
１９０１３ ７月１５日 雨 稍重 （１９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）

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

４６ � マルターズコッパー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義藤田与志男氏 中川 公成 米 Eaglestone
Farm Inc. ４４８＋ ４１：１２．１ ３．７�

３４ ベルモントリボン 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント
ファーム ４８０＋ ６１：１２．８４ ７．７�

４５ � トーセンファング 牡３栗 ５６ 二本柳 壮島川 �哉氏 鈴木 康弘 門別 三城牧場 ５０８－１２１：１３．１１� ２．８�
１１ グラスハーブ 牡３芦 ５６

５３ ▲田中 博康鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 門別 インターナシヨナル牧場 ４８４－ ４１：１３．４２ ３３．０�
２２ タイキキャプテン 牡３青鹿５６ 吉田 豊�大樹ファーム 高木 登 大樹 大樹ファーム ４６６± ０ 〃 クビ ５．８�
５８ ウェーブガール 牝３鹿 ５４ 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 静内 高橋 誠次 ４４６＋ ４１：１３．５クビ ３６．５	
５７ � バクシンルビー 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人馬場瑛八郎氏 田子 冬樹 門別 新井 昭二 ４７４－ ２１：１３．９２	 １６２．０

８１３ リンガスサクセス 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信伊藤 巖氏 武市 康男 新冠 斉藤 安行 B４００± ０１：１４．１１
 ２６．８�
６９ � ブレイクオブライト 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人西見 徹也氏 小島 茂之 英 R. P. Wil-

liams ４８０＋ ４１：１４．４１� １２．６�
７１１ ミ キ 牝３鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介中田 和宏氏 池上 昌弘 平取 有限会社中
田牧場 ４３２ ―１：１５．３５ ６６．８

６１０� アルカイックレディ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩堀 紘一氏 奥平 雅士 米 Gracefield &
Taylor Hall ４７８ ―１：１５．８３ ９．４�

７１２� セイントドリーム 牝３鹿 ５４
５１ ▲宮崎 北斗内海 正章氏 星野 忍 平取 清水牧場 ４６６＋２０１：１６．２２	 ２３７．８�

３３ � リアルアンサー 牝３栗 ５４
５３ ☆大野 拓弥小野 博郷氏 石栗 龍彦 新冠 石田牧場 ４０４＋ ２１：１６．４１	 １５１．０�

８１４ クニサキシズコ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎國島 周夫氏 中島 敏文 新冠 川上 悦夫 ４９４ ―１：１７．１４ １４３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，２０８，８００円 複勝： １６，２９８，３００円 枠連： ２０，５９６，５００円

普通馬連： ６６，２７８，９００円 馬単： ７１，４６５，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，２６３，９００円

３連複： ９１，７０８，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２９９，８２０，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １２０円 枠 連（３－４） ７６０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ２，６６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ２３０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，２２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５２０８８ 的中 � ３３２１７（２番人気）
複勝票数 計 １６２９８３ 的中 � ３３５３４（２番人気）� １６２９２（４番人気）� ４５０４８（１番人気）
枠連票数 計 ２０５９６５ 的中 （３－４） ２０１４６（４番人気）
普通馬連票数 計 ６６２７８９ 的中 �� ３３９０９（５番人気）
馬単票数 計 ７１４６５４ 的中 �� １９８８６（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８２６３９ 的中 �� ９１０４（５番人気）�� ２２５５４（１番人気）�� ９９７８（４番人気）
３連複票数 計 ９１７０８２ 的中 ��� ５５６６２（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１３．０―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．８―４７．８―５９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．３
３ ４（６，８）５（１，７，１３）９，１０（２，１２）３－１１＝１４ ４ ４（６，８）（５，７，１３）（１，９）－（２，１０）（３，１２）－１１＝１４

勝馬の
紹 介

�マルターズコッパー �
�
父 Orientate �

�
母父 Carson City デビュー ２００６．１０．２１ 東京２着

２００４．３．６生 牝３鹿 母 Copper Belle 母母 Copper Play ５戦１勝 賞金 ９，０５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイントドリーム号・リアルアンサー号・クニサキシズコ号は，平成１９年８月１５日まで平地競走に

出走できない。



１９０１４ ７月１５日 雨 稍重 （１９新潟２）第２日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

７１４�� ノースリヴァー 牝３黒鹿５４ 木幡 初広佐藤 壽男氏 宗像 義忠 新冠 大栄牧場 ４５４＋ ８１：０９．６ １０．７�

５１０ ウエスタンオーザ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩西川 賢氏 尾形 充弘 静内 北西牧場 ４４６＋１４１：１０．０２� ４．１�
２３ マルタカエンペラー 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次高橋 義和氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４４０＋ ８１：１０．１クビ ３．７�
２４ � ブライティアエルフ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４７２± ０ 〃 ハナ ５．４�
１２ ミヤビキャサリン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 様似 様似渡辺牧場 B４５０－ ４１：１０．４２ ７．４�
８１８ ゴールドクィーン 牝３鹿 ５４ 中舘 英二露崎 勇氏 小林 常泰 様似 猿倉牧場 ４５２＋ ８ 〃 アタマ １２．８�
４８ トモティフレンディ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司廣崎 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上 悦夫 ４６６＋１０１：１０．７１� １４．３�
８１６� ヒシチャージャー 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰阿部雅一郎氏 加藤 和宏 平取 高橋 幸男 ４４８＋ ６１：１０．８� ７８．１	
５９ � フラワーギフト 牝３青 ５４ 後藤 浩輝大河内一権氏 高橋 裕 門別 インターナシヨナル牧場 B４５６＋１０ 〃 ハナ ２２．２

１１ � オメガアーティスト �３栗 ５６

５３ ▲草野 太郎原 	子氏 坂本 勝美 静内 岡田スタツド ４２８－ ２１：１１．２２� １０９．８�
６１２� トミケンルビー 牝３鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗冨樫 賢二氏 柴崎 勇 様似 能登ファーム ４３２＋１８１：１１．３クビ ６４．６�
７１３ ハーツイーズ 牝３鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉浦 宏昭 静内 藤原牧場 ４６８－１０ 〃 クビ ４０．４�

６１１� ラ ク エ ン 牝３芦 ５４
５１ ▲田中 博康江川 伸夫氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４４０－ ２１：１１．４クビ ４４．１�

７１５� カシノアテスト 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎柏木 務氏 沢 峰次 青森 松坂 長寿 ４０８－ ６１：１１．６１� ２９２．６�
３６ �� サンダッシュ 牝３栗 ５４ 小野 次郎南澤敬之介氏 水野 貴広 千葉（有）下河辺トレー

ニングセンター B４２８－ ６１：１１．８� １２１．０�
３５ タ ビ ー 牝３栗 ５４

５１ ▲的場 勇人西森 鶴氏 天間 昭一 新冠 森 牧場 ４２４＋ ４１：１１．９� ７８．６�
８１７ ラッキーハロー 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人吉田 義昭氏 畠山 吉宏 様似 川部牧場 ４９４－２２１：１２．０� ９９．６�
４７ レッドカップ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�藤沢牧場 �田 研二 静内 藤沢牧場 B４７４＋ ２１：１２．５３ ５３．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，４４３，９００円 複勝： ２０，６０１，４００円 枠連： ２５，０７３，８００円

普通馬連： ７８，０６３，５００円 馬単： ７０，６１１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，８８４，９００円

３連複： １０７，９４０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３３８，６１８，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，０７０円 複 勝 � ２８０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（５－７） ２，２９０円

普通馬連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ６，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８４０円 �� ９１０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ３，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５４４３９ 的中 � １１４３５（５番人気）
複勝票数 計 ２０６０１４ 的中 � １４４４０（５番人気）� ４２００５（２番人気）� ４２７２５（１番人気）
枠連票数 計 ２５０７３８ 的中 （５－７） ８０８６（９番人気）
普通馬連票数 計 ７８０６３５ 的中 �� １９４０７（１２番人気）
馬単票数 計 ７０６１１１ 的中 �� ７７２６（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０８８４９ 的中 �� ５７４７（８番人気）�� ５３２１（９番人気）�� １８７８４（１番人気）
３連複票数 計１０７９４０２ 的中 ��� ２３４５７（７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．５―１２．０―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．３―４６．３―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ノースリヴァー �

�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 アレミロード デビュー ２００６．９．９ 札幌５着

２００４．２．１３生 牝３黒鹿 母 ビンゴビクトリー 母母 エリモイメージ ６戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 オメガアーティスト号・サンダッシュ号・タビー号・ラッキーハロー号は，平成１９年８月１５日まで平地競走

に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 グロリアスソード号・タイセイハヤテ号・ハナノリンダ号



１９０１５ ７月１５日 雨 重 （１９新潟２）第２日 第３競走 ��１，８００�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

１：５０．２
１：４８．４

不良

重

８１２ ホクセツカントリー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣平島 尚武氏 根本 康広 静内 八田ファーム ４８６＋ ４１：５４．７ １４．５�

７１１ サドラーズボーイ 牡３鹿 ５６ 武 豊谷 研司氏 大和田 稔 青森 明成牧場 ４５０＋ ６１：５４．８� ９．４�
３３ エヴァシャイン 牡３栗 ５６ 中舘 英二�下屋敷牧場 武市 康男 三石 下屋敷牧場 ４７８ ―１：５４．９� ６．３�
４５ � ナカヤマトップガン 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人和泉 信子氏 二ノ宮敬宇 伊達 高橋農場 ４９０＋ ６１：５５．０� ２．８�
１１ コスモシウテクトリ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 斎藤 宏 浦河 林農場 ４７４＋ ８１：５５．７４ ５６．５�
６８ キタサンダイオウ 牡３栗 ５６ 武士沢友治�大野商事 中野渡清一 静内 谷岡牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ ９．６�
８１３� テキサスイーグル 牡３鹿 ５６ 木幡 初広飯田 正剛氏 中川 公成 静内 千代田牧場 ５４０± ０１：５６．１２� １３６．２	
４４ スミノチェンタウロ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次長井 純一氏 清水 美波 門別 インターナシヨナル牧場 ４３８± ０１：５６．４２ ２８８．２

５７ � ニューチャプター 牡３栗 ５６ 村田 一誠田中 昇氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 ５３６＋ ２１：５６．５クビ １１．７�
６９ フラッシュバニヤン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義津村 靖志氏 国枝 栄 千歳 ロイヤルファーム ４９８＋ ６１：５６．７１� ３３．１�
２２ ダイワゴーレム 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４６６＋ ２１：５７．３３� ３．４
５６ �� ロードジェントル 牡３鹿

５６
５３ ▲田中 博康 �ロードホースクラブ 高橋 祥泰 穂別 ヤマイチ牧場 ４９６＋１２１：５７．６２ ６４．９�

７１０ カシノチーフ 牝３栗 ５４ 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 静内（有）石川牧場 B４４４－ ２１：５９．３大差 ２１１．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，８５８，５００円 複勝： ２０，２４３，１００円 枠連： １９，２１１，５００円

普通馬連： ７２，７５７，５００円 馬単： ７４，１２０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １９，１４９，４００円

３連複： ９６，５９４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ３１８，９３５，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ３７０円 � ３３０円 � ２７０円 枠 連（７－８） ４，１１０円

普通馬連 �� ６，６００円 馬 単 �� １４，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� １，８９０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� １５，３２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６８５８５ 的中 � ９１８０（７番人気）
複勝票数 計 ２０２４３１ 的中 � １４１１１（７番人気）� １５９２０（６番人気）� ２１３３２（３番人気）
枠連票数 計 １９２１１５ 的中 （７－８） ３４５５（１７番人気）
普通馬連票数 計 ７２７５７５ 的中 �� ８１３９（２０番人気）
馬単票数 計 ７４１２０７ 的中 �� ３９０５（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９１４９４ 的中 �� ３３７１（１８番人気）�� ２４７５（２３番人気）�� ３８３２（１７番人気）
３連複票数 計 ９６５９４６ 的中 ��� ４６５４（４８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１３．１―１３．８―１２．５―１２．０―１３．０―１２．８―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．８―５０．６―１：０３．１―１：１５．１―１：２８．１―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホクセツカントリー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 ハープアイル デビュー ２００７．２．１７ 東京５着

２００４．５．３１生 牡３栗 母 セ イ カ 母母 センスオブリズム ６戦１勝 賞金 ６，７００，０００円
〔騎手変更〕 サドラーズボーイ号の騎手江田照男は，負傷のため武豊に変更。
※出走取消馬 シルクミサイル号（疾病〔感冒〕のため）



１９０１６ ７月１５日 雨 稍重 （１９新潟２）第２日 第４競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．７
１：５６．４

良

良

３４ � デストラメンテ 牡３芦 ５６ 小林 淳一岡田 牧雄氏 清水 美波 鵡川 市川牧場 ４５４－ ２２：００．８ １２．２�

６１０� レガルメンテ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４６４＋ ８２：０１．５４ １．９�
８１３ ビッグステージ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠坪野谷和平氏 柄崎 孝 静内 西村 和夫 ４６８＋ ６２：０１．６� １７．６�
２２ リンガスビート 牡３鹿 ５６ 田中 勝春伊藤 巖氏 水野 貴広 静内 服部 牧場 ４７０－ ６２：０１．７クビ ６．２�
６９ � マイネレプリーク 牝３栗 ５４

５３ ☆大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 門別 北陽ファーム B４３４－ ８ 〃 ハナ ２０．８�

５７ � コスモアンファング 牡３黒鹿５６ 武 豊 �ビッグレッドファーム 堀 宣行 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－ ２２：０１．９１� ３．５	
４６ � ダイワファントム 牡３栃栗５６ 武士沢友治大城 敬三氏 田中 清隆 静内 千代田牧場 ４８６＋ ２２：０２．３２� ４０．３

１１ ターブルロンド 牡３鹿 ５６ 五十嵐雄祐谷 雄史氏 藤原 辰雄 様似 清水スタッド ４７２± ０２：０２．４� １４６．４�
４５ � インスパイアクロス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム ４８２＋１０２：０２．５� ５２．３�
７１１ キングロッチ 牡３黒鹿５６ 小野 次郎高橋 文男氏 成島 英春 鵡川 エスティウィ

ンファーム ４６８＋ ２ 〃 ハナ ８２．７
５８ �� ケイコワンデイ 牡３栗 ５６ 安藤 光彰小林けい子氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４９４＋ ４２：０２．６� ２０６．９�
３３ � ダブルダブルスター 牡３青 ５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ５６０ ―２：０２．７クビ ３６．０�
８１４ ボネルージュ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４５６－ ８２：０３．３３� ３３１．４�
７１２�� トーセンエリート 牡３鹿

５６
５３ ▲千葉 直人島川 �哉氏 菅原 泰夫 三石 嶋田牧場 ４６４－ ２２：０３．７２� ２２８．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２３，２５２，２００円 複勝： ２３，５９４，２００円 枠連： ２２，０７９，６００円

普通馬連： ８４，９８０，６００円 馬単： ９２，８７５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１７９，０００円

３連複： １１６，９２５，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３８６，８８６，３００円

払 戻 金

単 勝 � １，２２０円 複 勝 � ２６０円 � １２０円 � ３３０円 枠 連（３－６） ６００円

普通馬連 �� ８６０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� １，４６０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ３，７２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２３２５２２ 的中 � １５０４７（４番人気）
複勝票数 計 ２３５９４２ 的中 � １９４７７（４番人気）� ７８６８８（１番人気）� １３７３６（６番人気）
枠連票数 計 ２２０７９６ 的中 （３－６） ２７４７７（２番人気）
普通馬連票数 計 ８４９８０６ 的中 �� ７３２３１（３番人気）
馬単票数 計 ９２８７５０ 的中 �� ２３６４２（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１７９０ 的中 �� １３８４２（４番人気）�� ３６５８（１５番人気）�� ８９６２（７番人気）
３連複票数 計１１６９２５７ 的中 ��� ２３２５５（１１番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１１．９―１２．９―１２．３―１２．５―１２．４―１１．６―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．１―２３．６―３５．５―４８．４―１：００．７―１：１３．２―１：２５．６―１：３７．２―１：４８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�デストラメンテ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２００７．１．２０ 中山１２着

２００４．３．２２生 牡３芦 母 ディコーラム 母母 ドレツシング ６戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ボネルージュ号の騎手江田照男は，負傷のため石橋脩に変更。
〔３走成績による出走制限〕 ボネルージュ号・トーセンエリート号は，平成１９年８月１５日まで平地競走に出走できない。



１９０１７ ７月１５日 雨 稍重 （１９新潟２）第２日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２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

１：２１．６
１：２０．３

良

良

８１７� ボーデンゼー 牝２青鹿５４ 田中 勝春坂田 行夫氏 斎藤 誠 新冠 八木 常郎 ４２６ ―１：２５．１ ２．８�

８１６� アサクサロータス 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝田原 慶子氏 佐々木亜良 千歳 社台ファーム ４３２ ―１：２５．２� １４．３�
６１２ ステラダルク 牝２鹿 ５４ 吉田 豊 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４３０ ―１：２５．３� ５．２�
２４ � ポコアポコフォルテ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣�テンジン 大江原 哲 三石 三石橋本牧場 ４１２ ―１：２５．４� ４６．１�
４７ � リーベストラウム 牝２黒鹿５４ 武士沢友治�ミルファーム 斎藤 誠 静内 前谷 武志 ４６４ ― 〃 アタマ ６０．５�
２３ � メ ジ ロ リ ロ 牝２栗 ５４ 小野 次郎メジロ商事� 菅原 泰夫 洞爺 メジロ牧場 ３８８ ― 〃 クビ ７３．７	
５９ �� シチリアーナ 牝２黒鹿

５４
５３ ☆大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 冨岡 博一 ４５４ ―１：２５．５� ６６．０


５１０� ラブエッセンス 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人ディアレスト 秋山 雅一 三石 水丸牧場 ４６２ ―１：２５．６� １６．０�
３５ � マイネウインク 牝２栗 ５４ 北村 宏司 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム ４３０ ― 〃 クビ ６．７�
７１３� ハッピーラッシュ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０ ―１：２５．７� １６．３
３６ � コスモスプラッシュ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４１４ ―１：２５．８� ７．８�
１１ � ミズバショウクイン 牝２芦 ５４ 石橋 脩居城 要氏 天間 昭一 鵡川 安田 幸子 ４１６ ―１：２６．０１ ４９．７�
７１４ イントラストミー 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信松尾 正氏 西塚 安夫 三石 大塚牧場 ４３４ ―１：２６．１� ８６．３�
８１８� ファンタジックキー 牝２栗 ５４ 村田 一誠�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４７０ ― 〃 アタマ ８１．３�
７１５� フジミラーレ 牝２栗 ５４

５１ ▲田中 博康河合良太郎氏 後藤 由之 静内 静内フジカ
ワ牧場 ４１０ ―１：２６．３１� ２０２．８�

６１１ ニシノベローチェ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４４０ ―１：２６．４� ２４．６�
１２ レオパンドラ 牝２栗 ５４ 川田 将雅�レオ 中島 敏文 新冠 競優牧場 ４５４ ―１：２６．５� １３．６�
４８ � アイファーシャトル 牝２栗 ５４ 西田雄一郎中島 稔氏 境 征勝 新冠 北星村田牧場 ４１０ ―１：２６．６� １２０．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，４５５，０００円 複勝： ２１，７４０，７００円 枠連： ３０，６４５，２００円

普通馬連： ８０，４４３，２００円 馬単： ７０，９２５，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４１７，０００円

３連複： １０７，７３４，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３５４，３６０，５００円

払 戻 金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � １７０円 枠 連（８－８） ２，４３０円

普通馬連 �� ２，９４０円 馬 単 �� ４，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ４６０円 �� １，０５０円

３ 連 複 ��� ４，５１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１４５５０ 的中 � ６１０９１（１番人気）
複勝票数 計 ２１７４０７ 的中 � ４６４７９（１番人気）� １４１８２（５番人気）� ３５８０２（２番人気）
枠連票数 計 ３０６４５２ 的中 （８－８） ９３１５（１３番人気）
普通馬連票数 計 ８０４４３２ 的中 �� ２０２２８（１２番人気）
馬単票数 計 ７０９２５１ 的中 �� １０９３１（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４１７０ 的中 �� ４８０１（１３番人気）�� １２４６７（１番人気）�� ４８６４（１２番人気）
３連複票数 計１０７７３４３ 的中 ��� １７６３７（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．５―３５．５―４８．５―１：０１．０―１：１２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．６―３F３６．６
３ ・（１，１２）１６（１１，１３，１７）９，２（３，１５，１８）４（８，１４，１０）６（５，７） ４ ・（１，１２，１６）（１１，１３，１７）（９，４）１８（２，３，１５）１０（８，１４）（６，５，７）

勝馬の
紹 介

�ボーデンゼー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ナリタブライアン 初出走

２００５．３．１０生 牝２青鹿 母 オースミブラッシー 母母 ブラッシングインザレイン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 レオパンドラ号の騎手江田照男は，負傷のため川田将雅に変更。
〔発走状況〕 ハッピーラッシュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 クイックマインド号・クリノポップコーン号・ベストマダム号



１９０１８ ７月１５日 雨 稍重 （１９新潟２）第２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０分 （芝・左・外）

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

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

８１６� マイネルプレーザ 牡２青 ５４
５１ ▲田中 博康 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 静内 原 達也 ４７８ ―１：３６．１ ２１．４�

３５ � サマーエタニティ 牝２芦 ５４ 中舘 英二セゾンレースホース� 畠山 吉宏 門別 白井牧場 ４７４ ―１：３６．３１� ３０．０�
２３ 	 トーセンステルス 牡２青鹿５４ 田中 勝春島川 �哉氏 古賀 慎明 米 Mrs. C. Wilson

McNeely III ４４０ ―１：３６．５１
 ２．９�
７１４�� トップオブマジック 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 鵡川 平岡牧場 ４７８ ― 〃 アタマ ８．６�
２４ インダストリアル 牡２青鹿５４ 小牧 太 �ノースヒルズマネ

ジメント 橋口弘次郎 門別 中原牧場 ５００ ―１：３６．８１� ６．６	
７１５� ショウナンアクロス 牡２鹿 ５４ 川田 将雅国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０ ―１：３７．０１
 ９．２

８１８�� リノーンリメイン 牡２栗 ５４ 村田 一誠村中 徳広氏 伊藤 伸一 浦河 田中スタッド ４７６ ― 〃 アタマ ９５．２�
５９ キューボート 牡２芦 ５４ 北村 宏司吉田 勝己氏 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４５８ ―１：３７．２� １５．９�
８１７	 ブラックマスタング 牡２黒鹿５４ 武 豊山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Strategy

Bloodstock ５２０ ― 〃 アタマ ５．４
７１３ シアトルシーフェア 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 藤岡 健一 早来 ノーザンファーム ４８６ ―１：３７．５１� １１．３�
５１０ マイネルポンピオン 牡２芦 ５４ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム ４５０ ― 〃 アタマ ２３．４�
４８ � デルマシリウス 牡２黒鹿５４ 高山 太郎浅沼 廣幸氏 本郷 一彦 門別 ファニーヒルファーム ４６８ ―１：３７．７１� １６７．６�
４７ アグネスボンバー 牡２栗 ５４

５１ ▲的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 浦河 高昭牧場 ４８６ ―１：３７．９１� ９４．４�
６１１ アバレダイコ 牡２栗 ５４ 津村 明秀福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５０４ ―１：３８．１１� １６９．８�
６１２ タカラカリズマ 牡２栗 ５４ 吉田 豊村山 義男氏 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４５０ ―１：３８．８４ １２１．６�
１１ � アイアイローレル 牡２栗 ５４ 石橋 脩齊藤 敬氏 星野 忍 三石 松本 俊博 ４４６ ―１：３８．９� １５４．７�
１２ �� ホウリイキッド 牡２鹿 ５４ 小野 次郎植田 忠司氏 嶋田 潤 青森 中山 雅信 ４６８ ―１：３９．７５ ７７．５�
３６ � トーセンスクリュー 牝２栗 ５４ 二本柳 壮島川 �哉氏 後藤 由之 新冠 パカパカ

ファーム ４４４ ―１：３９．８
 ８３．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，０２４，７００円 複勝： ２６，４４４，６００円 枠連： ３６，５４３，２００円

普通馬連： ９２，９０１，２００円 馬単： ８５，１４３，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，８２７，７００円

３連複： １１８，３８９，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４０７，２７３，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２，１４０円 複 勝 � ４３０円 � ６５０円 � １４０円 枠 連（３－８） ３，９６０円

普通馬連 �� ３１，８１０円 馬 単 �� ６１，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７，４２０円 �� １，１６０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ３３，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４０２４７ 的中 � ８８７８（８番人気）
複勝票数 計 ２６４４４６ 的中 � １３０１２（８番人気）� ８０４４（１０番人気）� ７３３９９（１番人気）
枠連票数 計 ３６５４３２ 的中 （３－８） ６８１２（１２番人気）
普通馬連票数 計 ９２９０１２ 的中 �� ２１５６（５８番人気）
馬単票数 計 ８５１４３４ 的中 �� １０１８（１０８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３８２７７ 的中 �� ７６６（５８番人気）�� ５２１７（１１番人気）�� ３６７６（２２番人気）
３連複票数 計１１８３８９１ 的中 ��� ２６２０（８２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．７―３５．９―４８．５―１：０１．０―１：１３．１―１：２４．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マイネルプレーザ �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 リ ド ヘ イ ム 初出走

２００５．３．２４生 牡２青 母 サントラップ 母母 ベラサントス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 マイネルポンピオン号の騎手後藤浩輝は，下見所集合について注意義務を怠り過怠金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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コパノパニック号・レッズフィールド号



１９０１９ ７月１５日 雨 不良 （１９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

２２ � ステラディクオーレ 牡４青鹿５７ 石橋 脩諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６１：１０．８ １５．５�

５８ グリーンアラモード 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人 �グリーンファーム 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ５５６± ０ 〃 クビ ３．３�
４６ � ファインセンテンス 牡４栗 ５７ 中舘 英二前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona

Hudson ５３０＋ ８１：１１．０１	 ５．５�
６１１� マルブツバンダリー 牡４栗 ５７ 福永 祐一大澤 毅氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm Inc. &
Catesby W. Clay

５２６－ ８１：１１．６３
 ３．２�
１１ � コスモパルムドール 牝３鹿 ５２ 田中 勝春 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 米 Moreau Bloodstock

International, Inc. ４８６＋１２１：１１．８１ ６．４�
５９ ベルモントエース 牡４鹿 ５７ 穂苅 寿彦 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ５３８＋１０１：１１．９
 １６．８	
３４ � シャンドラヴェリテ �６鹿 ５７ 柴田 善臣真野 晃治氏 石毛 善彦 米 E & D En-

terprises B５２８＋ ２１：１２．０
 １００．５

２３ �� アタゴタイヨウ 牡６鹿 ５７ 木幡 初広坪野谷和平氏 中野 栄治 米 Swifty

Farms, Inc. ４７６＋ ４１：１２．１ ２６４．７�
６１０ シュウザンジャンプ 牡４鹿 ５７ 小野 次郎平 光良氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ４１．８�
３５ オンシジューム 牝４栗 ５５

５２ ▲的場 勇人 �キャロットファーム 秋山 雅一 白老 白老ファーム B４２８－ ６１：１２．２ １１．５
８１４� ヨイチトレジャー 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎加藤 興一氏 菅原 泰夫 浦河 鮫川 啓一 ４４４± ０１：１２．３クビ ２７１．４�
７１２� マンボカーニバル 牝７鹿 ５５ 村田 一誠�グランド牧場 高松 邦男 米 Grand Farm ４１６± ０１：１２．４
 １０９．１�
７１３� オールフォーラヴ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 様似 清水スタッド ４７０＋１２１：１３．０３
 ８８．９�
８１５ カズノブラック 牡８鹿 ５７

５６ ☆大野 拓弥�中山牧場 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 B４６８－ ７ 〃 ハナ １３５．１�
４７ レオマジック 牡５黒鹿５７ 川田 将雅�レオ 中島 敏文 浦河 江谷 重雄 ４９２＋ ６１：１３．１ ４９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，２１１，８００円 複勝： ３２，０１８，０００円 枠連： ２９，６５４，０００円

普通馬連： １１６，６３３，３００円 馬単： １０４，０４５，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３０，０３３，３００円

３連複： １４３，８８１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ４８０，４７６，８００円

払 戻 金

単 勝 � １，５５０円 複 勝 � ３５０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（２－５） １，９４０円

普通馬連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ６，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� １，２５０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ３，４８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２１１８ 的中 � １２３８８（６番人気）
複勝票数 計 ３２０１８０ 的中 � １８０３６（７番人気）� ７４１７７（１番人気）� ５２２８０（３番人気）
枠連票数 計 ２９６５４０ 的中 （２－５） １１３３９（９番人気）
普通馬連票数 計１１６６３３３ 的中 �� ３７９７３（１０番人気）
馬単票数 計１０４０４５２ 的中 �� １１８３１（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３００３３３ 的中 �� ９０４２（１１番人気）�� ５４５０（１８番人気）�� ２６３０２（２番人気）
３連複票数 計１４３８８１２ 的中 ��� ３０５３５（１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１２．１―１１．５―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．２―４６．３―５７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．６
３ ６，８（２，９）（５，１１）１５（１，７）（３，１０）１４，１３，１２－４ ４ ６，８（２，９）－１１（５，１５）１（３，７）（１４，１０）（１２，１３）－４

勝馬の
紹 介

�ステラディクオーレ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００５．１２．４ 中山４着

２００３．４．２４生 牡４青鹿 母 ブリリアントカット 母母 ジエヌインダイアモンド １１戦３勝 賞金 ２５，６００，０００円
〔騎手変更〕 レオマジック号の騎手江田照男は，負傷のため川田将雅に変更。
〔発走状況〕 オールフォーラヴ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 コスモパルムドール号の騎手田中勝春は，３コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。



１９０２０ ７月１５日 雨 重 （１９新潟２）第２日 第８競走 ��１，６００�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 ７，４００，０００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

１２ � アップルサイダー 牡３青鹿５４ 吉田 隼人野崎 宗信氏 菅原 泰夫 新冠 山岡ファーム ４７６＋ ６１：３４．２ ２．４�

５９ � マウントキング 牡４鹿 ５７ 川田 将雅中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 武田農場 ４５４－ ２１：３４．６２� ２９．３�
６１１� ストールンブライド 牝４鹿 ５５ 武 豊�野 葉子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ 〃 クビ ６．２�
２４ �� サクラネクスト 牡３栗 ５４ 北村 宏司�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４７４＋１０１：３４．７クビ ４０．４�
４８ � サクラデフィート 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義�さくらコマース勢司 和浩 静内 新和牧場 ５０６＋ ２１：３４．８� ７．７�
８１７�	 スガノキング 牡３黒鹿５４ 木幡 初広菅原光太郎氏 笹倉 武久 三石 沖田 哲夫 ４８４＋ ２ 〃 クビ ３１．５�
３６ ピサノアリュメール 牝５青 ５５ 田中 勝春市川 義美氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４２－ ６１：３４．９� ２４．７	
４７ 	 マイネトップレディ 牝４鹿 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 郷原 洋行 えりも 上島牧場 ４７０－１０１：３５．１１
 ６５．８

２３ � マイネサンサン 牝４黒鹿５５ 吉田 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ２１：３５．２� １４．６�
５１０	 エプソムメサイア 牝４鹿 ５５

５４ ☆大野 拓弥 �ジャパン・
ホースマン・クラブ 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４５０± ０１：３５．３� ３７．３�

８１８ フサイチギャロップ 牡５青鹿５７ 後藤 浩輝関口 房朗氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４３８＋ ６ 〃 アタマ ９．３
７１４�	 スマートスナイパー 牡４青鹿５７ 安藤 光彰大川 徹氏 佐々木亜良 静内 高橋 誠次 ４６６＋ ２１：３５．４� ９９．０�
７１３� ラ ム グ レ ス 牝４鹿 ５５

５２ ▲田中 博康水上 行雄氏 清水 利章 浦河 笠松牧場 ４７２＋２０１：３５．５クビ ２９．８�
６１２	 ヘイアンレジェンド 牡３黒鹿５４ 柴田 善臣荻原 昭二氏 松山 康久 門別 シンボリ牧場 ４８６＋ ２１：３５．７１� １５．２�
１１ 	 ビーアデビル 牝３鹿 ５２ 武士沢友治�ミルファーム 保田 一隆 静内 大滝 康晴 ４４２＋ ６１：３６．２３ ２７．２�
７１５�	 シアワセナンダッケ 牝４青鹿５５ 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４６０－ ８１：３７．０５ １３３．８�
３５ � ジャックレイホウ 牡３鹿 ５４ 石橋 脩�千早クラブ 伊藤 正徳 門別 古川 優 ４６２－１８ 〃 クビ ２０２．１�
８１６� ミハルザクラ 牝６鹿 ５５ 村田 一誠松本 俊廣氏 西塚 安夫 門別 天羽 禮治 ５２４± ０１：３８．７大差 ２３．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，６７０，７００円 複勝： ３６，８１５，８００円 枠連： ４１，２１０，９００円

普通馬連： １４０，９６３，３００円 馬単： １１８，９６６，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，３００，６００円

３連複： １８２，２７７，４００円 ３連単： 発売なし 計： ５８５，２０５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ５４０円 � ２２０円 枠 連（１－５） ２，８００円

普通馬連 �� ４，１４０円 馬 単 �� ６，６８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� ４３０円 �� ３，４３０円

３ 連 複 ��� ９，８９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８６７０７ 的中 � ９５７１０（１番人気）
複勝票数 計 ３６８１５８ 的中 � １０８００２（１番人気）� １２４６９（９番人気）� ３９８４７（３番人気）
枠連票数 計 ４１２１０９ 的中 （１－５） １０９００（１２番人気）
普通馬連票数 計１４０９６３３ 的中 �� ２５１８７（１３番人気）
馬単票数 計１１８９６６４ 的中 �� １３１４５（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６３００６ 的中 �� ５８４４（１４番人気）�� ２３０９１（２番人気）�� ２４３８（４０番人気）
３連複票数 計１８２２７７４ 的中 ��� １３６１３（２７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．３―１１．４―１１．６―１２．４―１２．８―１１．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．６―３４．０―４５．６―５８．０―１：１０．８―１：２１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３６．２
３ ・（１，１６）＝４（２，１０，１５）（８，１４）（７，９，１３）（３，１１）１７，５，１２，１８，６ ４ ・（１，１６）＝４（１０，１５）（２，８，１４）（７，９，１３）３（１１，１７）（５，１２，１８）６

勝馬の
紹 介

�アップルサイダー �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００６．８．２７ 札幌３着

２００４．５．１０生 牡３青鹿 母 タイキアルテミス 母母 ミセスタイキ ７戦２勝 賞金 １９，６４０，０００円
〔騎手変更〕 アップルサイダー号の騎手江田照男は，負傷のため吉田隼人に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミハルザクラ号は，平成１９年８月１５日まで平地競走に出走できない。



１９０２１ ７月１５日 雨 重 （１９新潟２）第２日 第９競走 ��
��１，８００�

せ ん か く わ ん

尖 閣 湾 特 別
発走１４時３５分 （芝・左・外）

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

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

４８ � サケダイスキ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二臼井義太郎氏 奥平 雅士 平取 二風谷ファーム ４７２＋ ８１：４７．０ ８．５�

８１６�� フィアリストライ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣臼田 浩義氏 高橋 祥泰 門別 日高大洋牧場 ４６０＋ ８１：４７．２１ ４．５�
４７ � マイネカンナ 牝３栗 ５２ 吉田 隼人 �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 ４１８－ ２１：４７．４１	 ２４．４�
８１５ ノ ン キ 牝４青鹿５５ 田中 勝春小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４７４－ ６１：４７．５
 ４．７�
２３ レジェンダロッサ 牡５鹿 ５７ 小牧 太 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４６８± ０１：４７．６
 ２７．４�
７１３� レオシャープ �６鹿 ５７ 大野 拓弥�レオ 杉浦 宏昭 浦河 大西 能彦 B４９６－ ６ 〃 ハナ ３８．２	
６１２� キッズヴェローチェ 牡３鹿 ５４ 福永 祐一瀬谷 
雄氏 松山 康久 早来 ノーザンファーム ４６６－１０ 〃 アタマ ７．２�
１１ � メジロマシューズ 牡４栗 ５７ 武 豊�メジロ牧場 池江 泰郎 洞爺 メジロ牧場 B４８０± ０１：４７．７
 ６．１�
７１４� フラワータキシード 牡３鹿 ５４ 村田 一誠花垣 春男氏 本間 忍 門別 海馬澤 誠治 ４６０＋ ６１：４７．９１	 ３６．６
３６ � ウィンナワルツ 牝３鹿 ５２ 吉田 豊吉田 千津氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４２４＋１８ 〃 ハナ ３２．５�
５９ ファイトザパワー �５鹿 ５７ 後藤 浩輝山本 敏晴氏 田所 秀孝 えりも えりも農場 ４７２＋ ２１：４８．１１ ９．９�
２４ � リンガスベガ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信伊藤 巖氏 武市 康男 静内 三木田 頼嗣 ４８８＋ ６１：４８．２
 ２６７．４�
５１０� ナムラシンドバッド 牡３鹿 ５４ 川田 将雅奈村 信重氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 ４６２± ０１：４８．３
 ９．５�
３５ � ホットカフェ 牡６鹿 ５７ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 門別 野島牧場 ５０８＋ ６１：４８．４クビ ４６．８�
６１１ タケデンノネガイ 牡６栗 ５７ 二本柳 壮武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４６０＋ ６１：４８．７１
 １９２．３�
１２  マルターズドラドラ �４芦 ５７ 池田 鉄平藤田与志男氏 尾形 充弘 米 Gallagher’s

Stud ４３２－ ６１：４９．７６ １７７．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，４１６，０００円 複勝： ４９，８７３，９００円 枠連： ５１，４５８，１００円

普通馬連： １８２，８８４，５００円 馬単： １１５，０２２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，６２６，６００円

３連複： １６９，５７６，５００円 ３連単： ４２２，１８４，４００円 計： １，０６５，０４２，７００円

払 戻 金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２９０円 � ２１０円 � ７２０円 枠 連（４－８） ７９０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ４，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８１０円 �� ２，６５０円 �� ２，３７０円

３ 連 複 ��� １８，５５０円 ３ 連 単 ��� ９２，９８０円

票 数

単勝票数 計 ３１４１６０ 的中 � ２９２２９（５番人気）
複勝票数 計 ４９８７３９ 的中 � ４６８０９（４番人気）� ７５４４４（２番人気）� １５１８３（９番人気）
枠連票数 計 ５１４５８１ 的中 （４－８） ４８１０６（３番人気）
普通馬連票数 計１８２８８４５ 的中 �� ６９２１３（８番人気）
馬単票数 計１１５０２２７ 的中 �� １８６３９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２６２６６ 的中 �� １３６１１（７番人気）�� ３８６９（３２番人気）�� ４３４０（２５番人気）
３連複票数 計１６９５７６５ 的中 ��� ６７４７（６６番人気）
３連単票数 計４２２１８４４ 的中 ��� ３３５１（２９８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．２―１２．１―１２．９―１１．９―１１．７―１１．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．５―３４．７―４６．８―５９．７―１：１１．６―１：２３．３―１：３４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サケダイスキ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 トウシヨウボーイ

２００３．４．８生 牡４鹿 母 パーティプラザ 母母 パ ー ソ ネ ラ ５戦２勝 賞金 １９，６９０，０００円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ウィンナワルツ号の騎手江田照男は，負傷のため吉田豊に変更。
〔３走成績による出走制限〕 リンガスベガ号は，平成１９年８月１５日まで平地競走に出走できない。



１９０２２ ７月１５日 曇 不良 （１９新潟２）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

な え ば

苗 場 特 別
発走１５時１０分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，１８．７．１５以降１９．７．８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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

６１０ エンドレスビジネス 牝４栗 ５５ 田中 勝春吉田 千津氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：１０．４ ２．９�

３４ � ホウショウルビー 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝芳賀 吉孝氏 領家 政蔵 米 Tokyo Thorough-
bred Bureau ５２０＋ ４ 〃 クビ ４．０�

１１ タイキフェアレディ 牝５黒鹿５３ 中舘 英二�大樹ファーム 藤沢 則雄 大樹 大樹ファーム ５４０＋ ４１：１０．７１� ９．１�
５８ � ミステリーゲスト 牡５鹿 ５５ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５００＋２６１：１０．８クビ ２５．４�
２３ � ケイアイカールトン 牡５鹿 ５７ 武 豊亀田 守弘氏 松山 康久 米

H. J. Hendricks,
Roger Justice &
Rick Littrell

５００－ ２１：１０．９	 ６．２�
７１３ サンクスアロット 牝５鹿 ５３ 蛯名 正義吉田 照哉氏 加藤 敬二 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：１１．３２	 ２５．２	
４６ � ピサノアルハンブラ 牡４鹿 ５８ 柴田 善臣市川 義美氏 白井 寿昭 米

Runnymede
Farm, Inc. &
Catesby W. Clay

５０２－ ６ 〃 アタマ ７．７

３５ 
 セトノヒット 牡６栗 ５５ 石橋 脩難波 経雄氏 西園 正都 三石 片山 修 ４７６± ０１：１１．５１� １５．４�
８１４� エイワムサシ 牡３栗 ５２ 津村 明秀永井公太郎氏 松山 康久 米 Amalio

Ruiz Jr. ４６４± ０１：１１．６	 ２５．２�
７１２� ジャイロスコープ 牡７栗 ５２ 二本柳 壮名古屋友豊� 木原 一良 門別 白井牧場 ５１６－１０１：１１．７	 ５８．０
８１５� ブルーチェイサー 牝６黒鹿５０ 西田雄一郎篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ １３４．３�
５９ � オポテューニティ 牝５鹿 ５２ 石神 深一平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４８０－ ４１：１１．８クビ ９９．１�
４７ � マリットチャージ �７黒鹿５３ 南田 雅昭 �社台レースホース中野 隆良 白老 白老ファーム ４４８－ ２ 〃 クビ １６６．６�
６１１ ハ ナ パ ッ ク 牝４鹿 ５５ 岩部 純二小池 宗人氏 二ノ宮敬宇 静内 タイヘイ牧場 ５０４－ ４１：１２．４３	 ３９．９�
２２ リキアイヤマノオー 牡７鹿 ５３ 安藤 光彰高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ５０８＋ ８１：１２．８２	 ６１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，２８９，３００円 複勝： ４７，４２０，５００円 枠連： ４５，４５２，９００円

普通馬連： ２２１，７２３，１００円 馬単： １３５，３９９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４７，８５３，０００円

３連複： １８９，３７４，６００円 ３連単： ４７３，９４９，０００円 計： １，１９６，４６２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（３－６） ４７０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ４９０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，９４０円 ３ 連 単 ��� ７，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３５２８９３ 的中 � ９６１６１（１番人気）
複勝票数 計 ４７４２０５ 的中 � １１８５２５（１番人気）� ８２５８４（２番人気）� ３８３７６（５番人気）
枠連票数 計 ４５４５２９ 的中 （３－６） ７２５６５（１番人気）
普通馬連票数 計２２１７２３１ 的中 �� ２４８５８９（１番人気）
馬単票数 計１３５３９９８ 的中 �� ７５９０６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４７８５３０ 的中 �� ４４８３６（１番人気）�� ２３７８３（３番人気）�� １６５９５（８番人気）
３連複票数 計１８９３７４６ 的中 ��� ７２１６１（３番人気）
３連単票数 計４７３９４９０ 的中 ��� ４９１０６（５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．２―１２．１―１１．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３３．９―４６．０―５７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．５
３ ３，１１，４，１（２，１３）（１４，１５）（９，５，１２）１０，８，６，７ ４ ３（１１，４）１（２，１３）（９，５，１４，１５）（１２，１０）８，６，７

勝馬の
紹 介

エンドレスビジネス �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 Danzig デビュー ２００６．８．２０ 新潟１着

２００３．３．２６生 牝４栗 母 ベンチャービジネス 母母 Strategic Maneuver ８戦４勝 賞金 ４６，３６４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）３１頭 アグネスハッピー号・アーマメント号・ウィストラム号・ヴィフォルテ号・エプソムスタウト号・ガイヤール号・

クィーンオブキネマ号・グローバルボンバー号・サキノリュウオー号・サクラワイズ号・ザップトウショウ号・
シャイニングムーン号・シルキーオメガ号・スナークユーチャン号・セレスダイナミック号・タムロイーネー号・
チョウカイモンド号・ナゲットニューズ号・ネオナート号・ノーブルカフェ号・ハギノフェリックス号・
バンダムロッシ号・ヒトリムスメ号・フリーモア号・マグネティックマン号・メイショウマンテン号・
リトルスポーツカー号・レザムルーズ号・レソナル号・ワンダフルドーラ号・ワンモアフリート号



１９０２３ ７月１５日 晴 重 （１９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７回アイビスサマーダッシュ（ＪｐｎⅢ）

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 ６８６，０００円 １９６，０００円 ９８，０００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 サンアディユ 牝５鹿 ５４ 村田 一誠松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４９２＋ ４ ５５．１ ７７．１�

８１６ ナカヤマパラダイス 牡４鹿 ５６ 木幡 初広和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 静内 北洋牧場 ４８８＋ ４ ５５．２� ３．９�
２３ クーヴェルチュール 牝３黒鹿５１ 後藤 浩輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ８．２�
８１８	 アイルラヴァゲイン 牡５鹿 ５６ 吉田 隼人齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ４ ５５．３� ５．２�
５９ 
 サチノスイーティー 牝４鹿 ５４ 吉田 豊佐藤 幸彦氏 平井 雄二 門別 信育成牧場 ４４０＋ １ ５５．４� ７．０�
５１０ スピニングノアール 牡６栗 ５６ 福永 祐一畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４７０－ ４ 〃 クビ １３．９�
１１ � モルトグランデ 牡３鹿 ５３ 蛯名 正義櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock ４８０＋ ８ 〃 アタマ ２２．１	
２４ � シルヴァーゼット 牡６芦 ５６ 津村 明秀
フォーレスト 田所 清広 愛 Mrs J. A.

Dene ５００＋ ４ 〃 ハナ ２９．４�
４７ 
 プレミアムボックス 牡４鹿 ５６ 石橋 脩 
社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５２４＋ ６ ５５．６１ ３２．６�
４８ 	 ゴールデンキャスト 牡７栗 ５７ 小牧 太前田 幸治氏 橋口弘次郎 浦河 バンダム牧場 ４８４－ ２ ５５．８１ １０２．５
１２ テイエムチュラサン 牝５栗 ５４ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４９０－ ２ 〃 アタマ ６５．５�
８１７ ショウナンパントル 牝５鹿 ５４ 田中 勝春国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 白老ファーム ４６０＋１４ ５５．９クビ １２６．４�
３６ ダイワメンフィス 牡６黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 北西牧場 B４８６－１４ ５６．０� １２８．６�
７１５
	 ジョイフルハート 牡６栗 ５６ 武 豊名古屋友豊� 小野 幸治 早来 ノーザンファーム ４９８－１６ ５６．２１� ４．１�
７１４
 モンローブロンド 牝５青 ５４ 川田 将雅金子真人ホール

ディングス� 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４７０＋１０ 〃 ハナ ７９．８�
６１２� フサイチホクトセイ 牡６鹿 ５６ 柴田 善臣関口 房朗氏 森 秀行 愛 Kilboy Estate ４８２－ ２ 〃 ハナ ３３．８�
３５ ロイヤルキャンサー 牡９栗 ５６ 小野 次郎井澤 健氏 森 秀行 門別 三城牧場 ４５６－ ４ ５６．４１ １３６．２�
６１１	 ギャラントアロー 牡７栗 ５７ 中舘 英二冨沢 敦子氏 崎山 博樹 門別 藤本 友則 ５１２－１０ ５６．６１� ５３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６８，６５４，９００円 複勝： １８２，３５７，０００円 枠連： ２２０，３０３，６００円

普通馬連： １，０４０，９９１，９００円 馬単： ６１７，０８４，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２０９，８２２，８００円

３連複： １，０５７，９４２，６００円 ３連単： ２，４４９，２７３，７００円 計： ５，９４６，４３１，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７，７１０円 複 勝 � １，４１０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ５５０円

普通馬連 �� ２２，９９０円 馬 単 �� ６６，１７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，４９０円 �� ５，４３０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ５０，３１０円 ３ 連 単 ��� ４０４，２９０円

票 数

単勝票数 計１６８６５４９ 的中 � １７２４８（１３番人気）
複勝票数 計１８２３５７０ 的中 � ２５４６４（１３番人気）� ３６５１０５（１番人気）� １８１８７３（５番人気）
枠連票数 計２２０３０３６ 的中 （７－８） ２９６８８３（２番人気）
普通馬連票数 計１０４０９９１９ 的中 �� ３３４２８（４８番人気）
馬単票数 計６１７０８４７ 的中 �� ６８８３（１２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計２０９８２２８ 的中 �� １１１２８（４３番人気）�� ９１７６（４９番人気）�� ８２４６５（５番人気）
３連複票数 計１０５７９４２６ 的中 ��� １５５２２（１２６番人気）
３連単票数 計２４４９２７３７ 的中 ��� ４４７１（８３７番人気）

ハロンタイム １１．９―９．９―１０．７―１０．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２１．８―３２．５―４３．０

上り４F４３．２－３F３３．３
勝馬の
紹 介

サンアディユ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００５．４．１７ 阪神４着

２００２．３．２６生 牝５鹿 母 シ ェ リ ー ザ 母母 Sharaya １３戦６勝 賞金 １００，２６４，０００円
〔騎手変更〕 ロイヤルキャンサー号の騎手江田照男は，負傷のため小野次郎に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 テイエムロマンス号・メジロアダーラ号



１９０２４ ７月１５日 晴 不良 （１９新潟２）第２日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６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

１：５０．２
１：４８．４

不良

重

４７ � フサイチレオン 牡３栗 ５４ 武 豊関口 房朗氏 山内 研二 早来 ノーザンファーム B４８６＋ ２１：５１．５ ２．５�

４６ ブライアンズエッセ 牡４栗 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 平田 修 静内 岡田牧場 ５１４＋ ２１：５１．７１� ５．２�
２３ ダイワルビア 牡３栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 早来 ノーザンファーム ５１０－ ４１：５１．８� １１．２�
１１ ウインバリエンテ �６鹿 ５７ 安藤 光彰�ウイン 清水 英克 新冠 森永 正志 B４４８＋ ２１：５２．２２� ２５．９�
２２ � コスモバーン 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝 �ビッグレッドファーム 小西 一男 新冠 松本 信行 ４９８± ０１：５３．２６ ４．５�
５８ ケイアイテイメント 牡４栗 ５７ 中舘 英二亀田 守弘氏 秋山 雅一 静内 静内酒井牧場 ５０６－ ６１：５３．８３� ９２．６	
３５ �	 キープウイニング 牡４鹿 ５７ 小牧 太真部 晴�氏 中島 敏文 浦河 ハヤシファーム ４８０－ ４ 〃 クビ １４１．２

３４ 	 クオーターバック 牡５栗 ５７ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ５００± ０１：５３．９クビ １４１．８�
８１５ グローリアスゲスト 牡５黒鹿５７ 蓑島 靖典鈴木 芳夫氏 鈴木 勝美 静内 ビツグレツドフアーム ４８８＋ ６１：５４．１１ １９４．６�
５９ 
 エイワンタッチ 牡５黒鹿５７ 田中 勝春荒木 誠氏 高市 圭二 門別 藤本 直弘 ５３４＋１０１：５４．２� １３．０
７１３
	 ラインハルト 牡４黒鹿５７ 木幡 初広大澤 繁昌氏 根本 康広 新冠 若林牧場 ４７２± ０１：５４．４１� ２５３．３�
８１４ コパノカチドキ 牡４鹿 ５７

５４ ▲小島 太一小林 祥晃氏 小島 太 門別 ヤナガワ牧場 ４９４＋１０１：５４．９３ ６．８�
６１１ ドリームシーカー �５栗 ５７ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 武市 康男 早来 ノーザンファーム B４６０＋１０１：５５．１１ １０９．１�
７１２ マイネルカルディア 牡４鹿 ５７

５４ ▲草野 太郎 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 坂本 勝美 静内 マギーファーム ４７６± ０１：５５．６３ ３４．６�

６１０
 ランドフーガ 牡３黒鹿５４ 村田 一誠木村 善一氏 本間 忍 門別 日西牧場 ４７８± ０１：５６．５５ ７６．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４０，９６９，３００円 複勝： ４５，９３７，８００円 枠連： ５４，４８３，８００円

普通馬連： ２０１，３３２，６００円 馬単： １４３，２３０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ４４，６１９，２００円

３連複： １７８，０３０，３００円 ３連単： ４７１，２４０，４００円 計： １，１７９，８４４，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ２５０円 枠 連（４－４） ６００円

普通馬連 �� ５９０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ５７０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� １，９００円 ３ 連 単 ��� ５，３８０円

票 数

単勝票数 計 ４０９６９３ 的中 � １３３０５９（１番人気）
複勝票数 計 ４５９３７８ 的中 � １３３８７７（１番人気）� ６９８８６（２番人気）� ３６０１８（５番人気）
枠連票数 計 ５４４８３８ 的中 （４－４） ６７９２５（２番人気）
普通馬連票数 計２０１３３２６ 的中 �� ２５５０２８（１番人気）
馬単票数 計１４３２３０８ 的中 �� １１７９００（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４４６１９２ 的中 �� ５４２９３（１番人気）�� １８２３４（６番人気）�� １３０３３（１１番人気）
３連複票数 計１７８０３０３ 的中 ��� ６９３９５（５番人気）
３連単票数 計４７１２４０４ 的中 ��� ６４６７１（４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．２―１３．０―１２．１―１２．６―１３．１―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３５．６―４８．６―１：００．７―１：１３．３―１：２６．４―１：３８．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�フサイチレオン �
�
父 Gone West �

�
母父 Belong to Me デビュー ２００６．１２．２ 阪神１着

２００４．２．６生 牡３栗 母 シアトルサンセット 母母 Weekend in Seattle ８戦２勝 賞金 ２１，１００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 グローリアスゲスト号は，平成１９年８月１５日まで平地競走に出走できない。



（１９新潟２）第２日 ７月１５日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重後不良

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
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
１，６９０，０００円
２３，０００，０００円
１，６４０，０００円
２，２００，０００円
２５，２７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６８，３２７，０００円
５，２９８，０００円
１，９３９，２００円

勝馬投票券売得金
４４５，４５５，１００円
５２３，３４５，３００円
５９６，７１３，１００円
２，３７９，９５３，６００円
１，６９８，８９０，３００円
５３７，９７７，４００円
２，５６０，３７４，７００円
３，８１６，６４７，５００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
計 １２，５５９，３５７，０００円

総入場人員 ２１，０５６名 （有料入場人員 １６，７０１名）




