
２２０３７ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４日 第１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時００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� コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

１２ タイセイマテンロウ 牡２青鹿５４ 柴田 善臣田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４７２＋ ４１：３５．２ ９．５�

３６ カ ガ タ イ キ 牡２栗 ５４ 小野 次郎香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４６２－ ２１：３５．７３ １３９．２�
６１２ グレイトフルレター 牡２鹿 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 安平 追分ファーム ５０８± ０１：３５．８クビ １２．２�
８１８ マイネルヴィルンガ 牡２栗 ５４

５２ △伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 山本 昇寿 ４３８－ ８ 〃 アタマ １６．６�

５９ スリーケインズ 牡２芦 ５４ 江田 照男永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ １４３．５�
６１１ フラワーロック 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４６２± ０１：３５．９� １４．３	
８１６ マイネルバリュー 牡２青鹿５４ 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坂本 勝美 新冠 ビッグレッドファーム ４４０＋ ４１：３６．０� ２０３．５

７１３ ファヴェラシック 牝２栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４５６＋２０ 〃 ハナ ４８．２�
２３ ウインジュビリー 牝２青鹿５４ 木幡 初広�ウイン 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４８８＋１２ 〃 ハナ ２０．５�
１１ コスモアトミック 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 様似 ホウセイ牧場 ４３８＋ ４１：３６．１クビ ５．９
３５ エスクルシーヴァ 牝２栗 ５４ 西田雄一郎 �キャロットファーム 武藤 善則 新冠 大林ファーム ４１２＋１２ 〃 クビ ２２．２�
２４ ビリーヴマイン 牡２鹿 ５４ 内田 博幸コウトミックレーシング 清水 英克 新冠 大栄牧場 ４１６＋１０１：３６．３１� ５．７�
８１７ コパノハリケーン 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 乾 皆雄 ４８６－ ２ 〃 クビ ２１．３�
７１５ カトルズスルー 牝２栗 ５４ 後藤 浩輝山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４４０－ ２１：３６．４� ５．４�
４７ ヒールゼアハーツ 牡２栗 ５４ 津村 明秀 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２ 〃 クビ １０．２�
４８ サトノピースピース 牡２青鹿５４ 左海 誠二里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋ ８１：３６．５クビ １０．３�

（船橋）

７１４ ジ ャ ッ ク 牡２栗 ５４ 田中 博康菅波 雅巳氏 斎藤 誠 浦河 梅田牧場 ４５６± ０１：３６．７１� ３０．０�
５１０ モ リ ト ラ ヴ 牡２黒鹿５４ 武士沢友治石橋 忠之氏 水野 貴広 新冠 小松 隆弘 ４５８± ０１：３６．８� ２０９．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，４７５，７００円 複勝： ３３，８８３，８００円 枠連： ２３，８０１，６００円

普通馬連： ６６，５９０，６００円 馬単： ４１，４１８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，０８４，２００円

３連複： ８７，２０５，４００円 ３連単： １２５，３２６，１００円 計： ４２０，７８５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９５０円 複 勝 � ３８０円 � ３，６３０円 � ４４０円 枠 連（１－３） ２，７５０円

普通馬連 �� ６５，２７０円 馬 単 �� １１６，２３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６，０３０円 �� １，７６０円 �� １０，６１０円

３ 連 複 ��� ２４４，７１０円 ３ 連 単 ��� １，９６７，８９０円

票 数

単勝票数 計 １６４７５７ 的中 � １３６８８（４番人気）
複勝票数 計 ３３８８３８ 的中 � ２５５５９（４番人気）� ２１６６（１６番人気）� ２１１５６（７番人気）
枠連票数 計 ２３８０１６ 的中 （１－３） ６４１０（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６６５９０６ 的中 �� ７５３（１０２番人気）
馬単票数 計 ４１４１８２ 的中 �� ２６３（２０１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６０８４２ 的中 �� ３９５（１０１番人気）�� ３７４７（１９番人気）�� ５９８（８８番人気）
３連複票数 計 ８７２０５４ 的中 ��� ２６３（４０９番人気）
３連単票数 計１２５３２６１ 的中 ��� ４７（２５６６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．９―１２．５―１２．４―１１．６―１１．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．３―４７．８―１：００．２―１：１１．８―１：２３．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイマテンロウ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１０．８．１ 新潟５着

２００８．２．２９生 牡２青鹿 母 キョウエイカナ 母母 シヤダイチヤツター ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔発走状況〕 カトルズスルー号・マイネルバリュー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ジャック号の騎手田中博康は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（７番・３番への進路影響）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 タイトロープ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２２０３８ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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
１：０８．７

重

重

７１３ キャンパスライフ 牝３栗 ５４ 後藤 浩輝吉田 勝己氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４２２－ ２１：１２．１ ９．２�

３５ シルクミライ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊有限会社シルク松山 将樹 浦河 福岡 光夫 ４６０＋ ４ 〃 クビ ３．７�
６１１ カゼノマイヒメ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 日高 佐々木 直孝 ４２６＋ ２１：１２．５２� ８．３�
２３ シルキーカレント 牝３黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真有限会社シルク池上 昌弘 新ひだか 見上牧場 ４４０＋ ４１：１２．７１� ２３．３�
５９ ピンクデージー 牝３黒鹿５４ 木幡 初広野島 春男氏 田島 俊明 日高 野島牧場 ５００－ ２１：１２．９１� ３４．４�
２２ オンワードチアフル 牝３栗 ５４ 小野 次郎�オンワード牧場 郷原 洋行 新冠 高橋 忍 ４８８＋ ４ 〃 ハナ １９８．３�
４７ ストラヴィンモカ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ５０２＋ ８１：１３．５３� １２．９	
３４ グラスミント 牝３芦 ５４ 江田 照男半沢
 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４９８－ ２１：１３．７１ １２７．５�
８１５ ユウミホープ 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作相原 宏�氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４ 〃 ハナ ４８６．７�
７１２ オヘソノタカラモノ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸小池 宗人氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 ４９０＋ ４１：１３．９１� １．９
６１０ アポロサニーナ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 ４２４＋ ２１：１４．１１� ８５．１�
５８ ナリタシリウス 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�オースミ 萱野 浩二 日高 広富牧場 ３９８＋ ２１：１４．３１� ３３７．３�
１１ デジタルゴールド 牝３栗 ５４ 千葉 直人 �ゴールドレーシング 鈴木 伸尋 日高 豊郷牧場 ４７８ ―１：１４．４� ２７６．４�
４６ マウントクイン 牝３鹿 ５４ 左海 誠二中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３４－２０１：１４．７１� ３２．０�

（船橋）

８１４ ストロベリーパフェ 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４２６ ―１：１４．８� ６０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，３０５，０００円 複勝： ２９，８１３，６００円 枠連： １５，０２８，３００円

普通馬連： ４７，４２２，３００円 馬単： ３９，８７３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １８，６６５，９００円

３連複： ５８，８４８，９００円 ３連単： １０４，６６８，４００円 計： ３３０，６２６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ３００円 � １８０円 � ２３０円 枠 連（３－７） ３５０円

普通馬連 �� １，８２０円 馬 単 �� ４，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� ９２０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ３，３１０円 ３ 連 単 ��� １８，６９０円

票 数

単勝票数 計 １６３０５０ 的中 � １４０７８（４番人気）
複勝票数 計 ２９８１３６ 的中 � ２３１９２（４番人気）� ５１０８６（２番人気）� ３４８８５（３番人気）
枠連票数 計 １５０２８３ 的中 （３－７） ３１８８１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４７４２２３ 的中 �� １９２８２（６番人気）
馬単票数 計 ３９８７３７ 的中 �� ６６７３（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８６６５９ 的中 �� ９６１５（５番人気）�� ４７２０（１０番人気）�� １０６３６（４番人気）
３連複票数 計 ５８８４８９ 的中 ��� １３１５３（１０番人気）
３連単票数 計１０４６６８４ 的中 ��� ４１３３（５４番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．４―１２．５―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．９―４６．４―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャンパスライフ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．２０ 中山８着

２００７．４．１４生 牝３栗 母 ベビーグランド 母母 ホワットケイティーディド ７戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２２０３９ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

３４ シベリアンファクト 牡３栗 ５６ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８２－ ６１：５６．０ １０．１�

４７ マルターズタイム 牡３鹿 ５６ 武士沢友治藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４６２＋ ２１：５６．１� １１．２�
６１１ トーセンマツカゼ 牡３栗 ５６ 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 新ひだか 沖田 義昭 B４８８± ０１：５６．４１� ８．１�
３５ モンテマツリ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５３６－ ４ 〃 ハナ １５．５�
７１２ レ ッ プ ウ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀中村 政勝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４５４± ０１：５６．７２ ４．０�
１１ サドンサンダー 牡３黒鹿５６ 木幡 初広�大川牧場 柴田 政人 厚真 大川牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ ２８６．９	
４６ アークビショップ 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－ ６１：５６．８� ４．９

５８ � ミリオンデンジャー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信�岡崎牧場 石毛 善彦 米 Jerry Jam-

gotchian LLC ５０４± ０１：５７．０１	 ４．８�
８１４ ヒシクリスエス 
３黒鹿５６ 北村 宏司阿部雅一郎氏 坂本 勝美 新冠 カミイスタット ４９８－１０１：５７．１クビ ４６．８�
６１０ ミステリークイーン 牝３栗 ５４ 左海 誠二小野 博郷氏 小笠 倫弘 日高 旭 牧場 ４９２＋ ４１：５７．２� ３６．１

（船橋）

５９ � ティアランドール 牝３黒鹿５４ 田中 博康 �グリーンファーム 柴崎 勇 米 Peter J.
Pasteris ４６０＋ ４１：５７．３クビ １７０．４�

２２ トーヨーサリー 牝３栗 ５４
５２ △伊藤 工真�トーヨークラブ 古賀 史生 様似 中村 俊紀 B４３２－ ２１：５７．６１� ２５．９�

２３ クリアステイン 牡３芦 ５６ 蛯名 正義三宅 勝俊氏 中川 公成 新ひだか 大平牧場 ４７２＋ ４ 〃 クビ １０．１�
８１５ ビッグジョー 牡３鹿 ５６ 青木 芳之河内 孝夫氏 高市 圭二 新冠 中地 康弘 ５２２－２６１：５８．２３� １８１．５�
７１３ コウヨウリョウ 牡３芦 ５６

５３ ▲小野寺祐太寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 谷川牧場 B４８０± ０２：００．３大差 ６４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，０３４，０００円 複勝： ２２，８５９，９００円 枠連： １５，９７１，３００円

普通馬連： ４９，９７６，１００円 馬単： ３２，１３２，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２２２，６００円

３連複： ６０，３９７，４００円 ３連単： ８８，７６８，８００円 計： ３００，３６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ３００円 � ３５０円 � ２４０円 枠 連（３－４） １，１１０円

普通馬連 �� ４，９３０円 馬 単 �� ９，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４１０円 �� ８４０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ８，５２０円 ３ 連 単 ��� ５５，０１０円

票 数

単勝票数 計 １３０３４０ 的中 � １０１９４（６番人気）
複勝票数 計 ２２８５９９ 的中 � ２０３９７（５番人気）� １６２１４（６番人気）� ２７１３４（４番人気）
枠連票数 計 １５９７１３ 的中 （３－４） １０６５０（５番人気）
普通馬連票数 計 ４９９７６１ 的中 �� ７４９２（２４番人気）
馬単票数 計 ３２１３２０ 的中 �� ２４８１（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２２２６ 的中 �� ２９６３（２４番人気）�� ５１７２（７番人気）�� ３９７６（１４番人気）
３連複票数 計 ６０３９７４ 的中 ��� ５２３３（３４番人気）
３連単票数 計 ８８７６８８ 的中 ��� １１９１（２１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．１―５０．０―１：０３．６―１：１６．９―１：２９．８―１：４３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３９．１
１
３
３，１３＝（８，１４）１２，６，１１，２（４，７）（５，１０）－（１，９）＝１５・（３，８，１４，５）（１２，７）（１３，４）（６，１１）（１０，９）（２，１）１５

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

勝馬の
紹 介

シベリアンファクト �
�
父 アルカセット �

�
母父 Known Fact デビュー ２０１０．６．６ 東京９着

２００７．２．６生 牡３栗 母 マックスファックス 母母 Jacky Max ４戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ダイワボニータ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２２０４０ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４日 第４競走 ２，８５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減
本 賞 ７，８００，０００円 ３，１００，０００円 ２，０００，０００円 １，２００，０００円 ７８０，０００円� コースレコード３：０１．４良

８１４ ネヴァリバティ �５鹿 ６０ 五十嵐雄祐廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４８４＋ ２３：０５．８ ６．５�

６９ ハ ツ カ リ 牡６青鹿６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４６６＋ ２３：０６．２２� ５．４�
３３ ワンモアスエルテ 牡６鹿 ６０ 石神 深一下河邉行信氏 佐藤 吉勝 新冠 長浜 秀昭 ５１４＋ ２３：０８．０大差 ４．４�
７１１ シンボリプロキオン 牡７栗 ６０ 蓑島 靖典シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５１８－ ６３：０８．７４ １５．６�
５８ ア バ デ ィ 牡３黒鹿５８ 水出 大介加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４４４＋ ２３：１０．０８ ４０．８�
８１３ ドレックセル 牡７鹿 ６０ 大庭 和弥�森島商事 牧 光二 門別 有限会社

飯田牧場 ５４４± ０３：１０．３１� ４．２�
７１２ ドラゴンハンター 牡３青鹿５８ 平沢 健治櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 ４７０－ ４ 〃 ハナ ３１．８	
２２ レッドジュエル 牝４鹿 ５８ 横山 義行 
東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ５０６± ０３：１０．７２� ３５．５�
４５ ヒシフロンティア 牡４黒鹿６０ 柴田 大知阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 杵臼牧場 ４９２＋ ２３：１４．１大差 ６８．３�
１１ ダンシングボーイ 牡７鹿 ６０

５７ ▲大江原 圭伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 ４７８－ ６３：１４．６３ １５．２
５７ ナ ド レ 牝４鹿 ５８ 穂苅 寿彦吉橋 計氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２ 〃 クビ ８１．５�
４６ リバルドボーイ 牡８鹿 ６０ 浜野谷憲尚河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ５０６± ０ （競走中止） ５．４�
３４ ニシノテンカ 牡６黒鹿６０ 金子 光希西山 茂行氏 田村 康仁 鵡川 西山牧場 ４６４－１８ （競走中止） ４１．２�
６１０ サムライヒーロー 牡３青鹿５８ 山本 康志古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 出羽牧場 ４８６－１４ （競走中止） １９２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，２８９，３００円 複勝： １５，５１０，４００円 枠連： １５，４０９，８００円

普通馬連： ３８，５３８，２００円 馬単： ２６，７８４，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，３２１，１００円

３連複： ５０，３４７，６００円 ３連単： ７８，６２７，１００円 計： ２４８，８２７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � １９０円 � １９０円 � １７０円 枠 連（６－８） ７７０円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ４，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８３０円 �� ５６０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ３，２４０円 ３ 連 単 ��� ２１，０１０円

票 数

単勝票数 計 １０２８９３ 的中 � １２５１２（５番人気）
複勝票数 計 １５５１０４ 的中 � ２０７６４（５番人気）� ２１７６５（４番人気）� ２６２９２（１番人気）
枠連票数 計 １５４０９８ 的中 （６－８） １４８２５（３番人気）
普通馬連票数 計 ３８５３８２ 的中 �� １５６０１（１０番人気）
馬単票数 計 ２６７８４３ 的中 �� ４９０８（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３３２１１ 的中 �� ３８６９（１０番人気）�� ６０２０（７番人気）�� ５２７６（９番人気）
３連複票数 計 ５０３４７６ 的中 ��� １１４９５（１０番人気）
３連単票数 計 ７８６２７１ 的中 ��� ２７６２（６５番人気）

上り １マイル １：４４．４ ４F ５０．７－３F ３８．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネヴァリバティ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ニツポーテイオー デビュー ２００７．７．１４ 新潟１１着

２００５．５．８生 �５鹿 母 ドースクハマナス 母母 サツシユンハマナス 障害：４戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
〔競走中止〕 サムライヒーロー号は，競走中に前進気勢を欠いたため５号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

ニシノテンカ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため２周目３コーナーで競走中止。
リバルドボーイ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂並びに右前深屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線
コースで競走中止。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 サムライヒーロー号は，競走中に前進気勢を欠き，第５号障害手前で競走を中止したことについて
平成２２年８月２３日から平成２２年９月１２日まで出走停止。停止期間の満了後に障害調教再審査。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヤマカツセイレーン号



２２０４１ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０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

３６ ハタノファベルジェ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム ４６２ ―１：２４．６ ６．７�

２４ マイネプルメリア 牝２鹿 ５４
５２ △伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４１０ ―１：２４．８１� １１．３�
１２ ノアフェアリー 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎佐山 公男氏 堀井 雅広 新ひだか 石川 栄一 ４９６ ―１：２４．９クビ ４６．１�
６１１ ビューワールド 牝２黒鹿５４ 左海 誠二キャピタルクラブ 白井 寿昭 浦河 平成ファーム ４５８ ― 〃 クビ １６．５�

（船橋）

１１ オーバーザレインボ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広橋本 忠雄氏 柴田 政人 浦河 駿河牧場 ４７４ ―１：２５．１１ ２８．４�
７１５ ディープスノー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸齊藤四方司氏 小桧山 悟 新冠 石郷岡 雅樹 ４４８ ― 〃 クビ １３．３	
６１２ トーセンプリンセス 牝２栗 ５４ 柴田 善臣島川 
哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：２５．２� １．８�
４７ ミラクルモーメント 牝２栗 ５４ 津村 明秀有限会社シルク小笠 倫弘 池田 新田牧場 ４９０ ―１：２５．３� ７１．９�
２３ プリンセスキナウ 牝２鹿 ５４ 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 ４５４ ―１：２５．４クビ ６４．７
７１３ サマーチェリー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義セゾンレースホース� 高橋 祥泰 日高 庄野牧場 ４４２ ―１：２５．８２� ３０．１�
５９ ローズオブメイ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信辻 大作氏 小桧山 悟 浦河 谷口牧場 ４５８ ―１：２５．９� ６０．７�
８１７ ガ ナ ッ シ ュ 牝２青鹿５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４５０ ―１：２６．０クビ ６．７�
５１０ ピュアーマイスター 牝２鹿 ５４ 田中 博康南波 壽氏 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１８ ―１：２６．１� ８８．８�
４８ イットーアンファン 牝２鹿 ５４ 吉田 豊阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 大道牧場 ４８０ ―１：２６．５２� ５２．５�
７１４ ムーンアミュレット 牝２栗 ５４ 二本柳 壮石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ３９８ ―１：２７．０３ ４００．８�
３５ テイエムマーテル 牝２青鹿５４ 武士沢友治竹園 正繼氏 中野渡清一 新ひだか 石川 栄一 ４５４ ―１：２７．１� １８１．５�
８１８ バシマイシン 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥石橋 英郎氏 高橋 義博 新ひだか 出羽牧場 ４２２ ―１：２８．０５ ２４０．９�
８１６ ペ コ リ ー ノ 牝２芦 ５４ 横山 義行有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４８ ―１：３０．８大差 ３４２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，７６５，８００円 複勝： ２４，０３９，５００円 枠連： １７，４５８，０００円

普通馬連： ４７，９７５，６００円 馬単： ３９，１１１，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３１５，０００円

３連複： ５９，６６３，１００円 ３連単： ９６，３１２，９００円 計： ３２１，６４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２５０円 � ３２０円 � １，０２０円 枠 連（２－３） ２，１５０円

普通馬連 �� ２，５３０円 馬 単 �� ５，３２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ２，２６０円 �� ２，８１０円

３ 連 複 ��� １６，５８０円 ３ 連 単 ��� ７５，７８０円

票 数

単勝票数 計 １８７６５８ 的中 � ２２３６９（２番人気）
複勝票数 計 ２４０３９５ 的中 � ２９０２５（３番人気）� ２０５１５（４番人気）� ５２９３（１０番人気）
枠連票数 計 １７４５８０ 的中 （２－３） ５９９５（８番人気）
普通馬連票数 計 ４７９７５６ 的中 �� １４０００（９番人気）
馬単票数 計 ３９１１１８ 的中 �� ５４２９（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３１５０ 的中 �� ５２３２（７番人気）�� １９６４（２４番人気）�� １５７１（３０番人気）
３連複票数 計 ５９６６３１ 的中 ��� ２６５６（５２番人気）
３連単票数 計 ９６３１２９ 的中 ��� ９３８（２０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．１―３６．２―４９．０―１：０１．４―１：１３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３５．６
３ ２，６（１，１２）４（３，１１）（１０，１４）（７，１７）（５，１５）１３，８，９－１８＝１６ ４ ２，６（１，４，１２）１１，３（１０，１４）（７，１７，１５）（５，１３）８，９－１８＝１６

勝馬の
紹 介

ハタノファベルジェ �
�
父 Lemon Drop Kid �

�
母父 Danzig 初出走

２００８．３．１９生 牝２鹿 母 ク ラ ス タ ー 母母 Knot １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ハタノファベルジェ号の調教師畠山吉宏は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペコリーノ号は，平成２２年９月２２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ダンサーラヴ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２２０４２ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４日 第６競走 ��
��１，８００�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

１：４６．６
１：４６．６

良

良

３４ ランパスインベガス 牡２鹿 ５４ 大庭 和弥西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：５０．６ １４．７�

６１０ ディープサウンド 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７４ ―１：５０．７� １．９�
８１５ キングフィッシャー 牡２鹿 ５４ 左海 誠二関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４５２ ―１：５０．９１� １０．８�

（船橋）

５９ コスモソーンパーク 牡２青鹿５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４６６ ―１：５１．５３� ６．９�
８１４ トキノエクセレント 牡２黒鹿５４ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 浦河 三嶋牧場 ４３０ ―１：５１．７１� ８５．６�
４６ エースチョウサン 牡２鹿 ５４ 村田 一誠長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４３６ ―１：５２．０１� ２２４．７�
２３ リベラルアーツ 牡２黒鹿５４ 田辺 裕信	ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６ ―１：５２．２１� ８４．８

３５ シルクグラサージュ 牡２青鹿５４ 北村 宏司有限会社シルク高木 登 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０ ―１：５２．３� １４．６�
２２ マイネルフューラー 牡２黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４３０ ―１：５２．６１� １１０．３�

６１１ ビッグギャンブラー 牡２栗 ５４ 武士沢友治坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上牧場 ５０４ ― 〃 クビ ２０８．１
４７ エンドレスノヴェル 牝２栗 ５４ 柴田 善臣	ノースヒルズ 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０ ― 〃 アタマ ９１．７�
７１３ マイネルディビーノ 牡２鹿 ５４ 津村 明秀 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 ４５４ ―１：５２．９１� ５２．９�
７１２ トウショウレイザー 牡２鹿 ５４ 吉田 豊トウショウ産業	 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６ ―１：５３．３２� ６．５�
５８ トウショウクラウン 牡２栗 ５４ 田中 博康トウショウ産業	 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１６ ―１：５４．０４ １９．９�
１１ バルチクリッジ 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：５４．４２� １５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，４５９，９００円 複勝： ３４，２２７，５００円 枠連： １７，６１８，８００円

普通馬連： ５８，７３９，８００円 馬単： ４５，６９５，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４２８，８００円

３連複： ６４，７０７，０００円 ３連単： １１４，３６３，０００円 計： ３８３，２４０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ３２０円 � １２０円 � ２１０円 枠 連（３－６） ５７０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ３，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� １，４１０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ３，６００円 ３ 連 単 ��� ２７，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２６４５９９ 的中 � １４２５５（６番人気）
複勝票数 計 ３４２２７５ 的中 � １９５６３（６番人気）� １２０４５２（１番人気）� ３４９２７（４番人気）
枠連票数 計 １７６１８８ 的中 （３－６） ２３０４３（１番人気）
普通馬連票数 計 ５８７３９８ 的中 �� ３２４６５（５番人気）
馬単票数 計 ４５６９５４ 的中 �� ８７９８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４２８８ 的中 �� ９５４３（４番人気）�� ３４６２（１８番人気）�� １３２９８（３番人気）
３連複票数 計 ６４７０７０ 的中 ��� １３２８７（１２番人気）
３連単票数 計１１４３６３０ 的中 ��� ３０９３（７６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１２．５―１３．１―１３．５―１３．０―１１．５―１０．７―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３７．３―５０．４―１：０３．９―１：１６．９―１：２８．４―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３３．７
３ １５－（５，１２）（２，１４）（４，９）３（６，１０）７，１３，１１－８－１ ４ １５－（５，１２）（２，１４）（３，４，９）（７，６，１０）１３，１１，８－１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ランパスインベガス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 トワイニング 初出走

２００８．２．３生 牡２鹿 母 ランペルティーザ 母母 ヤングダリア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※ランパスインベガス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２２０４３ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時２５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

２：００．２
１：５６．４

良

良

７１３ イースタリーガスト 牡３黒鹿５６ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４９０－ ２２：０２．１ ７．４�

２４ マイネルダウザー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 ５１２＋ ２ 〃 クビ ４．９�

１２ ゴルトブリッツ 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５０８± ０２：０２．２� １．７�
３５ グ ラ ド ゥ ス 牡３鹿 ５６ 田中 博康伊達 敏明氏 清水 利章 日高 サンシャイン

牧場 ４２０＋ ４２：０２．４１� １３．９�
６１２ セイカペガサス 牡３黒鹿５６ 津村 明秀久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６０＋ ６２：０２．７１� ２０５．０�
７１４ フォーリアル 牝３鹿 ５４

５２ △伊藤 工真�三好牧場 天間 昭一 浦河 三好牧場 ４２０＋ ８ 〃 クビ ６０．９	
３６ コスモローダンセ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４３４＋ ８２：０２．８� ２１．８

４７ マックスプラスパー 牝３青鹿５４ 大庭 和弥中脇 満氏 天間 昭一 新冠 川島牧場 B４４０＋１２２：０３．５４ ９９．２�
８１６ レオアビリティ 牡３青鹿５６ 江田 照男田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 市川フアーム ４６４－ ６ 〃 クビ ２８．９�
５１０ イパルファン 牝３鹿 ５４ 柄崎 将寿井口 莞爾氏 和田正一郎 むかわ 上水牧場 ４１０＋ ８２：０３．６� ６１０．５
７１５ ソニックスパーク 牡３鹿 ５６ 左海 誠二関 駿也氏 武市 康男 宮城 関兵牧場 ４９０＋１０２：０３．７クビ １８７．０�

（船橋）

２３ スカイワンダー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信齊藤四方司氏 浅野洋一郎 新冠 北星村田牧場 ４３８＋ ２２：０４．２３ ２１６．７�
６１１ マンカイノサクラ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲平野 優江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 ４６４± ０２：０４．３クビ ５０７．２�
８１８ モンテムーン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 武市 康男 日高 下河辺牧場 ５１４－１２ 〃 クビ １３．８�
８１７ クールペガサス �３鹿 ５６ 西田雄一郎川上 哲司氏 坂本 勝美 新ひだか 沖田 博志 B４４４＋ ４２：０４．４クビ ５９．２�
５９ オペラソング 牝３栗 ５４ 木幡 初広嶋田 賢氏 本郷 一彦 新ひだか 岡田牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ３７１．５�
１１ クレバーシチー 牡３鹿 ５６ 小野 次郎 �友駿ホースクラブ 萱野 浩二 日高 富川田中牧場 ５０４＋ ２２：０５．７８ １６５．４�
４８ マイネルシェモード 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 法理牧場 ４７６＋ ２ （競走中止） ５７．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，３０４，１００円 複勝： ２９，９４７，８００円 枠連： １９，３２３，４００円

普通馬連： ５９，８０１，９００円 馬単： ４７，６５１，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４１９，１００円

３連複： ７０，５８２，６００円 ３連単： １３７，２６７，６００円 計： ４０７，２９８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（２－７） １，１９０円

普通馬連 �� １，４５０円 馬 単 �� ３，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２７０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ６９０円 ３ 連 単 ��� ６，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２１３０４１ 的中 � ２２６８６（３番人気）
複勝票数 計 ２９９４７８ 的中 � ３３６７１（３番人気）� ５１０７４（２番人気）� １２４０５２（１番人気）
枠連票数 計 １９３２３４ 的中 （２－７） １２０６１（５番人気）
普通馬連票数 計 ５９８０１９ 的中 �� ３０５１９（５番人気）
馬単票数 計 ４７６５１８ 的中 �� １１６７５（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４１９１ 的中 �� １１１３９（４番人気）�� １８７２６（２番人気）�� ３７６３０（１番人気）
３連複票数 計 ７０５８２６ 的中 ��� ７６００４（１番人気）
３連単票数 計１３７２６７６ 的中 ��� １４６１９（１４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．０―１２．６―１２．５―１２．８―１２．４―１２．２―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．５―３５．５―４８．１―１：００．６―１：１３．４―１：２５．８―１：３８．０―１：５０．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

イースタリーガスト �
�
父 トウカイテイオー �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．８．２ 新潟８着

２００７．３．３生 牡３黒鹿 母 ブリージーキス 母母 Savannah Song １１戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔競走中止〕 マイネルシェモード号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 クリノオペラオー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２２０４４ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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
１：０８．７

重

重

７１３ アンシャンレジーム 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム ５２６－ ２１：１１．５ ５．８�

５９ スマートキャスター 牡５青 ５７ 内田 博幸大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４８２－１０１：１１．６� ７．４�
１１ ケージーカンザクラ 牝４鹿 ５５ 江田 照男川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４６２＋１４１：１２．１３ １４８．９�
７１２ ナカヤママニッシュ 牝３鹿 ５２

４９ ▲平野 優和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９８＋ ４１：１２．２クビ ６．９�
４６ シャイニークエスト 牡４栗 ５７ 後藤 浩輝小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４７０－ ２ 〃 アタマ ３．５�
３５ ジャージデスマイル 牝４鹿 ５５ 武士沢友治齊藤四方司氏 小桧山 悟 日高 下河辺牧場 ４３４＋ ２１：１２．６２� １３１．３�
８１４ キクノフェーデ 牡３鹿 ５４ 左海 誠二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５１２－ ２１：１２．７クビ ４．５	

（船橋）

３４ ファーストメジャー 牡４黒鹿５７ 小野 次郎本間 茂氏 柴田 政人 平取 黒川 賢司 ４６２＋ ２１：１２．８� ２５３．６

５８ ダークシャナオー 牡４鹿 ５７ 北村 宏司浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 片田 保 B４８４± ０１：１３．０１� １９．５�
２２ マイネルフリーデン 牡５栗 ５７

５５ △伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 ４９６± ０１：１３．１� ３１．３

６１１ フェイクスター �４栗 ５７ 大庭 和弥山上 和良氏 菊川 正達 静内 金 宏二 ４７８＋１０１：１３．２� １１．８�
６１０ ノボパガーレ 牡４栗 ５７ 田辺 裕信�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４８２－１８１：１３．９４ ２５．８�
４７ ミラクルフルーツ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊吉田 照哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム B４９６＋ ２１：１４．０� １７８．７�
２３ サンマルプリンセス 牝３鹿 ５２ 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４３４－ ４１：１４．２１� １６．３�
８１５	 オウシュウニシキ 牡３鹿 ５４ 木幡 初広西村 專次氏 田島 俊明 新ひだか 株式会社平井牧場 ５２６＋２６１：１４．８３� ４６８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，８７６，２００円 複勝： ３９，５８８，５００円 枠連： ２３，８４３，９００円

普通馬連： ９３，６１２，６００円 馬単： ５７，４２２，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３３７，８００円

３連複： ９５，８１１，１００円 ３連単： １７１，６３８，９００円 計： ５３４，１３１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２３０円 � ２３０円 � ２，１９０円 枠 連（５－７） ８２０円

普通馬連 �� １，８３０円 馬 単 �� ３，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５９０円 �� ６，４９０円 �� ６，９８０円

３ 連 複 ��� ５２，１９０円 ３ 連 単 ��� ２２９，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２３８７６２ 的中 � ３２５６８（３番人気）
複勝票数 計 ３９５８８５ 的中 � ５２４２１（４番人気）� ５２５８８（３番人気）� ３６５４（１２番人気）
枠連票数 計 ２３８４３９ 的中 （５－７） ２１４７５（３番人気）
普通馬連票数 計 ９３６１２６ 的中 �� ３７９２９（８番人気）
馬単票数 計 ５７４２２８ 的中 �� １１９５５（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８３３７８ 的中 �� １２８７３（５番人気）�� １０３１（５１番人気）�� ９５７（５４番人気）
３連複票数 計 ９５８１１１ 的中 ��� １３５５（１２０番人気）
３連単票数 計１７１６３８９ 的中 ��� ５５３（５６５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．５―１２．６―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３４．１―４６．７―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンシャンレジーム �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 Alydar デビュー ２００９．１．１８ 中山５着

２００６．４．２生 牡４鹿 母 タックスヘイブン 母母 タックスペイヤーズフォリー １４戦３勝 賞金 ２７，７００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２２０４５ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４日 第９競走 ��
��１，４００�

し ば た じ ょ う

新 発 田 城 特 別
発走１４時３５分 （芝・左）

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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

７１５ オルトリンデ 牝４栗 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：２１．２ ４．９�

８１８ コウヨウサンデー 牡４鹿 ５７ 内田 博幸寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４６６－ ２１：２１．３� ２．３�
５１０ ドリームバスケット 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム B４５２－ ２ 〃 ハナ １２．６�
２３ コスモドロス 牡４鹿 ５７ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４７０＋ ４１：２１．４クビ ７．９�
３５ クインズプレイヤー 牝６黒鹿５５ 田辺 裕信嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４５２＋ ６１：２１．５� ４２．６�
６１１ フィールザファン 牝３黒鹿５２ 吉田 豊櫻井 正氏 和田 正道 むかわ 平岡牧場 ４４０＋ ２ 〃 クビ ２０．４	
４７ トーセンパーシモン 牡３鹿 ５４ 村田 一誠島川 
哉氏 中川 公成 新ひだか 沖田 哲夫 ５１０＋ ４ 〃 ハナ １１６．２�
８１６ オチャノコサイサイ 牝３黒鹿５２ 江田 照男 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 平取 稲原 肇 ４４２－ ２１：２１．６クビ １３．６�
４８ アイディンパワー 牡４鹿 ５７ 小野 次郎米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８０－ ８ 〃 クビ １３．０
７１４ マ シ ラ 牝３鹿 ５２ 伊藤 工真山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ４１：２１．７� ３２．３�
６１２ メイショウデューイ 牡４鹿 ５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４９２＋ ６１：２１．８クビ １４７．３�
２４ ユウキサンオーラ 牝３鹿 ５２ 郷原 洋司ちきり組合 郷原 洋行 新ひだか クドウファーム ４１０－１０ 〃 クビ ２７．９�
５９ シャドウエレメント 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ４９２＋ ８１：２１．９クビ ２２．０�
７１３ パブリックアフェア 牝３栗 ５２ 木幡 初広 �サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４３２－ ６ 〃 クビ １７２．８�
３６ コンプトゥス 牡５芦 ５７ 田中 博康吉田 勝己氏 清水 久詞 早来 ノーザンファーム ５２８± ０１：２２．２１� １６７．９�
８１７ クリアソウル 牝４栗 ５５ 蛯名 正義有限会社シルク斎藤 誠 静内 千代田牧場 B４５２＋１４１：２２．３クビ ３５．４�
１１ 	 ポップコーン 牡３鹿 ５４ 左海 誠二吉田 照哉氏 岡林 光浩 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２ 〃 クビ ６１．２�

（船橋） （船橋）

１２ ホッカイレシフェ 牝３鹿 ５２ 嘉藤 貴行�北海牧場 田中 清隆 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６０＋１０１：２２．９３� １１８．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，８１２，７００円 複勝： ４８，１９２，９００円 枠連： ３３，６９６，６００円

普通馬連： １２３，２３１，９００円 馬単： ７２，７７１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，８８１，１００円

３連複： １３８，８８９，４００円 ３連単： ２４９，０３４，５００円 計： ７３５，５１０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（７－８） ４５０円

普通馬連 �� ７１０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １，２６０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ２，９３０円 ３ 連 単 ��� １３，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２９８１２７ 的中 � ４８５２１（２番人気）
複勝票数 計 ４８１９２９ 的中 � ７１２７４（２番人気）� １３４７５９（１番人気）� ２８６０１（６番人気）
枠連票数 計 ３３６９６６ 的中 （７－８） ５６１３３（１番人気）
普通馬連票数 計１２３２３１９ 的中 �� １２９４４４（１番人気）
馬単票数 計 ７２７７１１ 的中 �� ３３０５８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９８８１１ 的中 �� ４２７５５（１番人気）�� ６９４９（１２番人気）�� １５０１３（４番人気）
３連複票数 計１３８８８９４ 的中 ��� ３５０５７（４番人気）
３連単票数 計２４９０３４５ 的中 ��� １３３７７（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３３．７―４５．３―５７．１―１：０９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オルトリンデ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００９．３．１ 中山２着

２００６．２．１生 牝４栗 母 オスティエンセ 母母 オステアアンティカ １０戦３勝 賞金 ３０，２３４，０００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。
（非抽選馬） ２頭 エリモシード号・エンダーズシャドウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２２０４６ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．８．２２以降２２．８．１５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 ２０３，０００円 ５８，０００円 ２９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．１

良

良

７７ ヤマニンエルブ 牡３栗 ５３ 蛯名 正義土井 肇氏 村山 明 新冠 錦岡牧場 ４６０＋ ２２：１３．０ ６．７�

１１ スイートブレナム 牝５鹿 ５２ 伊藤 工真シンボリ牧場 後藤 由之 静内 シンボリ牧場 ４８０＋ ６２：１４．１７ ２２．５�
６６ � エターナルクラウン 牡６鹿 ５５ 内田 博幸 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ５１８－ ２２：１４．６３ ５．７�
５５ ステージプレゼンス 牡３芦 ５４ 後藤 浩輝臼田 浩義氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６４－ ４２：１４．７� １．５�
８８ ファーストグロース 牡３鹿 ５３ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８０＋１０２：１４．９１ ８．３�
２２ アマミスウィフト 牡６鹿 ５２ 津村 明秀鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４４６＋ ２２：１５．０� １１０．７�
３３ � コーリンヴァリウス 牡８鹿 ５４ 江田 照男伊藤 恵子氏 平井 雄二 門別 日高大洋牧場 ４８２＋ ８２：１５．１� ３０．２	
４４ ベルグミサイル 牡６芦 ５３ 武士沢友治山田 五月氏 保田 一隆 静内 グランド牧場 ４８４＋ ６２：１５．７３� ２４．０


（８頭）

売 得 金

単勝： ２９，５３４，６００円 複勝： ６２，２４１，４００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ８２，６７６，３００円 馬単： ６６，９３３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，６９１，７００円

３連複： ７９，４１０，４００円 ３連単： ２８２，４２４，３００円 計： ６２６，９１２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ４１０円 � ８８０円 � ３００円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ５，０１０円 馬 単 �� ９，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� ５８０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� ９，６５０円 ３ 連 単 ��� ６７，９６０円

票 数

単勝票数 計 ２９５３４６ 的中 � ３４８７５（３番人気）
複勝票数 計 ６２２４１４ 的中 � ４０４５６（４番人気）� １６７４９（６番人気）� ６０６９４（２番人気）
普通馬連票数 計 ８２６７６３ 的中 �� １２２００（１２番人気）
馬単票数 計 ６６９３３３ 的中 �� ５０２７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３６９１７ 的中 �� ６９０９（１０番人気）�� １０４８７（７番人気）�� ４２２２（１６番人気）
３連複票数 計 ７９４１０４ 的中 ��� ６０７４（２４番人気）
３連単票数 計２８２４２４３ 的中 ��� ３０６７（１３２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．５―１２．３―１２．７―１２．２―１２．５―１３．２―１２．４―１１．０―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．７―２３．８―３５．３―４７．６―１：００．３―１：１２．５―１：２５．０―１：３８．２―１：５０．６―２：０１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３４．８
１
３
７－１＝８（２，４）－３，６，５
７－１＝８，４（２，６）（３，５）

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンエルブ �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００９．１１．２８ 京都１０着

２００７．３．４生 牡３栗 母 ヤマニンソリテール 母母 マ ダ ニ ナ ９戦３勝 賞金 ３３，３１８，０００円



２２０４７ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第２回レパードステークス

発走１５時４５分 （ダート・左）

３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
新潟馬主協会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）

賞 品
本 賞 ４５，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，５００，０００円
付 加 賞 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１１ ミラクルレジェンド 牝３栗 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４２８＋ ２１：５１．８ ３．３�

３３ グリッターウイング 牡３栗 ５６ 津村 明秀吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２０－ ８ 〃 ハナ １３．９�
５６ ソリタリーキング 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：５２．１１� ２．９�
６８ ロンギングスター 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝坂本 浩一氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４６８＋ ４１：５２．７３� ８．０�
６９ プレファシオ 牡３芦 ５６ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８８－ ４１：５２．９１� １４．８�
８１３ ブレイクチャンス 牡３鹿 ５６ 江田 照男齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２１：５３．１１� ３１．３�
２２ ミッキーバラード 牡３鹿 ５６ 吉田 豊野田みづき氏 池江 泰郎 新ひだか 下屋敷牧場 ５２０＋ ４１：５３．２� ８．５	
５７ 	 モエレエンデバー 牡３黒鹿５６ 田中 博康中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４７４－ ８１：５３．５２ ６８．９

１１ 	 ビ ッ グ バ ン 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ５１０± ０１：５３．６クビ １１．２�
４４ カントリースノー 牡３黒鹿５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５２０＋ ２１：５３．９１� １８８．８�
７１０ プレシャスジェムズ 牝３黒鹿５４ 左海 誠二 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７０－ ４１：５４．２２ １８．７�
（船橋）

４５ フローライゼ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋ ２１：５５．７９ ４５．９�
８１２ ピカンチラヴ 牝３栗 ５４ 伊藤 工真小林けい子氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１６± ０２：０２．１大差 ８０．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９１，０８１，６００円 複勝： １２２，５２４，２００円 枠連： ７５，３００，０００円

普通馬連： ４１４，１９８，５００円 馬単： ２３８，１２７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０８，９７２，８００円

３連複： ４７４，７５７，９００円 ３連単： ９９２，２６０，２００円 計： ２，５１７，２２２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � １３０円 枠 連（３－７） １，６５０円

普通馬連 �� １，７２０円 馬 単 �� ２，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ２３０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� ９，４７０円

票 数

単勝票数 計 ９１０８１６ 的中 � ２１９５１４（２番人気）
複勝票数 計１２２５２４２ 的中 � ２８１９００（２番人気）� ９８１０６（５番人気）� ２８５２０３（１番人気）
枠連票数 計 ７５３０００ 的中 （３－７） ３３８２９（８番人気）
普通馬連票数 計４１４１９８５ 的中 �� １７８４６５（７番人気）
馬単票数 計２３８１２７７ 的中 �� ６９４８５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０８９７２８ 的中 �� ４７６３１（４番人気）�� １３８６２４（１番人気）�� ４５０２０（６番人気）
３連複票数 計４７４７５７９ 的中 ��� ２０８６８２（３番人気）
３連単票数 計９９２２６０２ 的中 ��� ７７４００（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．２―３５．４―４８．２―１：００．５―１：１３．３―１：２６．５―１：３８．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミラクルレジェンド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Awesome Again デビュー ２００９．８．２２ 札幌６着

２００７．２．１７生 牝３栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend ７戦４勝 賞金 ７３，１３３，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔その他〕 ピカンチラヴ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２２０４８ ８月２２日 晴 良 （２２新潟３）第４日 第１２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時３０分 （芝・直線）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

５３．７
５３．７

良

良

８１７ ダイメイザクラ 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 ４４２＋ ２ ５４．８ ５．０�

８１８ レッドハイヒール 牝４鹿 ５５ 吉田 豊村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット B４９０＋ ４ 〃 クビ ３．３�
１１ スイートライラ 牝４栗 ５５ 北村 宏司シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４６６± ０ ５５．１１� ６．６�
２３ ジョウノオアシス 牝６鹿 ５５

５２ ▲平野 優小川 義勝氏 武藤 善則 門別 三城牧場 ４６８－ ４ ５５．４１� １９．１�
１２ グラスピュア 牝３黒鹿５２ 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４９８＋ ２ 〃 クビ １５．３�
２４ テイクザスカイ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信加藤 徹氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４９０＋ ８ ５５．５� ５８．０�
５１０ マンダリンレイ 牝３鹿 ５２

４９ ▲小野寺祐太郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４１８－ ２ 〃 ハナ ７１．１	
７１３ ル ミ ナ リ エ 牝５青鹿 ５５

５３ △伊藤 工真 �キャロットファーム 古賀 史生 早来 ノーザンファーム B４８０－ ２ ５５．６� ８．３

７１４ カルテブランシェ 牝３鹿 ５２ 津村 明秀大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 B４４６＋ ２ ５５．７クビ ２０．８�
３６ ファンタジックキー 牝５栗 ５５ 大庭 和弥�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４９２－ ４ 〃 クビ １３４．４�
４７ ケイツーノース 牝３栗 ５２ 柴田 善臣楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ４９０＋ ２ ５５．８クビ １１．７
５９ ブライティアピア 牝４鹿 ５５ 田中 博康小林 昌志氏 鈴木 康弘 平取 コアレススタッド ４６４± ０ ５５．９� ２９３．２�
４８ アームズトウショウ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ８．２�
３５ マドモアゼルノン 牝３黒鹿５２ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４４６＋ ８ ５６．１１� ２２９．４�
７１５ ラヴリーテンダー 牝４栗 ５５ 西田雄一郎熊坂富寿雄氏 坂本 勝美 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４５２＋ ６ ５６．３１ ５１．４�
６１１� ネオカーニバル 牝４青鹿５５ 二本柳 壮�大島牧場 加藤 和宏 門別 戸川牧場 ４４４＋ ８ ５６．４� ９５．９�
６１２ マスターバリスタ 牝３栗 ５２ 後藤 浩輝白井 岳氏 池上 昌弘 日高 白井牧場 ４１０－ ４ ５６．８２� ６０．４�
８１６ グッディグッディ 牝３鹿 ５２ 内田 博幸飯田 正剛氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 ４２２± ０ ５７．１１� ５４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４１，４４８，４００円 複勝： ５７，３５０，７００円 枠連： ５３，５９７，９００円

普通馬連： １５３，１０６，２００円 馬単： ９４，４３４，８００円 ワイド【拡大馬連】： ５１，０４６，４００円

３連複： ２０４，３６８，７００円 ３連単： ３７４，２２２，８００円 計： １，０２９，５７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １７０円 枠 連（８－８） ７２０円

普通馬連 �� ８８０円 馬 単 �� １，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ５７０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，６１０円 ３ 連 単 ��� ８，４３０円

票 数

単勝票数 計 ４１４４８４ 的中 � ６５４８６（２番人気）
複勝票数 計 ５７３５０７ 的中 � ７８７９７（３番人気）� １３２７１１（１番人気）� ８６４４３（２番人気）
枠連票数 計 ５３５９７９ 的中 （８－８） ５５０１７（３番人気）
普通馬連票数 計１５３１０６２ 的中 �� １２８６１９（１番人気）
馬単票数 計 ９４４３４８ 的中 �� ３７９１２（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５１０４６４ 的中 �� ３２８５２（２番人気）�� ２０８２２（４番人気）�� ３７１０８（１番人気）
３連複票数 計２０４３６８７ 的中 ��� ９３７３３（１番人気）
３連単票数 計３７４２２２８ 的中 ��� ３２７７２（３番人気）

ハロンタイム １１．８―９．９―１０．６―１０．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．８―２１．７―３２．３―４２．９

上り４F４３．０－３F３３．１
勝馬の
紹 介

ダイメイザクラ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１０．２．２８ 中山４着

２００７．４．２４生 牝３鹿 母 プリモピアット 母母 マターオブプライド ８戦２勝 賞金 １６，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 グローリールピナス号・サマーコード号・モエレスターレット号



（２２新潟３）第４日 ８月２２日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８５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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２４１，４９０，０００円
８，３２０，０００円
２，１９０，０００円
１，５８０，０００円
２４，２１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，６５０，５００円
５，７０５，８００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
３３８，３８７，３００円
５２０，１８０，２００円
３１１，０４９，６００円
１，２３５，８７０，０００円
８０２，３５６，９００円
３８８，３８６，５００円
１，４４４，９８９，５００円
２，８１４，９１４，６００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 ７，８５６，１３４，６００円

総入場人員 １６，２６０名 （有料入場人員 １２，８０９名）




