル・オカダ 久保田貴士 浦河 村中牧場 ４２６ ―１：２５．５
 ２０８．７�
５９ ドキュメント 牡２栗 ５４ 穂苅 寿彦 �スピードファーム 和田 正道 三石 坂井 高春 ４７０ ―１：２５．６	 ８０．７�
３６ � ゴールドリーヴァ 牡２栗 ５４ 江田 照男伊藤 元庸氏 岩戸 孝樹 三石 久米 和夫 ４７８ ―１：２５．９２ ７２．９�
６１２� シノブロマン 牡２栗 ５４ 小池 隆生猪飼 忍氏 河内 洋 静内 鳥谷 勝彦 ４６０ ―１：２６．２２ ６６．１�
４７ � シルキーアテナ 牝２黒鹿５４ 横山 義行有限会社シルク畠山 重則 静内 畠山牧場 ４０８ ―１：２６．６２	 ５６．９�
２３ � ユーワロンシャン 牡２鹿 ５４ 中舘 英二 
ユーワライディング 和田 正道 門別 本間牧場 ４６８ ―１：２７．４５ ４６．８�
４８ � アキノキャプテン 牡２黒鹿５４ 後藤 浩輝穐吉 正孝氏 角居 勝彦 浦河 荻伏三好フ

アーム ４５２ ―１：２７．９３ １．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２２，１９１，１００円 複勝： ２０，１１５，６００円 枠連： ３０，２４３，３００円

普通馬連： ８０，６５０，０００円 馬単： ９６，４４６，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６３５，３００円

３連複： １０４，４９６，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３７５，７７８，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ４００円 � ３００円 � ２５０円 枠 連（３－７） ２，７７０円

普通馬連 �� ６，０３０円 馬 単 �� １３，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５８０円 �� １，３２０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� １３，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１９１１ 的中 � １０９６４（５番人気）
複勝票数 計 ２０１１５６ 的中 � １２４７９（６番人気）� １８２７９（３番人気）� ２３３７５（２番人気）
枠連票数 計 ３０２４３３ 的中 （３－７） ８０８５（１０番人気）
普通馬連票数 計 ８０６５００ 的中 �� ９８８４（１９番人気）
馬単票数 計 ９６４４６６ 的中 �� ５１７４（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６３５３ 的中 �� ３３５９（１８番人気）�� ４０６６（１３番人気）�� ４１５１（１２番人気）
３連複票数 計１０４４９６８ 的中 ��� ５８３５（４６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．２―１１．９―１２．０―１２．１―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．１―３４．３―４６．２―５８．２―１：１０．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイクユーハッピー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 キャロルハウス 初出走

２００４．３．２生 牝２鹿 母 プリンセスキャロル 母母 ダイナプリズム １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ステパノス号の騎手柴田善臣は，負傷のため吉田隼人に変更。
※出走取消馬 ジョウショーマリー号（疾病〔感冒〕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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アイアムハッピー号・エバーモア号・キタサンアイ号・ジェファーソン号・ハイギアチェンジ号・

ラガーギムレット号・ロットオブカクテル号



１９０１９ ７月１６日 曇 重 （１８新潟２）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時２５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

４７ アイアムアドーター 牝４鹿 ５５
５２ ▲塚田 祥雄堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４８２＋ ４１：１０．４ ６．２�

３４ �� ドリームスペクター 牡６青鹿５７ 蛯名 正義津村 靖志氏 河野 通文 米 Twin Hopes
Farm, Inc. ４８２＋ ６１：１０．９３ １５．１�

１１ � エ イ ワ ナ ギ 牡３鹿 ５４
５１ ▲大野 拓弥永井公太郎氏 松山 康久 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ５２４± ０１：１１．３２	 ６．０�
８１５ アーマメント 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝ロイヤルファーム� 国枝 栄 鵡川 ロイヤルファーム ５１６＋ ２ 〃 クビ １．５�
４６ ダイワフォルゴーレ 牡３鹿 ５４

５２ △吉田 隼人大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９２－ ２１：１１．５１
 ５４．８�
６１０� サウスバトルマン 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信南波 壽氏 久保田貴士 米 Billie L.

Gladwell ４７８＋ ４１：１１．７１
 ２３．０�
３５ � グローリーブラッド 牝５鹿 ５５ 中舘 英二前田 幸治氏 和田 正道 米 Summer

Wind Farm B４７４＋ ４１：１１．８	 ４５．５	
２３ � メイショウディオ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹松本 好雄氏 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ５６２＋ ６ 〃 アタマ １２２．０

７１２�� マチカネチシオ 牡６鹿 ５７ 北村 宏司細川 益男氏 古賀 慎明 米 Beth Clifton B４８０－ ４１：１２．１１� ３２０．４�
８１４ ゼンノソルジャー 牡３栗 ５４ 石橋 脩大迫久美子氏 的場 均 新冠 川島牧場 ４８４＋ ６１：１２．２	 ４８．４�
５９ トワイニングイモン 牡４鹿 ５７ 南田 雅昭井門 敏雄氏 南田美知雄 浦河 富田牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ ５３．７
６１１� サファリバンブー 牡３栗 ５４ 梶 晃啓熊久保勅夫氏 本郷 一彦 様似 水上 祐範 ４３８－ ４１：１２．５１� １４９．０�
２２  ミリオンナイト 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �社台レースホース小桧山 悟 早来 吉田牧場 ５４８＋ ２ 〃 ハナ １８９．１�
７１３� セイウンハンクス 牡３栗 ５４ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Moreau Bloodstock

International, Inc. B４７８＋１６１：１２．６� ２２９．９�
５８  リバティアイランド 牡３栗 ５４ 穂苅 寿彦山上 和良氏 和田 正道 浦河 熊谷 武 ５４０＋１５１：１３．３４ １４７．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，０６６，６００円 複勝： ２３，０９６，０００円 枠連： ３３，３１８，９００円

普通馬連： １１５，３９９，６００円 馬単： １３４，３１１，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，９７１，７００円

３連複： １４６，４５０，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５０５，６１４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２１０円 � ３００円 � ２００円 枠 連（３－４） １，７３０円

普通馬連 �� ３，７４０円 馬 単 �� ７，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ６１０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ４，４３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４０６６６ 的中 � ３１０５８（３番人気）
複勝票数 計 ２３０９６０ 的中 � ３０２８９（３番人気）� １７９２７（４番人気）� ３４６００（２番人気）
枠連票数 計 ３３３１８９ 的中 （３－４） １４２４６（８番人気）
普通馬連票数 計１１５３９９６ 的中 �� ２２８３１（１１番人気）
馬単票数 計１３４３１１９ 的中 �� １３１７３（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８９７１７ 的中 �� ８２２７（９番人気）�� １１９９３（５番人気）�� ８４２９（８番人気）
３連複票数 計１４６４５０１ 的中 ��� ２４４５０（１５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．２―１２．２―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３３．６―４５．８―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．８
３ ・（１，１５）（４，７）（５，９，１３）（６，１０，８）１４（２，１２）３，１１ ４ ・（１，１５）（４，７）（５，９，１３）１０，６（１４，８）（２，１２）（３，１１）

勝馬の
紹 介

アイアムアドーター �
�
父 デ ヒ ア �

�
母父 Danzig Connection デビュー ２００４．１１．２０ 東京１６着

２００２．４．８生 牝４鹿 母 アイアムザウィナー 母母 Blue Jean Baby １９戦３勝 賞金 ３０，６５０，０００円
〔騎手変更〕 エイワナギ号の騎手柴田善臣は，負傷のため大野拓弥に変更。
〔制裁〕 ミリオンナイト号の調教師小桧山悟は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。
※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 イブキペガサス号・メキメッサー号
（非抽選馬） １頭 シルクマニフェスト号



１９０２０ ７月１６日 曇 稍重 （１８新潟２）第２日 第８競走 ��１，２００�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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

４８ � キラリダイヤモンド 牝４黒鹿 ５５
５３ △吉田 隼人 �社台レースホース秋山 雅一 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：０９．０ ２．４�

６１２� カフェブルックリン 牡６黒鹿５７ 石橋 脩西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５０４－１０ 〃 クビ ８．９�
３５ ブリリアントクロス 牝３鹿 ５２ 勝浦 正樹スター・ホースメンズクラブ 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４３２－ ２１：０９．１クビ １０．５�
３６ �� ヨバンマツイ 牡４鹿 ５７ 村田 一誠野村 茂雄氏 阿部 新生 新冠 須崎牧場 ４７６＋１２１：０９．３１� ３２．７�
１１ ソリッドラヴ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４７４＋ ８１：０９．４クビ ７．７�
１２ � キングオザー 牡４芦 ５７ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 ４４６＋ ８１：０９．５� ８４．２�
７１３� エイミングポイント 牡４鹿 ５７ 中舘 英二 �キャロットファーム 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６１：０９．６� １２．０	
２４ � アサクサコンソメ 牝４鹿 ５５

５２ ▲大野 拓弥田原 慶子氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４１２－ ４ 〃 ハナ ６９．８

５１０ メイショウリオン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４５８－ ６１：０９．７� ５．３�
８１６�� バンダムハリアー 牡４栗 ５７ 加藤士津八山科 統氏 国枝 栄 浦河 丸幸小林牧場 B５０８＋ ２１：０９．８� １９．９�
２３ � タケデンバトル 牡６栗 ５７

５４ ▲高野 和馬武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４７６－ ８ 〃 ハナ ２４．１
８１７ シャコージェネラル 牡４栗 ５７

５４ ▲塚田 祥雄グレイドレーシング組合 大江原 哲 門別 白井牧場 ４３０＋ ６ 〃 クビ ６４．３�
７１４� サザーランドシチー 牡６鹿 ５７ 岩部 純二 �友駿ホースクラブ 松永 勇 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７０＋ ６１：１０．１１	 ２２１．８�
６１１� トーセンエタニティ 牡６鹿 ５７

５４ ▲小島 太一島川 �哉氏 佐々木亜良 静内 石川 栄一 ５２２＋１０１：１０．３１ １０２．０�
４７ �� ストーミーラッシュ 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 史生 浦河 赤田牧場 ５３２＋ ２１：１０．６２ ３１．０�
５９ �� マイネルオクテット 牡５鹿 ５７ 小野 次郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 保田 一隆 浦河 ヤマダフアーム B４６２± ０１：１０．８１
 １２０．６�
７１５�� ツルガオカヤマト �６鹿

５７
５５ △丹内 祐次松本 兼吉氏 坂本 勝美 浦河 宮内牧場 ４５０－１４１：１０．９� ２２６．９�

８１８� リンガスベガ 牡３鹿 ５４ 西田雄一郎伊藤 巖氏 境 征勝 静内 三木田 頼嗣 ４９２－ ２１：１１．７５ ２７９．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，６６４，８００円 複勝： ３３，７２８，２００円 枠連： ３７，１７５，９００円

普通馬連： １３７，０７０，２００円 馬単： １２１，７４１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，８４０，８００円

３連複： １６６，９１６，５００円 ３連単： 発売なし 計： ５５３，１３８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � ２７０円 枠 連（４－６） ９１０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５２０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３６６４８ 的中 � ８００５８（１番人気）
複勝票数 計 ３３７２８２ 的中 � １１３２３４（１番人気）� ３８７９７（３番人気）� ２３９３７（５番人気）
枠連票数 計 ３７１７５９ 的中 （４－６） ３０２４８（４番人気）
普通馬連票数 計１３７０７０２ 的中 �� ９６８８６（２番人気）
馬単票数 計１２１７４１６ 的中 �� ５５７５４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２８４０８ 的中 �� ２３４８８（２番人気）�� １５６１６（４番人気）�� ８５８５（８番人気）
３連複票数 計１６６９１６５ 的中 ��� ４５３０５（４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．１―１１．５―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．４―３３．５―４５．０―５６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キラリダイヤモンド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００４．９．２５ 中山１２着

２００２．４．３生 牝４黒鹿 母 ブリリアントカット 母母 ジエヌインダイアモンド １２戦３勝 賞金 ３５，５４９，０００円
〔３走成績による出走制限〕 マイネルオクテット号は，平成１８年８月１６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 グラスイーグル号
（非抽選馬） １頭 テンザンジョイ号



１９０２１ ７月１６日 曇 稍重 （１８新潟２）第２日 第９競走 ��
��２，０００�

い と い が わ

糸 魚 川 特 別
発走１４時３５分 （芝・左・外）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

５７ シルクダッシュ 牡５鹿 ５７ 小林 淳一有限会社シルク斎藤 誠 新冠 早田牧場新
冠支場 ４９４± ０１：５９．９ ４．９�

８１３ ドリームパートナー �６鹿 ５７ 高橋 智大臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４５８＋ ８２：００．１１ ６．１�
６９ トロフィーディール 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝青山 洋一氏 森 秀行 新冠 パカパカ

ファーム ４６０－ ２ 〃 アタマ ６．３�
３３ � マイネルガスト 牡５青 ５７ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 浦河 山田牧場 ４７０± ０２：００．２	 １０．４�
５６ サクラオリオン 牡４黒鹿５７ 中舘 英二�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４８０－ ４ 〃 クビ ６．２�
１１ � ヤマニンアジャスト 牡６芦 ５７ 江田 照男土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４７２－ ４２：００．３
 ５６．９�
７１１� ヤマカツピレネー 牡４栗 ５７ 田嶋 翔山田 博康氏 小島 貞博 静内 岡田牧場 ４３８－１６ 〃 クビ ６．５	
２２ フェスティヴナイト 牡４鹿 ５７ 村田 一誠臼井義太郎氏 斎藤 宏 静内 伊藤 昭次 ４４８－ ４２：００．９３
 ９．１

４４ シャドウフレア 牡４栗 ５７ 田中 勝春飯塚 知一氏 宗像 義忠 門別 シンコーファーム ５２２＋１４２：０１．０クビ ６．３�
７１０� トミケンラピッド 牝４鹿 ５５ 北村 宏司冨樫 賢二氏 坂本 勝美 門別 棚川牧場 ４４６± ０２：０１．２１ ７５．０�
４５ �� エイコーオーカン 牡５鹿 ５７ 武士沢友治平岡 茂樹氏 笹倉 武久 静内 藤平 和実 ４８０＋ ４２：０１．５２ ７９．９
６８ � ク ノ ッ ソ ス 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹渡邊 隆氏 上原 博之 愛 T. Watanabe ４２４＋ ４２：０１．９２
 １４３．６�
８１２ エヒテンヴィーゼ 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４４４－１０２：０２．８５ １８９．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２５，３２９，４００円 複勝： ４２，３５６，１００円 枠連： ３８，４０８，１００円

普通馬連： １８９，５２７，８００円 馬単： １３０，７０９，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，２７６，６００円

３連複： １４３，３０７，３００円 ３連単： ３７０，３２７，９００円 計： ９７６，２４２，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � ２００円 枠 連（５－８） ７００円

普通馬連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� ６８０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� １６，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２５３２９４ 的中 � ４０８６８（１番人気）
複勝票数 計 ４２３５６１ 的中 � ８３６６０（１番人気）� ５５５９５（２番人気）� ５３５２４（３番人気）
枠連票数 計 ３８４０８１ 的中 （５－８） ４０６６０（１番人気）
普通馬連票数 計１８９５２７８ 的中 �� １０７２８１（１番人気）
馬単票数 計１３０７０９５ 的中 �� ３４３５４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６２７６６ 的中 �� １９６１５（１番人気）�� １３０１９（７番人気）�� １０９４７（１３番人気）
３連複票数 計１４３３０７３ 的中 ��� ３３７８２（６番人気）
３連単票数 計３７０３２７９ 的中 ��� １６６８０（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．９―３５．６―４７．４―１：００．４―１：１３．０―１：２５．３―１：３６．６―１：４７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクダッシュ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００３．１０．２６ 東京３着

２００１．２．２１生 牡５鹿 母 ウインクドリーム 母母 ウインクルビー １８戦３勝 賞金 ４２，２９９，０００円
〔騎手変更〕 サクラオリオン号の騎手柴田善臣は，負傷のため中舘英二に変更。



１９０２２ ７月１６日 曇 稍重 （１８新潟２）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�

き り ん ざ ん

麒 麟 山 特 別
発走１５時１０分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，１７．７．１６以降１８．７．９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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５０．２
１：４８．４

不良

重

５９ � トラストスター 牡５鹿 ５６ 中舘 英二前田 幸治氏 安藤 正敏 米 Calumet
Farm ５０４－ ２１：５１．９ ６．３�

６１０� フローリッシュ 牝５栗 ５３ 勝浦 正樹�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４６２± ０ 〃 クビ １４．５�
２３ �	 タガノエクリプス 牡３青 ５４ 小野 次郎八木 良司氏 川村 禎彦 千歳 社台ファーム ４９４－ ８１：５２．１１ ４．９�
４６ モンヴェール 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人吉田 勝己氏 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４９０－ ２ 〃 アタマ ５．５�
４７ � ダイヤモンドスター 牡６栗 ５３ 北村 宏司ジョイ・レースホース� 鈴木 伸尋 新冠 長浜 秀昭 ４７４－１４１：５２．３１
 ５６．３�
５８ �	 ウインプレジール �８栗 ５４ 石神 深一�ウイン 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４７４－ ４１：５２．４クビ ６１．８	
３４ 	 エスケーアパッチ 牡６鹿 ５３ 横山 義行エスケー貿易� 吉永 正人 門別 白井牧場 ４６４－１４ 〃 クビ ４３．９

８１４� シルクヒーロー 牡４鹿 ５７．５ 後藤 浩輝有限会社シルク西塚 安夫 新冠 ムラカミファーム ５２２＋１２１：５２．６１
 ２．５�
７１２� ワールドドン 牡５鹿 ５５ 田中 勝春池田 豊治氏 鮫島 一歩 米 Harold J.

Plumley ４９２＋１０１：５２．７� ２４．６�
１１ 	 ト モ ク ン 牡６青鹿５３ 丹内 祐次水 秋則氏 清水 美波 浦河 向別牧場 ４５６－ ２１：５３．０１ ３６．０�
６１１

�
	
� ミッキーシャーマン 牡５栗 ５５ 村田 一誠三木 久史氏 中尾 秀正 三石 元茂牧場 ５２２－ ８ 〃 クビ ３５．２�

８１５ ヴィオラポンポーサ 牡５鹿 ５３ 高山 太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 奥平 真治 静内 グランド牧場 ４６２＋ ３１：５３．１クビ ８６．７�

３５ � ブルーチェイサー 牝５黒鹿５０ 武士沢友治篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７２＋ ２１：５３．３１
 １１２．４�
７１３� ダブルブラザー 牡５鹿 ５５ 小林 淳一藤田与志男氏 岩戸 孝樹 米 Jim Hawkins &

Lois Hawkins ４５０－ ４ 〃 ハナ １７．８�
２２ �� テンエイゴールド �６栗 ５２ 江田 照男熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９２＋ ６１：５３．９３� １２１．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，８０３，５００円 複勝： ４３，１６０，５００円 枠連： ４４，６５５，６００円

普通馬連： ２２１，７６１，５００円 馬単： １６４，２９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，４７３，９００円

３連複： １７０，１５７，４００円 ３連単： ４４３，５０９，６００円 計： １，１６０，８１８，８００円

払 戻 金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２１０円 � ３９０円 � ２００円 枠 連（５－６） ２，２３０円

普通馬連 �� ３，３２０円 馬 単 �� ６，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ６１０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ６，５２０円 ３ 連 単 ��� ４４，２２０円

票 数

単勝票数 計 ２８８０３５ 的中 � ３６３４９（４番人気）
複勝票数 計 ４３１６０５ 的中 � ５９３０６（３番人気）� ２５０６８（５番人気）� ６３３４８（２番人気）
枠連票数 計 ４４６５５６ 的中 （５－６） １４８２０（１０番人気）
普通馬連票数 計２２１７６１５ 的中 �� ４９３４６（１１番人気）
馬単票数 計１６４２９６８ 的中 �� １８９０２（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４４７３９ 的中 �� １０９７１（１０番人気）�� １８８２６（５番人気）�� ８７５９（１２番人気）
３連複票数 計１７０１５７４ 的中 ��� １９２６６（１８番人気）
３連単票数 計４４３５０９６ 的中 ��� ７４０３（１１９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．４―１２．８―１２．９―１３．２―１２．６―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．５―３５．９―４８．７―１：０１．６―１：１４．８―１：２７．４―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�トラストスター �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Affirmed デビュー ２００３．１１．１５ 京都２着

２００１．４．１０生 牡５鹿 母 Noble Pursuit 母母 I’m a Pleasure １７戦４勝 賞金 ５５，４４９，０００円
〔騎手変更〕 シルクヒーロー号の騎手柴田善臣は，負傷のため後藤浩輝に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 エスユーガーデン号・セルリアングルーヴ号・チアズアビリティー号・チザルピーノ号・リメンバードリーム号・

ロングチェイサー号



１９０２３ ７月１６日 雨 良 （１８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６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 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５６７，０００円 １６２，０００円 ８１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

７１３� サチノスイーティー 牝３鹿 ５１ 鈴来 直人佐藤 幸彦氏 平井 雄二 門別 信育成牧場 ４３６± ０ ５５．７ １６．９�

５１０� マリンフェスタ 牝３鹿 ５１ 大西 直宏山田 裕仁氏 矢作 芳人 門別 天羽牧場 B４６２－１２ ５６．２３ ６．６�
７１４� レイズアンドコール 牝５鹿 ５４ 石橋 脩�橋 修身氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ２ ５６．６２	 １１．０�
３６ � ホーマンテキーラ 牡４鹿 ５６ 中舘 英二久保 久人氏 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ５４２＋３０ ５６．８１ ７．１�
１２ ダイワメンフィス 牡５黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 北西牧場 ４９８＋ ４ ５７．０１ ４．６�
６１１
 キーンランドスワン 牡７栗 ５７ 江田 照男平井 豊光氏 森 秀行 米 Jim Ryan &

Geraldine Ryan B４９０＋ ６ 〃 ハナ ３５．１�
６１２�� コスモラブシック 牡７鹿 ５６ 村田 一誠オールラブクラブ 稲葉 隆一 浦河 南部 功 ４９８－ ８ 〃 クビ ７６．７�
４８ �� チアズヒカリ 牝６鹿 ５４ 吉田 隼人北村キヨ子氏 矢作 芳人 三石 田中 春美 ４７４－１０ ５７．２１ ２７．６	
１１ 
 ウェディングバレー 牝５芦 ５４ 勝浦 正樹荻原 昭二氏 松山 康久 米 Richard J. Forbush

& Richard Lueck ５３２－ ６ 〃 アタマ ２３．５

３５ � リガードシチー 牡５鹿 ５６ 塚田 祥雄 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 静内 片岡牧場 ５０４－ ６ ５７．３ ９６．６�
８１５
 マルターズホーク 牡９鹿 ５６ 武士沢友治藤田与志男氏 手塚 貴久 米 Bryan Boone ５０４± ０ ５７．４クビ ２５５．２
５９ 
 ステキシンスケクン 牡３鹿 ５３ 後藤 浩輝榮 義則氏 森 秀行 米 Monticule ４５８＋１２ ５７．６１	 ４．６�
２４ プレシャスカフェ 牡７鹿 ５６ 小島 太一西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム B４９２－ ４ ５７．７	 ３８．７�
８１６ テイエムチュラサン 牝４栗 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４６６－１６ ５７．８クビ ６．８�
４７ スピニングノアール 牡５栗 ５６ 蛯名 正義畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４６０＋ ８ ５８．０１	 ２２．１�
２３ カネツテンビー 牝７鹿 ５４ 田中 勝春�カネツ牧場 武藤 善則 門別 合資会社カ

ネツ牧場 B４８６－ ６ ５８．３１ ３８．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２１，９３０，２００円 複勝： １３４，８２６，７００円 枠連： ２０１，５２６，７００円

普通馬連： ９７９，９６４，８００円 馬単： ６２１，３０９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７４，６１７，８００円

３連複： ８６７，２８８，５００円 ３連単： １，９４２，１６１，８００円 計： ５，０４３，６２５，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ４８０円 � ２５０円 � ３２０円 枠 連（５－７） ９５０円

普通馬連 �� ５，５６０円 馬 単 �� １３，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５００円 �� １，３２０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ８，９７０円 ３ 連 単 ��� ５８，７９０円

票 数

単勝票数 計１２１９３０２ 的中 � ５７０２４（７番人気）
複勝票数 計１３４８２６７ 的中 � ６８３１５（８番人気）� １５９６０５（４番人気）� １１０３５５（６番人気）
枠連票数 計２０１５２６７ 的中 （５－７） １５７１７５（３番人気）
普通馬連票数 計９７９９６４８ 的中 �� １３０２７４（２２番人気）
馬単票数 計６２１３０９３ 的中 �� ３４０８２（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１７４６１７８ 的中 �� ２８２５５（１９番人気）�� ３２３５８（１６番人気）�� ５１６７０（９番人気）
３連複票数 計８６７２８８５ 的中 ��� ７１３８２（２５番人気）
３連単票数 計１９４２１６１８ 的中 ��� ２４３８３（１７５番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．２―１０．８―１０．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．８―２２．０―３２．８―４３．１

上り４F４３．９－３F３３．７
勝馬の
紹 介

�サチノスイーティー �
�
父 カリスタグローリ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００５．１０．１ 中山４着

２００３．４．４生 牝３鹿 母 ペルファヴォーレ 母母 コンアモール １０戦４勝 賞金 ７８，７４１，０００円
〔騎手変更〕 キーンランドスワン号の騎手柴田善臣は，負傷のため江田照男に変更。
〔発走状況〕 ステキシンスケクン号は，枠入り不良。



１９０２４ ７月１６日 雨 良 （１８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２０分 （芝・左・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．５

良

良

７１５� ガッテンワン 牡４栗 ５７ 村田 一誠岩崎 圭市氏 本間 忍 平取 中川 隆 ４７２± ０１：３４．７ ３．９�

８１８�	 パートゥーアワーズ 牡４鹿 ５７
５４ ▲塚田 祥雄吉田 和美氏 古賀 慎明 豪 Mr L Tall ４４４＋ ４１：３５．０２ ６．２�

８１６ ムーンフェイズ 牝５鹿 ５５ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４４６－ ６１：３５．１クビ ５．５�
６１１
 オイワケウコン 牡５鹿 ５７

５５ △丹内 祐次岡田 牧雄氏 柴崎 勇 三石 鳥井牧場 ４６２－ ６１：３５．５２� ８．４�
４７ 	 ラ ム グ レ ス 牝３鹿 ５２

４９ ▲大野 拓弥水上 行雄氏 清水 利章 浦河 笠松牧場 ４５４＋１６１：３５．６クビ １２．７�
１１ 
 グランデゴール 牡５鹿 ５７ 田中 勝春釘田 静義氏 清水 利章 門別 前川 義則 ４４２＋ ２ 〃 クビ １７．０�
３５ 
 サクラトライアンフ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義�さくらコマース勢司 和浩 静内 谷岡牧場新

和分場 ４６４± ０１：３５．７クビ ３８．４	
２４ ビュレットライナー 牡４黒鹿 ５７

５５ △吉田 隼人 
サンデーレーシング 秋山 雅一 白老 白老ファーム ４６２－１８１：３５．８� １０．３�
８１７
 プリンセスイブ 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎�グリーンテック境 征勝 静内 岡田牧場 ４４４＋ ４ 〃 ハナ ２５．２�
６１２ ウインゼフィール 牝５鹿 ５５ 北村 宏司�ウイン 藤沢 和雄 門別 三城牧場 ５０６＋１８１：３５．９クビ ２２．６
７１３� アグネスドーン ５鹿 ５７ 石橋 脩渡辺 孝男氏 的場 均 米 Ashford Stud B４６８－ ２ 〃 ハナ ４６．４�
３６ カフェリバティー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹西川 光一氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ５３２＋ ４ 〃 ハナ ３６．５�
５１０
� ラスティングピース 牡５鹿 ５７ 加藤士津八ジョイ・レースホース� 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：３６．０� ４６．９�
７１４
 ユーセイシアトル 牡３鹿 ５４ 大西 直宏小川 敏夫氏 二ノ宮敬宇 静内 石川 栄一 ４３４± ０１：３６．２１� １３７．３�
１２ アサクサブラボー 牡３鹿 ５４ 中舘 英二田原源一郎氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８８＋ ６１：３６．３� １０．４�
４８ シンボリドジャース ４栗 ５７ 小野 次郎シンボリ牧場 畠山 吉宏 静内 和田農林（有） ４５８＋１８１：３７．０４ ９２．１�
２３ � スターダストカフェ 牡５鹿 ５７

５４ ▲小島 太一西川 恭子氏 佐々木亜良 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ４１：３７．７４ １１５．８�
５９ �	 マルターズベーブ 牝４栗 ５５ 小林 淳一藤田与志男氏 小笠 倫弘 米 Yoshio Fujita ４６８＋１６１：３８．０２ ２５１．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３８，４９７，９００円 複勝： ５２，３２９，３００円 枠連： ７１，３０６，３００円

普通馬連： ２４４，９０１，９００円 馬単： １５９，０５０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５２，９０２，１００円

３連複： ２１６，０９２，３００円 ３連単： ４９７，８６８，６００円 計： １，３３２，９４８，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ２５０円 枠 連（７－８） ４２０円

普通馬連 �� ９８０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ５４０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� ６，６８０円

票 数

単勝票数 計 ３８４９７９ 的中 � ７８７７１（１番人気）
複勝票数 計 ５２３２９３ 的中 � １２６３２０（１番人気）� ７０５９６（２番人気）� ４４４４７（４番人気）
枠連票数 計 ７１３０６３ 的中 （７－８） １２６３０６（１番人気）
普通馬連票数 計２４４９０１９ 的中 �� １８４８７７（１番人気）
馬単票数 計１５９０５０３ 的中 �� ６７５６０（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５２９０２１ 的中 �� ３９７８１（１番人気）�� ２４０６９（３番人気）�� １４５０９（７番人気）
３連複票数 計２１６０９２３ 的中 ��� ８３５７０（１番人気）
３連単票数 計４９７８６８６ 的中 ��� ５５０５０（１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．９―１２．４―１２．３―１１．９―１０．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．１―２２．７―３４．６―４７．０―５９．３―１：１１．２―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ガッテンワン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 アーテイアス デビュー ２００４．７．１０ 福島３着

２００２．４．２８生 牡４栗 母 ス ズ カ ベ ル 母母 スズカクイン １９戦３勝 賞金 ５１，４５７，０００円
〔騎手変更〕 ガッテンワン号の騎手柴田善臣は，負傷のため村田一誠に変更。
〔３走成績による出走制限〕 マルターズベーブ号は，平成１８年８月１６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） ２頭 アイオブザキング号・カナハラコマンダー号



（１８新潟２）第２日 ７月１６日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １９３頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２３２，７５０，０００円
３，３６０，０００円
２４，１８０，０００円
２，０２０，０００円
８８０，０００円
１，７８０，０００円
２４，４１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，０７９，０００円
５，２９０，０００円
１，９４９，３００円

勝馬投票券売得金
３６７，９１４，８００円
４５４，２８１，３００円
５９２，０３７，６００円
２，３９４，８５４，６００円
１，８２９，９１８，５００円
４９６，１５１，７００円
２，３３６，６４２，４００円
３，２５３，８６７，９００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 １１，７２５，６６８，８００円

総入場人員 ２１，３０２名 （有料入場人員 １８，６７８名）




