
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

２１０１３ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）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

１：１１．３
１：１０．２

良

不良

８１３ コウヨウゼウス 牡２芦 ５４ 柴田 善臣寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４６８＋ ６１：１３．６ １．３�

４６ ヒヅグータス 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４４８± ０１：１３．８１� ９．６�
８１４ ソルナシエンテ 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次山本 武司氏 高市 圭二 浦河 笹島 政信 ４４４－１０１：１４．０１� ２５４．２�
５８ ミステリアスパワー 牡２鹿 ５４ 中舘 英二�大山商事 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 ５２０－ ２ 〃 クビ ５．６�
３４ コスモレイラ 牝２青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４３２－１４１：１４．９５ １４．１�
７１１ スピードパンジー 牝２鹿 ５４ 伊藤 工真 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 堤 牧場 ４１４－ ２１：１５．０� １５３．６	
５７ フィーユブルー 牡２鹿 ５４ 松岡 正海青芝商事� 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４５４± ０１：１５．１クビ ３２．２

６１０ ババビーナス 牝２栗 ５４ 大野 拓弥堀江 貞幸氏 高木 登 新ひだか 松田牧場 ４１６± ０１：１５．３１� ３２．９�
４５ トレッビアーノ 牝２鹿 ５４

５１ ▲平野 優吉田 和美氏 大和田 成 安平 ノーザンファーム ４１６－ ６１：１５．７２� １１７．５�
７１２ エーシンルンバ 牝２鹿 ５４ 吉田 豊�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４４８－ ２１：１７．０８ １３９．８
３３ オーキュペテー 牝２栗 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４１４－１８ 〃 アタマ ３６３．２�
１１ マ シ ェ リ 牝２栗 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４１４－１０１：１７．２１� ３４５．６�
６９ カ シ ノ ム ク 牝２芦 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 竹原 孝昭 ４５６± ０１：１９．２大差 ４９１．０�

（１３頭）
２２ シ ェ リ フ 牡２黒鹿５４ 田辺 裕信星野 壽市氏 保田 一隆 新ひだか 藤吉牧場 ４４４－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： １９，９９８，８００円 複勝： ５６，３９３，７００円 枠連： １１，１６３，８００円

馬連： ３８，９８７，０００円 馬単： ３９，３９２，０００円 ワイド： １５，９７６，９００円

３連複： ４７，４２３，２００円 ３連単： １１６，７８７，６００円 計： ３４６，１２３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２，０７０円 枠 連（４－８） ５００円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ５１０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� １，７５０円 �� ７，３００円

３ 連 複 ��� １１，４００円 ３ 連 単 ��� ２２，２３０円

票 数

単勝票数 差引計 １９９９８８（返還計 ５３４） 的中 � １２８８２２（１番人気）
複勝票数 差引計 ５６３９３７（返還計 ８３６） 的中 � ４１５７６９（１番人気）� ３８４７０（３番人気）� １８０７（９番人気）
枠連票数 差引計 １１１６３８（返還計 １２８０） 的中 （４－８） １６４８２（２番人気）
馬連票数 差引計 ３８９８７０（返還計 ３２２５） 的中 �� ６８０８７（２番人気）
馬単票数 差引計 ３９３９２０（返還計 ２５１２） 的中 �� ５７８２２（２番人気）
ワイド票数 差引計 １５９７６９（返還計 １８３４） 的中 �� ２３１０９（２番人気）�� １９８０（１７番人気）�� ４５７（３４番人気）
３連複票数 差引計 ４７４２３２（返還計 ８７１７） 的中 ��� ３０７１（２６番人気）
３連単票数 差引計１１６７８７６（返還計 １６５１４） 的中 ��� ３８７８（５４番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．７―１２．４―１２．８―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．７―３６．１―４８．９―１：０１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コウヨウゼウス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 シエイデイハイツ デビュー ２０１１．７．２ 中山２着

２００９．５．１４生 牡２芦 母 カナハラオラクル 母母 ミナガワローマン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走除外〕 シェリフ号は，装鞍所で疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノムク号は，平成２３年８月１７日まで平地競走に出走できない。

２１０１４ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）第２日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

１２ ミエノゴーゴー 牡３黒鹿５６ 福永 祐一里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：２１．７ １．９�

３６ デルマガネーシャ 牡３青鹿５６ 吉田 豊浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４４６－ ２１：２２．０２ １７．９�
５１０ ヒカルナガレボシ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４８２＋ ８１：２２．２１� ４．１�
６１１ コスモアパッチ 牡３芦 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 新冠 高橋 忍 ４３６± ０１：２２．３クビ １５．５�
４７ ノアパステル 牝３鹿 ５４ 田中 勝春佐山 公男氏 高木 登 浦河 秋場牧場 ４４６－ ２１：２２．５１� ９．４�
８１５ カ ガ タ イ キ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥香川 憲次氏 谷 潔 日高 白井牧場 ４６０＋ ２ 〃 アタマ １０．８�
８１７ トウショウジャック 牡３栗 ５６ 江田 照男トウショウ産業	 中島 敏文 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６０＋ ４ 〃 アタマ １９．５

２４ ソレイユレディー 牝３黒鹿５４ 伊藤 工真難波 澄子氏 田島 俊明 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２０－１０１：２２．７１� ２４３．３�
６１２ タガノグレイグース 牝３鹿 ５４ 松岡 正海八木 良司氏 鈴木 孝志 浦河 カナイシスタッド ４２８－ ６１：２３．１２� １５．５�
１１ ラブヘリテージ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 ４６８－ ４１：２３．３１� １０２．０
７１４ ヒルノヴィッラ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治蛭川 正文氏 牧 光二 新冠 �原 光子 ４７８＋ ４１：２３．６１� ６０５．７�
５９ クールキャッツ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 久井牧場 ４２６＋１０１：２３．８１ ４４５．０�
４８ カイシュウウルフ �３芦 ５６ 小林 淳一飯村 孝男氏 佐藤 吉勝 浦河 金成吉田牧場 ４４０－１０１：２４．０１� ３１３．９�
８１６ ロシュローブ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲高嶋 活士 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム B４３６－ ８１：２４．１� ２３５．８�
３５ ベニノダイヤ 牡３芦 ５６ 村田 一誠	紅谷 粕谷 昌央 平取 スガタ牧場 B４５０－ ４ 〃 クビ ３２１．５�
２３ コーリンヴァレロ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 B５０６－ ４１：２４．３１� ２５３．４�

（１６頭）
７１３ シングンミラクル 牡３黒鹿５６ 幸 英明伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １８，５２１，８００円 複勝： ４０，１９８，１００円 枠連： １３，５７１，５００円

馬連： ４８，７１１，２００円 馬単： ３６，９８９，３００円 ワイド： ２２，１７８，４００円

３連複： ５８，４１９，０００円 ３連単： １１０，１１４，６００円 計： ３４８，７０３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ３００円 � １５０円 枠 連（１－３） １，３８０円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ２００円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� ７，０４０円

票 数

単勝票数 計 １８５２１８ 的中 � ８０８９８（１番人気）
複勝票数 計 ４０１９８１ 的中 � ２００１５７（１番人気）� １７６４８（６番人気）� ５５５４５（２番人気）
枠連票数 計 １３５７１５ 的中 （１－３） ７２９７（８番人気）
馬連票数 計 ４８７１１２ 的中 �� ２８７８３（６番人気）
馬単票数 計 ３６９８９３ 的中 �� １６８６５（７番人気）
ワイド票数 計 ２２１７８４ 的中 �� １２０４０（５番人気）�� ３４１８７（１番人気）�� ７６３４（９番人気）
３連複票数 計 ５８４１９０ 的中 ��� ２６３８５（４番人気）
３連単票数 計１１０１１４６ 的中 ��� １１５５１（１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．３―３４．７―４６．２―５８．０―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミエノゴーゴー �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．８．７ 新潟２着

２００８．２．２７生 牡３黒鹿 母 クイーンアイリス 母母 セニョラージェ ５戦１勝 賞金 １２，１００，０００円
〔出走取消〕 シングンミラクル号は，疾病〔四肢挫創〕のため出走取消。
※出走取消馬 ニットウカスミ号（疾病〔左肩跛行〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 キングメーカー号・リックラヴ号

第３回　新潟競馬　第２日



２１０１５ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

７１２ ラブミーダン 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 B４６６＋１０１：１２．１ ７．５�

８１５ ヘラルドリー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５８－１４１：１２．２� ８．６�
２２ ティルトウイング 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム B４２４－ ６１：１２．６２� ３０．０�
５９ エムオーテースト 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優大浅 貢氏 久保田貴士 日高 門別牧場 ４９０＋１２ 〃 クビ ７２．４�
１１ � タツフラッシュ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock ４８４＋ ６１：１２．７クビ ２．８�
７１３ プリティーマッハ 牡３芦 ５６

５３ ▲小野寺祐太越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４３８－ ６１：１２．９１� ３４．０�
３４ コスモハンサム 牡３栗 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 山田牧場 ４６２± ０１：１３．１１� ９．７	
３５ オ ペ ラ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム ４７２± ０ 〃 ハナ ９．４

４６ セイコーフジ 牡３青 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ２１：１３．５２� ３．６�
６１１ ノッティングガール 牝３鹿 ５４ 柴田 大知加藤 信之氏 清水 英克 日高 有限会社

ケイズ ４８２－ ２１：１３．６クビ １４３．２�
５８ エメラルスピード 牡３栗 ５６ 北村 宏司高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４６４－ ２１：１３．９１	 １７．７
６１０ ジェヌスケラスス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士加藤 徹氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４６２＋ ４１：１４．３２� ５５５．４�
２３ シルクスクエア 牡３栗 ５６ 中舘 英二有限会社シルク小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９２ ―１：１７．４大差 ２１７．５�
８１４ スプリングギガ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一加藤 春夫氏 成島 英春 様似 宮本 一輝 ５０６ ―１：１７．５� ５４０．８�
４７ オーミカンパニー 牡３栗 ５６ 福永 祐一岩� 僖澄氏 保田 一隆 新ひだか 三石ビクトリーファーム ４４２ ―１：１８．４５ １８２．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，８６１，６００円 複勝： ３４，１５８，４００円 枠連： １４，７９１，８００円

馬連： ５４，７５８，０００円 馬単： ３６，１３３，７００円 ワイド： ２１，８８８，０００円

３連複： ６７，２１１，８００円 ３連単： １１０，３８６，４００円 計： ３６０，１８９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２６０円 � ３４０円 � ７９０円 枠 連（７－８） ２，０５０円

馬 連 �� ３，２７０円 馬 単 �� ６，１６０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ２，２５０円 �� ３，７５０円

３ 連 複 ��� ２５，７６０円 ３ 連 単 ��� １１６，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２０８６１６ 的中 � ２２０７７（３番人気）
複勝票数 計 ３４１５８４ 的中 � ３９３９６（３番人気）� ２７５３６（６番人気）� ９９７６（９番人気）
枠連票数 計 １４７９１８ 的中 （７－８） ５３４３（１０番人気）
馬連票数 計 ５４７５８０ 的中 �� １２３８４（１４番人気）
馬単票数 計 ３６１３３７ 的中 �� ４３３５（２５番人気）
ワイド票数 計 ２１８８８０ 的中 �� ４７２８（１５番人気）�� ２３８７（２３番人気）�� １４０９（３４番人気）
３連複票数 計 ６７２１１８ 的中 ��� １９２６（６７番人気）
３連単票数 計１１０３８６４ 的中 ��� ７０２（３０１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．６―１２．１―１２．３―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．６―４６．７―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラブミーダン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．１１．６ 東京５着

２００８．４．７生 牝３黒鹿 母 レイジングロマンス 母母 サマートリート １１戦１勝 賞金 １０，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクスクエア号・スプリングギガ号・オーミカンパニー号は，平成２３年８月１７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 シュヤク号

２１０１６ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）第２日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４４ デルマアプサラス 牝３鹿 ５４ 福永 祐一浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４５８－ ２１：５５．８ ３．５�

１１ エメラルドインディ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信�大樹ファーム 久保田貴士 浦河 杵臼牧場 ４４２－ ２１：５６．０１� ５．６�
８１２ ベネチアブルー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４３４－ ４ 〃 クビ ３４．２�
５７ コスモシャオロン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４６０－ ４１：５６．４２� ２．３�
７１１ ゴールドキリー 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 ４１０－ ６１：５６．７２ ２０２．６�
８１３ メジロテンニョ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太岩� 伸道氏 菅原 泰夫 洞爺湖 メジロ牧場 ４９６± ０１：５６．８クビ ３６．５	
３３ ココアンジュ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ４２２－１０１：５７．０１� ３０．１

２２ マ レ ン カ ヤ 牝３鹿 ５４ 幸 英明加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４４０－ ４１：５７．１� １９．４�
６８ ソ ノ リ テ ィ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �ローレルレーシング 勢司 和浩 日高 タバタファーム ４０８－ ８１：５７．３１� １２０．４�
７１０ ナンヨールージュ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 伊藤 圭三 浦河 富田牧場 B４４２＋ ２１：５７．４クビ ７．３
４５ メイショウキスゲ 牝３黒鹿５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４３０＋２２１：５８．４６ １８２．７�
６９ クリノハルチャンス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 日高大洋牧場 ４０６－ ８ 〃 ハナ １７４．９�
５６ ピンクファンタジー 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 小島 茂之 新ひだか ヒサイファーム ４４４ ― 〃 クビ １８．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，６８８，０００円 複勝： ３０，０８５，８００円 枠連： １１，６２０，０００円

馬連： ４５，７５３，２００円 馬単： ３４，６２５，１００円 ワイド： １８，８９３，２００円

３連複： ５９，５４２，１００円 ３連単： １０７，４２０，５００円 計： ３２５，６２７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １９０円 � ５３０円 枠 連（１－４） ８１０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� １，１１０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ５，０９０円 ３ 連 単 ��� １７，４４０円

票 数

単勝票数 計 １７６８８０ 的中 � ４０４７０（２番人気）
複勝票数 計 ３００８５８ 的中 � ６８３９８（２番人気）� ４４０７７（３番人気）� １０７７１（７番人気）
枠連票数 計 １１６２００ 的中 （１－４） １０５９３（４番人気）
馬連票数 計 ４５７５３２ 的中 �� ４３０２１（３番人気）
馬単票数 計 ３４６２５１ 的中 �� １６４４８（６番人気）
ワイド票数 計 １８８９３２ 的中 �� １５２５６（３番人気）�� ３９８９（１４番人気）�� ３１２２（１７番人気）
３連複票数 計 ５９５４２１ 的中 ��� ８６３７（１９番人気）
３連単票数 計１０７４２０５ 的中 ��� ４５４６（５０番人気）

ハロンタイム １２．６―１２．０―１３．２―１３．５―１３．１―１３．１―１３．２―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．６―３７．８―５１．３―１：０４．４―１：１７．５―１：３０．７―１：４３．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマアプサラス �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１０．１２．２５ 中山７着

２００８．３．１５生 牝３鹿 母 テンシノウタ 母母 クリスタルウインズ ８戦１勝 賞金 ７，５２０，０００円



２１０１７ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）第２日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０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

７１４ ラフレーズカフェ 牝２青鹿５４ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：２３．１ ３．８�

４７ エ ポ キ シ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４２８ ―１：２３．６３ ４．１�
７１３ コスモサリュビア 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム ４３０ ―１：２３．７クビ ３６．０�
６１１ ケイアイエレガント 牝２黒鹿５４ 柴田 善臣 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 ４９４ ― 〃 ハナ ２１．８�
８１５ タイキローズベスト 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 ４１６ ―１：２３．８� ８３．１�
３６ セイランロンドン 牝２栗 ５４ 福永 祐一田中 芳郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ５０２ ― 〃 アタマ ７．４	
２４ ショウナンハッブル 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４２４ ―１：２３．９� ９．６

２３ ベ ル シ エ ロ 牝２栗 ５４ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８６ ―１：２４．０� １３．９�
６１２ オーシュペール 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信 �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 ４４６ ― 〃 クビ ４．５�
５９ エメラルポケット 牝２鹿 ５４ 小林 淳一高橋 勉氏 土田 稔 新ひだか 坂本 春雄 ４３２ ―１：２４．２１� １６５．１
８１６ コスモティアラ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豊浦 飯原牧場 ４３０ ―１：２４．４１� １５．２�
３５ ディヴォーション 牝２青鹿５４ 大野 拓弥グリーンスウォード 高市 圭二 新ひだか 中橋 正 ４６６ ―１：２４．５� ３２．７�
１２ ブ リ ッ サ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 新冠伊藤牧場 ４６８ ―１：２５．３５ １１２．８�
４８ コ ー ル ミ ー 牝２鹿 ５４ 松岡 正海千葉 正人氏 鈴木 伸尋 新冠 松浦牧場 ４７０ ―１：２５．５１� ８６．５�
８１７ ブラックキャット 牝２青 ５４ 中舘 英二 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４３８ ―１：２６．０３ １５２．１�
５１０ ウィッシュガバナー 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥中谷 初子氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 尚大 ４３２ ―１：２６．３２ ４０４．６�
１１ カシマセイセン 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４０６ ―１：２７．７９ ５６２．０�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２３，４６０，１００円 複勝： ３０，９６５，２００円 枠連： １６，３５７，９００円

馬連： ５４，４８５，７００円 馬単： ３７，２４０，５００円 ワイド： ２０，８５３，２００円

３連複： ６５，４４３，５００円 ３連単： １０１，２３５，０００円 計： ３５０，０４１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ７７０円 枠 連（４－７） ７６０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� １，４８０円 �� １，８４０円

３ 連 複 ��� ７，８２０円 ３ 連 単 ��� ２５，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２３４６０１ 的中 � ４９１１８（１番人気）
複勝票数 計 ３０９６５２ 的中 � ６４４４５（１番人気）� ４９０３２（３番人気）� ７４９７（１０番人気）
枠連票数 計 １６３５７９ 的中 （４－７） １５９３２（２番人気）
馬連票数 計 ５４４８５７ 的中 �� ５０１０２（２番人気）
馬単票数 計 ３７２４０５ 的中 �� １７６８５（３番人気）
ワイド票数 計 ２０８５３２ 的中 �� １４８３２（２番人気）�� ３２９４（１９番人気）�� ２６２４（２６番人気）
３連複票数 計 ６５４４３５ 的中 ��� ６１８４（２５番人気）
３連単票数 計１０１２３５０ 的中 ��� ２９７１（６９番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．３―１１．９―１２．２―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．５―３４．８―４６．７―５８．９―１：１０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラフレーズカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Trempolino 初出走

２００９．５．５生 牝２青鹿 母 ロリポップガール 母母 Icy Pop １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２１０１８ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）第２日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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

１１ コスモパルダ 牡２青鹿５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４６６ ―１：３７．７ ３４．３�

５９ ヘイルメアリー 牝２栗 ５４ 村田 一誠小林 秀樹氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 ４４８ ―１：３７．８� １５．４�
３６ ムーンベックカフェ 牡２栗 ５４ 田中 勝春西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６８ ― 〃 クビ ５．８�
２４ カジノロワイヤル 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４３４ ― 〃 ハナ ７．５�
７１３ ナンヨーヤシマ 牡２青鹿５４ 石橋 脩中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５０６ ―１：３７．９� ３２．９�
８１６ ハギノグラシアス 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８ ―１：３８．２１� ７．０�
６１２ レッドガルシア 牡２栗 ５４ 吉田 豊 	東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ５００ ―１：３８．４１� ４．２

３５ ガ レ ノ ス 牡２鹿 ５４ 幸 英明橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 新冠 須崎牧場 ５３８ ― 〃 ハナ ６．３�
２３ ボンジュールエール 牡２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太田中善次郎氏 高木 登 新ひだか 前川 正美 ４５８ ―１：３９．１４ ２５３．２�
７１５ ア エ ロ ー 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４５８ ―１：３９．２� ８７．２
４８ コスモフェリシタル 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 谷山 光雄 ４６４ ―１：３９．４１� １１３．３�
５１０ プーラヴィーダ 牡２栗 ５４ 北村 宏司伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４５０ ―１：３９．５� ７．４�
４７ ヤングフェロー 牡２黒鹿５４ 福永 祐一平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 ５３４ ―１：３９．６クビ ５７．８�
１２ ダ ー ル マ ン 牡２黒鹿５４ 武士沢友治小池 繁徳氏 松永 康利 浦河 ハッピーネ

モファーム ４６６ ―１：３９．７� ３６７．７�
８１８ カワキタバルク 牡２青鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 ４５６ ―１：４０．１２� １７１．９�
７１４ スターマックス 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義池住 安信氏 河野 通文 浦河 高野牧場 ４６０ ―１：４０．３１� １８．０�
６１１ ドラゴンネビュラ 牡２栗 ５４

５１ ▲平野 優窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 浦河 大北牧場 ４７６ ― 〃 ハナ ２１．１�

（１７頭）
８１７ ラ ン ナ ー ズ 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 新ひだか 山本 昇寿 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，６５０，５００円 複勝： ２９，０３９，５００円 枠連： １８，６７２，１００円

馬連： ５３，４３４，５００円 馬単： ３２，７６５，２００円 ワイド： ２０，９８６，８００円

３連複： ６３，２６６，３００円 ３連単： ９１，７７３，１００円 計： ３３１，５８８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４３０円 複 勝 � ８２０円 � ４１０円 � ２５０円 枠 連（１－５） ６，０１０円

馬 連 �� １９，６３０円 馬 単 �� ５７，７２０円

ワ イ ド �� ６，１１０円 �� ３，３８０円 �� １，８８０円

３ 連 複 ��� ５６，６７０円 ３ 連 単 ��� ５２５，０３０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１６５０５（返還計 １３２） 的中 � ４９８６（１１番人気）
複勝票数 差引計 ２９０３９５（返還計 １４８） 的中 � ８２８０（１０番人気）� １８２１２（７番人気）� ３５２９１（２番人気）
枠連票数 計 １８６７２１ 的中 （１－５） ２２９５（２２番人気）
馬連票数 差引計 ５３４３４５（返還計 ９０４） 的中 �� ２００９（５１番人気）
馬単票数 差引計 ３２７６５２（返還計 ６９６） 的中 �� ４１９（１２２番人気）
ワイド票数 差引計 ２０９８６８（返還計 ３３５） 的中 �� ８３５（５９番人気）�� １５２６（４１番人気）�� ２７９５（２５番人気）
３連複票数 差引計 ６３２６６３（返還計 １５４８） 的中 ��� ８２４（１６０番人気）
３連単票数 差引計 ９１７７３１（返還計 ３０３０） 的中 ��� １２９（１１７６番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．４―１２．５―１３．０―１２．８―１１．８―１０．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２４．６―３７．１―５０．１―１：０２．９―１：１４．７―１：２５．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモパルダ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．３．２７生 牡２青鹿 母 オトメノイノリ 母母 テ イ ズ リ ー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 ランナーズ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※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 カリエンニキテス号・サードシアター号



２１０１９ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）第２日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・左・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

３６ ラ ロ メ リ ア 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４３２± ０１：４７．０ ２．０�

６１２ ヒカルウインド 牡３青鹿５６ 蛯名 正義�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 青藍牧場 ４６４－ ４１：４７．４２� ４．９�
５９ スバルオーロラ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠野村 勇氏 菊沢 隆徳 青森 オオタ牧場 B４９８＋ ４１：４７．７２ ２１５．５�
５１０ ブレインウェーブ 牝３青 ５４ 石橋 脩臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７０－ ８１：４７．９１� １６．５�
１１ マヤリッシュ 牝３黒鹿５４ 江田 照男�まの 中島 敏文 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４１６－ ４ 〃 クビ ２７８．５�
２４ オ リ フ ァ ン 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４４６－１０１：４８．０� ５１．５�
１２ ユニバーサルアゲン 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４３６－１８１：４８．３１� ２２８．９	
８１７ ショウナンアピア 牝３青 ５４ 福永 祐一国本 哲秀氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４３６＋ ６ 〃 アタマ １７．４

７１５ マイネルリシェス 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 �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 ４７６＋ ４ 〃 クビ ７．６�

６１１ ヘイセイレジェンド 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介松岡 研司氏 中島 敏文 新ひだか マツケン農場 B４７６－ ８１：４８．４クビ ３５４．９
７１４ オーロラスクリーン 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥�大川牧場 石毛 善彦 厚真 大川牧場 ４５０＋１０ 〃 アタマ ３１．６�
４７ アトミックデザイン 牝３黒鹿５４ 幸 英明 �社台レースホース河野 通文 安平 追分ファーム ４５４－ ４ 〃 ハナ １１．５�
３５ キリマンジャロ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春近藤 英子氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B４９４± ０１：４８．７１� １０．０�
７１３ レッドアーガス 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 河野 通文 浦河 梅田牧場 ５５２ ―１：４８．８クビ ７１．７�
８１８ アトミックハート 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 水野 貴広 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４３８－ ６１：４８．９� ５０３．４�

８１６ メジロサンノウ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 B４５４－１２１：４９．７５ １０９．４�
４８ � コスモビアンコ 牝３芦 ５２ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 豪 Mr DR

Fleming ４９０＋１０１：５０．５５ ３３３．５�
２３ � ケ ッ ト シ ー 	３芦 ５６ 中舘 英二前田 幸治氏 武藤 善則 米 Alpha Delta

Stables, LLC ４７２＋ ４１：５１．５６ １０１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，５７２，２００円 複勝： ５０，７４９，４００円 枠連： １８，９０６，４００円

馬連： ６３，２５３，３００円 馬単： ４７，２４１，０００円 ワイド： ２８，８５２，８００円

３連複： ７６，６５９，８００円 ３連単： １５０，９９５，９００円 計： ４６３，２３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � ２，４７０円 枠 連（３－６） ３４０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ５４０円

ワ イ ド �� １７０円 �� ５，２２０円 �� １０，２９０円

３ 連 複 ��� １８，２７０円 ３ 連 単 ��� ４８，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２６５７２２ 的中 � １０９０５０（１番人気）
複勝票数 計 ５０７４９４ 的中 � ２４１４３８（１番人気）� ８２８４５（２番人気）� ２２１３（１３番人気）
枠連票数 計 １８９０６４ 的中 （３－６） ４２０６５（１番人気）
馬連票数 計 ６３２５３３ 的中 �� １２３８７７（１番人気）
馬単票数 計 ４７２４１０ 的中 �� ６４９０５（１番人気）
ワイド票数 計 ２８８５２８ 的中 �� ５９９２５（１番人気）�� １０８５（３９番人気）�� ５４７（５６番人気）
３連複票数 計 ７６６５９８ 的中 ��� ３０９７（４７番人気）
３連単票数 計１５０９９５９ 的中 ��� ２２９２（１３０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３５．１―４７．６―１：００．３―１：１２．７―１：２４．５―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ロ メ リ ア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．５．７ 新潟２着

２００８．４．１２生 牡３鹿 母 ファインセラ 母母 ビ ワ ハ イ ジ ４戦１勝 賞金 ９，４５０，０００円
〔制裁〕 スバルオーロラ号の騎手村田一誠は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケットシー号は，平成２３年８月１７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。
（非抽選馬） ２頭 グッドランスター号・ダイワコルツ号

２１０２０ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）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 （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

７１２� サトノデートナ 牡３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次里見 治氏 国枝 栄 米

Barbara Nel-
son & Richard
Lugovich Jr.

４９０＋１０１：１１．７ １０．１�

８１４ シルクファルシオン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９８± ０１：１２．１２� １．９�
１１ ベルモントエルメス 牝５鹿 ５５ 江田 照男 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５１４－１０１：１２．２	 ４４．５�
５９ キングダムキング 牡３鹿 ５４ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８０± ０ 〃 ハナ ５．６�
３５ � セイウンシェンロン 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信西山 茂行氏 河野 通文 米 Brilliant

Stables Inc. ４５８＋ ４１：１２．８３� １２．２�
４６ シゲルトウドリ 牡３栗 ５４ 幸 英明森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 浜本 幸雄 ４８４＋ ８１：１３．１１	 ６．５�
５８ 
 モエレシノノメ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 中村 和夫 ４８４＋ ８ 〃 アタマ ９４．９	
６１１ デ プ ラ ー タ 牡４栗 ５７ 村田 一誠栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４８２＋２８１：１３．４２ １７３．６

８１５ ニシノラメール 牝３鹿 ５２ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４７０－ ２１：１３．５� ２３．６�
２３ ファンキータウン 牡３芦 ５４ 福永 祐一吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 土田農場 ５２８± ０１：１３．９２� ８３．０�
４７ マルブツサバンナ 牡３栗 ５４ 中舘 英二大澤 毅氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 ５３４＋１６１：１４．１１� ２５．７
６１０ パシオンルージュ 牝３鹿 ５２ 三浦 皇成吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４５４－ ８ 〃 ハナ １３．６�
２２ ティティチャーム 牝５鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太冨塚不二子氏 田島 俊明 新ひだか 仲野牧場 ５０２＋ ８１：１４．３１� ３８２．４�
３４ 
 サイモンラメール 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲平野 優澤田 昭紀氏 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ４９０＋ ６１：１４．４� ２６４．９�

７１３
 ボストンレッド 牡５鹿 ５７ 千葉 直人小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５２８－ ６１：１５．２５ ６１６．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，９９８，９００円 複勝： ５３，４４７，０００円 枠連： １９，１９０，３００円

馬連： ８１，０００，４００円 馬単： ５８，５９２，０００円 ワイド： ３２，１６４，７００円

３連複： ９４，３８９，０００円 ３連単： １７６，６７７，７００円 計： ５４３，４６０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ３１０円 � １１０円 � ５７０円 枠 連（７－８） ７７０円

馬 連 �� ７９０円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ３，５６０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ９，３８０円 ３ 連 単 ��� ５８，５００円

票 数

単勝票数 計 ２７９９８９ 的中 � ２２０５１（４番人気）
複勝票数 計 ５３４４７０ 的中 � ２９６１０（５番人気）� ２４９１６５（１番人気）� １３９６１（９番人気）
枠連票数 計 １９１９０３ 的中 （７－８） １８４４４（４番人気）
馬連票数 計 ８１０００４ 的中 �� ７５７２２（４番人気）
馬単票数 計 ５８５９２０ 的中 �� １５６７１（１０番人気）
ワイド票数 計 ３２１６４７ 的中 �� ２３１２６（４番人気）�� ２０４０（３３番人気）�� ７６１６（１０番人気）
３連複票数 計 ９４３８９０ 的中 ��� ７４３３（３０番人気）
３連単票数 計１７６６７７７ 的中 ��� ２２２９（１６８番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．８―１２．７―１２．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．７―４７．４―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サトノデートナ �
�
父 Tapit �

�
母父 Phone Trick デビュー ２０１０．１２．１９ 中山２着

２００８．３．１２生 牡３鹿 母 Cherished Trick 母母 My Cherie Amour ４戦２勝 賞金 １５，２００，０００円
〔発走時刻の変更〕 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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 カゼノマイヒメ号・コスモオウガイ号・スマイルダンサー号・スメルスイート号・バイナリースター号・

ブルーエンジェル号・フレンチミシル号・マイネルパルフェ号



２１０２１ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

４７ ヒカルアカツキ 牡４青鹿５７ 柴田 善臣高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６０－ ２２：０１．１ ３．２�

８１５ ダイワソウル 牡４青鹿５７ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９８＋１０２：０１．３１� １６．０�
３５ キ ア ラ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 新ひだか 水丸牧場 ４３８－ ８ 〃 クビ ３７．８�
２３ � トッププライス 牝４栗 ５５ 武士沢友治加藤 春夫氏 上原 博之 様似 宮本 一輝 ４５８＋ ８ 〃 アタマ ３４０．４�
５８ コスモロビン 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５１４－ ６２：０１．４	 ３．４�
６１１
 タ ツ ク ー ル 牡６栗 ５７ 田中 勝春鈴木 昭作氏 根本 康広 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４９０＋ ６２：０１．５� ６１．９�
７１３ エーシンアルカウス 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義	栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ５．６

７１２ ショウナンアルディ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４６２－１０２：０１．６クビ ８．４�
１１ 
 ロットネスト 牡３鹿 ５２ 福永 祐一 �キャロットファーム 松永 幹夫 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４８２－ ８ 〃 クビ ６．７�
６１０ グランデスピリッツ �７黒鹿５７ 吉田 豊増田 雄一氏 小西 一男 平取 北島牧場 ４３８－１０２：０２．０２� １０１．１
２２ � ジ ュ ー ダ 牡４栗 ５７ 石橋 脩前田 幸治氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 B４８４－ ６２：０２．５３ ５７．３�
３４ 
� ユ キ オ ー �５栗 ５７ 江田 照男中村 浩章氏 藤原 辰雄 米 Alfonso

J.Mazzetti ５０４－１１２：０２．８１	 ２１４．６�
４６ シャイニングカラー 牡３黒鹿５４ 三浦 皇成 �ユートピア牧場 斎藤 誠 登別 ユートピア牧場 B４４６± ０２：０３．１１	 ２６．９�
５９ テンエイエスプリ 牡４栗 ５７ 幸 英明熊坂富寿雄氏 萱野 浩二 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４８０＋ ２２：０３．４２ １２６．５�
８１４
 ペガサスフォート �６栗 ５７ 中舘 英二広尾レース	 藤沢 和雄 米 Gaines－Gentry

Throughbreds ５４０＋２４２：０３．６１� １１３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，５３２，７００円 複勝： ３７，２１４，０００円 枠連： ２３，４４２，８００円

馬連： ９１，４８６，９００円 馬単： ５７，４０５，２００円 ワイド： ３２，３１６，９００円

３連複： １０５，２５９，０００円 ３連単： ２０３，０７９，８００円 計： ５７４，７３７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ４４０円 � ６６０円 枠 連（４－８） ２，１７０円

馬 連 �� ２，８５０円 馬 単 �� ４，４１０円

ワ イ ド �� １，１５０円 �� １，３３０円 �� ５，１５０円

３ 連 複 ��� ２３，２００円 ３ 連 単 ��� ９６，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２４５３２７ 的中 � ６２０５８（１番人気）
複勝票数 計 ３７２１４０ 的中 � ８６４１２（１番人気）� １９２９４（６番人気）� １１９２２（８番人気）
枠連票数 計 ２３４４２８ 的中 （４－８） ８００６（９番人気）
馬連票数 計 ９１４８６９ 的中 �� ２３７５９（１１番人気）
馬単票数 計 ５７４０５２ 的中 �� ９６０８（１９番人気）
ワイド票数 計 ３２３１６９ 的中 �� ７１０４（１０番人気）�� ６０７８（１４番人気）�� １４９７（３８番人気）
３連複票数 計１０５２５９０ 的中 ��� ３３４９（５７番人気）
３連単票数 計２０３０７９８ 的中 ��� １５６１（２４３番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．４―１１．９―１２．１―１３．１―１３．０―１２．１―１１．７―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．５―３６．４―４８．５―１：０１．６―１：１４．６―１：２６．７―１：３８．４―１：４９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルアカツキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１．３０ 東京５着

２００７．３．３０生 牡４青鹿 母 ヒカルパッション 母母 ゴールデンローズ １２戦３勝 賞金 ３２，６２７，０００円
〔制裁〕 テンエイエスプリ号の調教師萱野浩二は，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。

２１０２２ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）第２日 第１０競走 ��
��１，４００�

ひ う ち や ま

火 打 山 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

６９ ニシノステディー 牝３栗 ５２ 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４６６－ ６１：２０．６ ９．９�

５６ � マヤノリュウジン 牡４栗 ５７ 福永 祐一田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 ５１８＋１６１：２０．８１� ３．４�
５７ レオパステル 牝４鹿 ５５ 村田 一誠田中 博之氏 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 ４１６＋ ８１：２０．９クビ ６．５�
１１ マイネルカリバーン 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 平山牧場 ５０４－１２１：２１．３２� ９．７�
４４ オメガブレイン 牡３鹿 ５４ 北村 宏司原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４０－ ４ 〃 アタマ ６．０�
８１３ ダイワナイト 牡４栗 ５７ 田中 勝春大城 敬三氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム ５２０－ ４ 〃 クビ １３．０�
７１１ レッドストラーダ 牡３鹿 ５４ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B４８６＋ ４１：２１．４クビ ４．６	
７１０ パープルタイヨー 牡５鹿 ５７ 幸 英明中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４３８－ ４ 〃 アタマ ７４．３

６８ � サクラバレット 牡６青 ５７ 三浦 皇成�さくらコマース伊藤 大士 静内 西村 和夫 ４７８＋ ６１：２１．６１
 １３９．５�
４５ アディアフォーン 牝５黒鹿５５ 中舘 英二�ノースヒルズ 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８＋ ２１：２１．８１ ６８．１�
３３ ルージュバンブー 牝５青鹿５５ 太宰 啓介バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５００－１０１：２１．９� ４５．５�
２２ ローレルエルヴェル 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４４８－ ６ 〃 クビ ９５．７�
８１２ モ ト ヒ メ 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４５０－ ４１：２２．３２� １２．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４２，５７３，６００円 複勝： ６６，４１１，２００円 枠連： ３４，８２３，６００円

馬連： １６２，０３０，１００円 馬単： ８９，５８２，８００円 ワイド： ４８，９１１，５００円

３連複： １７７，２１８，１００円 ３連単： ３３６，９００，１００円 計： ９５８，４５１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ２８０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（５－６） １，５２０円

馬 連 �� ２，４４０円 馬 単 �� ５，１５０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ８２０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ４，５００円 ３ 連 単 ��� ３０，７８０円

票 数

単勝票数 計 ４２５７３６ 的中 � ３４１１０（６番人気）
複勝票数 計 ６６４１１２ 的中 � ５１２２９（６番人気）� １４０２８２（１番人気）� ９０１３４（３番人気）
枠連票数 計 ３４８２３６ 的中 （５－６） １７００１（８番人気）
馬連票数 計１６２０３０１ 的中 �� ４９１８７（１２番人気）
馬単票数 計 ８９５８２８ 的中 �� １２８５９（２４番人気）
ワイド票数 計 ４８９１１５ 的中 �� １３４３５（１２番人気）�� １４５８４（１０番人気）�� ２４２６５（３番人気）
３連複票数 計１７７２１８１ 的中 ��� ２９１０１（１５番人気）
３連単票数 計３３６９００１ 的中 ��� ８０８０（１２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１１．１―１１．２―１１．５―１１．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．２―３４．３―４５．５―５７．０―１：０８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノステディー �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．７．１０ 福島６着

２００８．４．１８生 牝３栗 母 セイウンタカコ 母母 ヘイセイイブ １１戦３勝 賞金 ３３，０９２，０００円

２レース目



２１０２３ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）第２日 第１１競走
サマースプリントシリーズ

��
��１，０００�第１１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 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００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

２３ エーシンヴァーゴウ 牝４栗 ５４ 福永 祐一�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４６４＋ ６ ５３．８ ３．４�

６１２ エーブダッチマン 牡５栗 ５６ 石橋 脩 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４６８＋ ２ ５４．１１� ８．７�

７１３ アポロフェニックス 牡６黒鹿５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８８－ ２ ５４．４１� ３０．８�
７１４ シャウトライン 牡７青鹿５６ 中舘 英二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B５０２＋ ２ ５４．５� １１．７�
８１６ ジェイケイセラヴィ 	７鹿 ５７ 江田 照男小谷野次郎氏 坂本 勝美 静内 藤川フアーム ４８４－ ２ 〃 アタマ ７．５�
３５ サ ア ド ウ ゾ 牝５栗 ５４ 田辺 裕信小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 ４５６＋ ６ ５４．６クビ ８．４	
５９ セブンシークィーン 牝５栗 ５４ 太宰 啓介吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４７６－ ２ ５４．８１
 １１．０

５１０ ストロングポイント 牡５芦 ５６ 丸田 恭介畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４６０＋ ２ ５４．９クビ １３．７�
４８ マヤノロシュニ 牝５芦 ５４ 松岡 正海田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４４０－ ６ 〃 クビ ２３．５�
１１ バイラオーラ 牝５栗 ５４ 伊藤 工真 �キャロットファーム 後藤 由之 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０－ ４ ５５．０
 ５９．１
６１１ ヘッドライナー 	７鹿 ５８ 幸 英明 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－ ６ ５５．２１� ６．４�
２４ アイアムマリリン 牝５青鹿５４ 村田 一誠堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９２－ ２ ５５．３クビ １７．９�
４７ � アポロドルチェ 牡６青鹿５６ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Clarkland

Farm ４６４－ ６ ５５．８３ ４２．７�
１２ テイエムキューバ 牡３栗 ５３ 田嶋 翔竹園 正繼氏 小島 貞博 鹿児島 テイエム牧場 ４６２－ ４ 〃 クビ ８２．４�
８１５ スピニングノアール 牡１０栗 ５６ 三浦 皇成畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４７２－ ８ ５７．０７ １０２．１�

（１５頭）
３６ マルブツイースター 牡６鹿 ５６ 蛯名 正義大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６０－２０ （競走除外）

売 得 金
単勝： １７７，７４４，３００円 複勝： ２０１，３６５，９００円 枠連： １６３，５０８，９００円 馬連： ７１１，００５，５００円 馬単： ３８２，２１５，３００円

ワイド： ２０８，０６６，５００円 ３連複： ９６１，９６８，９００円 ３連単： １，８６６，５１１，３００円 ５重勝： １，２５９，８７６，０００円 計： ５，９３２，２６２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � ６６０円 枠 連（２－６） ５６０円

馬 連 �� １，４１０円 馬 単 �� ２，１８０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １，９００円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� １１，８７０円 ３ 連 単 ��� ４５，７５０円

５ 重 勝
対象競走：京都１０R／新潟１０R／函館１１R／京都１１R／新潟１１R

キャリーオーバー なし����� １８８，５３０円

票 数

単勝票数 差引計１７７７４４３（返還計 ３１４４７） 的中 � ４１７２６８（１番人気）
複勝票数 差引計２０１３６５９（返還計 ３９７１０） 的中 � ４６２６２４（１番人気）� １９１４１４（４番人気）� ６０５３５（１１番人気）
枠連票数 差引計１６３５０８９（返還計 ５０４１） 的中 （２－６） ２１８５０７（１番人気）
馬連票数 差引計７１１００５５（返還計２７７３７１） 的中 �� ３７４１５４（４番人気）
馬単票数 差引計３８２２１５３（返還計１４５４５２） 的中 �� １２９６０８（３番人気）
ワイド票数 差引計２０８０６６５（返還計１１４５１８） 的中 �� ９４６１４（４番人気）�� ２６２２６（２６番人気）�� １８４３７（３７番人気）
３連複票数 差引計９６１９６８９（返還計６９３２５０） 的中 ��� ５９８２４（３９番人気）
３連単票数 差引計１８６６５１１３（返還計１２３６９１８） 的中 ��� ３０１１２（１２９番人気）
５重勝票数 差引計１２５９８７６０（返還計１９９６２０） 的中 ����� ４９３２

ハロンタイム １１．８―１０．０―１０．５―１０．０―１１．５

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

上り４F４２．０－３F３２．０
勝馬の
紹 介

エーシンヴァーゴウ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Thunder Gulch デビュー ２００９．１１．７ 京都７着

２００７．３．１９生 牝４栗 母 カンザスガール 母母 Speak Straight １３戦６勝 賞金 １１４，０３２，０００円
〔競走除外〕 マルブツイースター号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 エーシンヴァーゴウ号の騎手福永祐一は，競走中盤で外側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）

２１０２４ ７月１７日 晴 良 （２３新潟３）第２日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１５ コスタパルメーラ 牡３黒鹿５４ 田辺 裕信吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６６＋ ８１：５３．４ １．９�

７１２ カントリースノー 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５３４＋ ２１：５３．９３ ８．２�
１１ ロトスカイブルー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊�広富牧場 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４８８＋１０１：５４．１１� １３．０�
７１３ チャンピオンハーレ 牡４黒鹿５７ 幸 英明坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４６８＋ ４１：５４．２� １２．０�
４６ ディアブラスト 牡４黒鹿５７ 田中 勝春ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８０＋ ８１：５４．３� １１．９�
２３ シベリアンファクト 牡４栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８０＋ ２１：５４．５１� １４．８�
８１４ メイショウデジレ 牡５鹿 ５７

５４ ▲横山 和生松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ５３２＋ ２１：５４．９２� ３０５．４	
２２ クラウディア 牝３黒鹿５２ 中舘 英二ディアレスト 田村 康仁 新冠 大栄牧場 ４３８＋ ４１：５５．６４ ４２．３

３５ ガ リ ア ー ノ 牡５栗 ５７ 伊藤 工真 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４５０－ ４１：５５．７� ４８．８�
４７ � モエレポールスター 牝４青鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次三枝 栄二氏 伊藤 伸一 新ひだか 中村 和夫 ４６４＋ ２１：５５．９１ ２５２．２�
５９ フェイクスパ �６黒鹿５７ 太宰 啓介山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 ５２６＋２４ 〃 ハナ １６１．４
６１０ ロイヤルパープル 牡３鹿 ５４ 北村 宏司広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 藤沢牧場 ５３８＋ ８ 〃 クビ ６．８�
６１１ エフティレガシー 牡５鹿 ５７ 柴田 大知吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４５６－ ４１：５６．９６ ５２．５�
５８ スペースウォッチ 牡４黒鹿５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ２１：５７．３２� ２０．６�
３４ シンワコクオウ 牡３青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太若尾 昭一氏 田村 康仁 むかわ 安田 幸子 ４４６＋ ６１：５７．９３� ５９．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５６，６４６，３００円 複勝： ７１，９２２，６００円 枠連： ４９，７２９，３００円

馬連： １７０，５４２，７００円 馬単： １０８，３３４，０００円 ワイド： ６３，２０６，２００円

３連複： ２０８，８３８，５００円 ３連単： ４３８，７１９，２００円 計： １，１６７，９３８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １３０円 � ２４０円 � ２６０円 枠 連（７－８） ４２０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ５１０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ３，４２０円 ３ 連 単 ��� １０，９００円

票 数

単勝票数 計 ５６６４６３ 的中 � ２４１６７４（１番人気）
複勝票数 計 ７１９２２６ 的中 � ２０２０３８（１番人気）� ６５９３８（５番人気）� ５８９９８（６番人気）
枠連票数 計 ４９７２９３ 的中 （７－８） ８８１９３（１番人気）
馬連票数 計１７０５４２７ 的中 �� １４６３７３（２番人気）
馬単票数 計１０８３３４０ 的中 �� ６４６７２（３番人気）
ワイド票数 計 ６３２０６２ 的中 �� ４２３５２（２番人気）�� ３１１８９（６番人気）�� ９６７６（２０番人気）
３連複票数 計２０８８３８５ 的中 ��� ４５０９２（９番人気）
３連単票数 計４３８７１９２ 的中 ��� ２９７１７（１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１３．０―１３．６―１２．９―１２．６―１２．８―１２．４―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．３―３６．３―４９．９―１：０２．８―１：１５．４―１：２８．２―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．０
１
３
１５－９（４，１４）（１，７）１２（２，１０）（８，１３）（３，６，１１）＝５
１５－（９，１４，１２）（１０，３）（７，１３）（１，８，６，１１）－２－５，４

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

勝馬の
紹 介

コスタパルメーラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１０．２４ 東京７着

２００８．４．２８生 牡３黒鹿 母 シーディザーブス 母母 ディフェレンテ ６戦２勝 賞金 １３，７００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アウトストラーダ号
（非抽選馬） １頭 セイカミカワ号

５レース目



（２３新潟３）第２日 ７月１７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 １８２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

２２４，９５０，０００円
１，０９０，０００円
１７，２１０，０００円
１，７７０，０００円
２１，３１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６２，１９２，５００円
４，９８７，０００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
４７８，２４８，８００円
７０１，９５０，８００円
３９５，７７８，４００円
１，５７５，４４８，５００円
９６０，５１６，１００円
５３４，２９５，１００円
１，９８５，６３９，２００円
３，８１０，６０１，２００円
１，２５９，８７６，０００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 １１，７０２，３５４，１００円

総入場人員 １９，９３７名 （有料入場人員 １７，９９６名）


