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２１０４９ ７月３０日 雨 重 （２３新潟３）第５日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

２２ オペラダンシング 牡２黒鹿５４ 福永 祐一鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 ４４４＋ ４１：２２．５ ６．９�

６８ メジャーアスリート 牡２栗 ５４ 蛯名 正義�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社
松田牧場 ４８６－ ４１：２２．８１� １．５�

８１１ タケデンザビエル 牝２栗 ５４ 田中 勝春武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４５４－１０ 〃 ハナ １３．３�
１１ エステージャ 牝２芦 ５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４２０＋ ６１：２３．０１ １７．５�
５６ コスモソウタ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 水野 貴広 新冠 タニグチ牧場 ４３８－ ４１：２３．１� ６．６�
３３ ジークジオン 牡２栗 ５４ 石橋 脩幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 ４６０－１０ 〃 クビ ２６．５	
７１０ フォルテリコルド 牡２鹿 ５４ 村田 一誠 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８＋ ８１：２３．５２� ３５．１

５５ トウショウコマンド 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７０－ ４１：２３．６� １５．１�
７９ マイネルプレジャー 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム ４７２－ ４１：２４．１３ ７３．１�
４４ プレジャーサイン 牡２鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４６８－１０１：２４．３１� ３６７．３
６７ ジョイフルワールド 牡２栗 ５４ 中舘 英二前田 幸治氏 武藤 善則 新ひだか 佐竹 学 ４２６－ ６１：２４．４� ７８．０�
８１２ 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 ４６４－ ４１：２４．８２� ２６９．９�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７１，７００円 複勝： ５０，８９０，１００円 枠連： １０，４９０，８００円

馬連： ３９，９５４，７００円 馬単： ３４，３０６，０００円 ワイド： １８，５８０，２００円

３連複： ５２，１８７，３００円 ３連単： １０８，３９４，８００円 計： ３３５，０７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ２５０円 枠 連（２－６） ５４０円

馬 連 �� ５１０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ６６０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ８，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２７１７ 的中 � ２３４４４（３番人気）
複勝票数 計 ５０８９０１ 的中 � ４２２５７（２番人気）� ３２３１２７（１番人気）� ２２８６０（５番人気）
枠連票数 計 １０４９０８ 的中 （２－６） １４４８５（２番人気）
馬連票数 計 ３９９５４７ 的中 �� ５８７５８（１番人気）
馬単票数 計 ３４３０６０ 的中 �� １６７９９（５番人気）
ワイド票数 計 １８５８０２ 的中 �� ２４８２３（１番人気）�� ５８８６（８番人気）�� １５０８８（３番人気）
３連複票数 計 ５２１８７３ 的中 ��� ２９１９３（３番人気）
３連単票数 計１０８３９４８ 的中 ��� ９６５８（２３番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．４―１２．０―１１．９―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．４―４６．４―５８．３―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オペラダンシング �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．６．２６ 中山３着

２００９．２．２０生 牡２黒鹿 母 セイントリープレア 母母 オールハローズ ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

２１０５０ ７月３０日 雨 重 （２３新潟３）第５日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１０時３５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 ９６０，０００
９６０，０００

円
円 ４８０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

８１７ ラントゥザリード 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４０６± ０１：３５．４ ６．１�

４７ � レディスウィフト 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�谷川牧場 二ノ宮敬宇 米
Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Ed-
ward McGhee

４７８＋ ６ 〃 アタマ ２２．３�
３５ サンレガーロ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４１６－ ２ 〃 アタマ ５．０�
５１０ エアクロニクル 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４５０＋ ４ 〃 同着 ７．０�
１２ ローレルソラン 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �ローレルレーシング 河野 通文 新冠 �渡 信義 ４４８＋１６１：３５．７１� １６．４	
６１１ エイダイポイント 牡３芦 ５６ 武士沢友治�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４３６＋ ４１：３５．８� ２６．８

８１６ アラマサコマンダー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２０± ０ 〃 クビ １８．３�
７１３ タ ー フ ェ ル 牡３栗 ５６ 武 豊伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４８８－ ２１：３５．９クビ ３．０�
４８ サトノオリオン 牡３栗 ５６ 田面木博公里見 治氏 的場 均 日高 下河辺牧場 ４５０－ ６１：３６．０� ５３．８
３６ ネロスパーダ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆国分 恭介藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４５０＋１４１：３６．２１� ２５０．４�
２４ モンテビギン 牡３栗 ５６ 横山 義行毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 イズモリファーム ４８２－ ４ 〃 ハナ ３７．７�
７１４ アンクルジュニア 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太�有能 田中 清隆 新ひだか 前田 宗将 ４６４－ ６１：３６．３� ７１．９�
１１ ダイショウドラゴン 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次馬場 �晃氏 河野 通文 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム ４５６＋ ８ 〃 クビ ２４８．０�

８１８ 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 ４４０＋ ４１：３６．５１ ３０．７�
２３ シングンミラクル 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６８－１４１：３７．０３ ８．６�
５９ � ヴィクトリアピーク 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�ノースヒルズ 萩原 清 米 Malibu Farm ４３８＋ ４１：３８．４９ ２９４．０�
６１２ プロフィール 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮�和田牧場 和田 正道 新ひだか 及川 ミツ子 ４５６＋３２１：４０．０１０ ４３３．９�
７１５ グッドシーユー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春三谷 章氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５０２－１８１：４６．４大差 １５７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，０７６，３００円 複勝： ２９，４２０，７００円 枠連： １２，６９５，８００円

馬連： ４２，１５８，４００円 馬単： ２８，０７２，１００円 ワイド： １８，７０７，８００円

３連複： ５５，１６３，２００円 ３連単： ８４，３５５，３００円 計： ２８６，６４９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １７０円 � ４１０円 �
�

１６０円
１８０円 枠 連（４－８） ２，８７０円

馬 連 �� ８，６６０円 馬 単 �� １２，８００円

ワ イ ド �� １，２２０円 ��
��

３４０円
４８０円

��
��

１，１６０円
１，３４０円

３ 連 複 ���
���

６，３２０円
７，５１０円 ３ 連 単 ���

���
３９，９６０円
４２，３５０円

票 数

単勝票数 計 １６０７６３ 的中 � ２０７７８（３番人気）
複勝票数 計 ２９４２０７ 的中 �

�
３９１８１
３５１３４

（３番人気）
（４番人気）

� １０４５２（８番人気）� ４４０２７（２番人気）

枠連票数 計 １２６９５８ 的中 （４－８） ３２７５（１１番人気）
馬連票数 計 ４２１５８４ 的中 �� ３５９３（２９番人気）
馬単票数 計 ２８０７２１ 的中 �� １６１９（４６番人気）
ワイド票数 計 １８７０７８ 的中 ��

��
２１４２
２２６４
（２３番人気）
（２０番人気）

��
��

９４２２
１９４１
（４番人気）
（２７番人気）

�� ６００９（８番人気）

３連複票数 計 ５５１６３２ 的中 ��� ３２２８（３８番人気）��� ２７１１（４７番人気）
３連単票数 計 ８４３５５３ 的中 ��� ７７９（２４６番人気） ��� ７３５（２６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．３―３５．３―４７．８―１：００．６―１：１２．４―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラントゥザリード �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．２９ 東京３着

２００８．２．１９生 牝３黒鹿 母 ランニングヒロイン 母母 ダイナアクトレス ６戦１勝 賞金 １０，９５０，０００円
〔制裁〕 ラントゥザリード号の騎手蛯名正義は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（２番への進路影響）
〔調教再審査〕 グッドシーユー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 グッドシーユー号は，競走中に異常歩様となったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロフィール号は，平成２３年９月３０日まで平地競走に出走できない。

第３回　新潟競馬　第５日



２１０５１ ７月３０日 曇 不良 （２３新潟３）第５日 第３競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１１時０５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

６９ セイカフォルテ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４３８－ ６１：１１．６ ３．０�

５８ リバルドホープ 牡３鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４４２＋ ８ 〃 ハナ １４．０�

７１２ リュウシンアド 牝３鹿 ５４
５１ ▲平野 優桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 槇本牧場 ４３８－ ８１：１２．２３� ３１．３�

３４ ブロンクステイル 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 追分ファーム ４８０－ ２１：１２．３� ４．０�
７１１ ブラックアース 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信�野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ５０２＋ ８１：１２．５１� ７．４�
３３ チャンピオンアラシ 牡３栗 ５６ 北村 宏司坪野谷和平氏 大竹 正博 新冠 川上牧場 ４６４－ ２ 〃 ハナ ４４．１	
５７ ラブギムレー 牝３青鹿５４ 伊藤 工真増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 ４３８－ ６１：１２．８１� ４４．８

１１ キングジャズ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ４１：１３．１１� ６．２�
８１４ キ ン グ カ イ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 B４９６± ０ 〃 ハナ ３７．１
４５ ヒ マ ラ ヤ 牡３栗 ５６ 武 豊 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９８－ ６１：１３．７３� ５．８�
６１０ オレンジシューズ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥ディアレスト 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 B４８４－ １１：１４．３３� １５０．４�
８１３ ヤワタフレンド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩平岩 健一氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４６６－ ６１：１５．１５ ７８．８�
４６ フォレストシーン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４１４－ ８１：１５．２� ２２２．３�
２２ プリンセスモトヒメ 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４３６－ ４１：２０．４大差 １５８．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，０６４，０００円 複勝： ３０，７４６，７００円 枠連： １１，８５７，８００円

馬連： ４２，７１６，７００円 馬単： ３０，３６９，６００円 ワイド： １９，２６５，８００円

３連複： ５３，１４５，２００円 ３連単： ９０，１６４，２００円 計： ２９７，３３０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � ５１０円 � ４００円 枠 連（５－６） ２，２８０円

馬 連 �� ３，３３０円 馬 単 �� ４，７３０円

ワ イ ド �� １，２９０円 �� １，５７０円 �� ５，０２０円

３ 連 複 ��� ２１，０１０円 ３ 連 単 ��� ９２，０４０円

票 数

単勝票数 計 １９０６４０ 的中 � ５０６４７（１番人気）
複勝票数 計 ３０７４６７ 的中 � ６９０６２（１番人気）� １３１３６（７番人気）� １７３７１（６番人気）
枠連票数 計 １１８５７８ 的中 （５－６） ３８４６（１２番人気）
馬連票数 計 ４２７１６７ 的中 �� ９４７５（１１番人気）
馬単票数 計 ３０３６９６ 的中 �� ４７４８（１９番人気）
ワイド票数 計 １９２６５８ 的中 �� ３７５２（１２番人気）�� ３０５６（１７番人気）�� ９２１（４０番人気）
３連複票数 計 ５３１４５２ 的中 ��� １８６７（６４番人気）
３連単票数 計 ９０１６４２ 的中 ��� ７２３（２７１番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．０―１１．５―１２．４―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．０―３４．５―４６．９―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイカフォルテ �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 Halo デビュー ２０１０．１１．１３ 東京３着

２００８．４．２９生 牡３鹿 母 サンデーズシス 母母 Wishing Well ７戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
〔制裁〕 チャンピオンアラシ号の騎手北村宏司は，３コーナー通過後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番・４番・１

番への進路影響）
〔その他〕 チャンピオンアラシ号は，３コーナー通過後に外側に逃避したことについて平地調教注意。

プリンセスモトヒメ号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※出走取消馬 ヒカリエンジェル号（疾病〔左寛跛行〕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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サクラスパークル号・ニューロマンサー号・マドラスシチー号

２１０５２ ７月３０日 曇 重 （２３新潟３）第５日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

６１１ ウインルキア 牝３青鹿５４ 福永 祐一�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム ４０６＋ ４１：４７．６ ４．９�

２３ メマンチンタ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義坂田 行夫氏 高橋 祥泰 浦河 笹島 政信 ４４０－ ２ 〃 クビ １７３．０�
５９ ハイランドダンス 牝３青 ５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 菊川 正達 安平 ノーザンファーム B４２８＋ ４１：４７．７� ２３．７�
４７ イットーイチバン 牝３黒鹿５４ 田中 勝春阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４２６＋ ４１：４７．９１� ７．６�
７１４ エーシンサクショー 牝３栗 ５４ 武 豊�栄進堂 北出 成人 浦河 栄進牧場 ４３４＋ ４１：４８．０クビ ９．８�
１１ アルメナーラ 牝３青鹿５４ 大野 拓弥スリースターズレーシング 松山 将樹 様似 清水 誠一 ４１２－ ２１：４８．１� １０．９	
８１６ ハンプトンコート 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 むかわ 上水牧場 ４３２－ ６１：４８．４１� ６．１


３５ レインボーデイズ 牝３栗 ５４ 吉田 豊�ターフ・スポート鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４３０＋１２１：４８．６１� ３０．７�
３６ マイネローレライ 牝３青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新ひだか 田中 裕之 ４７２± ０１：４８．７� ４．７�
４８ シルキーレッド 牝３栗 ５４ 武士沢友治有限会社シルク池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 ４４０－ ２１：４８．９１� ２８０．６
２４ トーホウビューティ 牝３栗 ５４ 北村 宏司東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５８－１８１：４９．１１� ２３．４�
７１３ ダズリングスマイル 牝３鹿 ５４ 江田 照男梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４３２＋ ２ 〃 アタマ ５．９�
７１５ ラストブライト 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新ひだか 福岡 清 ４１２＋ ２ 〃 ハナ ４７．９�
６１２ オ セ ロ 牝３芦 ５４

５３ ☆国分 恭介飯田 正剛氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４３０＋ ２ 〃 クビ ３８１．２�
８１７ ルージュマジック 牝３鹿 ５４ 村田 一誠飯田 良枝氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 B４８２＋ ６１：４９．３１� ９９．５�
１２ ヒ ノ コ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４３２＋ ４ 〃 クビ ５３５．５�
５１０ スウェージー 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６４± ０１：５０．２５ ５８．８�
８１８ シ ャ ン ソ ン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮田島榮二郎氏 嶋田 功 日高 前川 義則 ４５２＋ ２１：５１．６９ ５５０．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，１２２，４００円 複勝： ３０，１５３，３００円 枠連： １５，５７８，６００円

馬連： ４４，０４１，５００円 馬単： ３０，０４８，１００円 ワイド： １９，９２８，０００円

３連複： ５６，９８７，８００円 ３連単： ８７，９００，２００円 計： ３０１，７５９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２４０円 � ３，５３０円 � ７３０円 枠 連（２－６） ７，２３０円

馬 連 �� ４６，５７０円 馬 単 �� ４９，７３０円

ワ イ ド �� １０，９８０円 �� ２，６５０円 �� １７，４２０円

３ 連 複 ��� １８６，９２０円 ３ 連 単 ��� １，０４６，３００円

票 数

単勝票数 計 １７１２２４ 的中 � ２７５６９（２番人気）
複勝票数 計 ３０１５３３ 的中 � ４０６８７（３番人気）� １９２１（１４番人気）� １０２０９（８番人気）
枠連票数 計 １５５７８６ 的中 （２－６） １５９２（２５番人気）
馬連票数 計 ４４０４１５ 的中 �� ６９８（７０番人気）
馬単票数 計 ３００４８１ 的中 �� ４４６（１０７番人気）
ワイド票数 計 １９９２８０ 的中 �� ４４４（７１番人気）�� １８８３（３０番人気）�� ２７９（８８番人気）
３連複票数 計 ５６９８７８ 的中 ��� ２２５（２６６番人気）
３連単票数 計 ８７９００２ 的中 ��� ６２（１４７８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．２―１２．０―１２．５―１２．１―１１．９―１１．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３４．９―４６．９―５９．４―１：１１．５―１：２３．４―１：３４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインルキア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１１．７ 東京６着

２００８．１．３１生 牝３青鹿 母 ゴールドデイ 母母 Kelley’s Day ８戦１勝 賞金 ６，７４０，０００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） １頭 グラマラスラン号
（非抽選馬） ２頭 オリファン号・ギータ号



２１０５３ ７月３０日 晴 不良 （２３新潟３）第５日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時２５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

１：１１．３
１：１０．２

良

不良

４７ タマモオンゾウシ 牡２栗 ５４
５３ ☆国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新冠 新冠伊藤牧場 ４９６ ―１：１２．０ ２．５�

６１１ チャンピオンヤマト 牡２鹿 ５４ 吉田 豊坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 ４５６ ―１：１３．３８ ４．４�
５９ ナムラケイオス 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４６６ ―１：１３．６１� １６．４�
８１４ メイショウザンベジ 牝２栗 ５４ 福永 祐一松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 ４２０ ― 〃 ハナ １２．３�
８１５ ノボピュアリティ 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４６２ ―１：１４．０２� ２４．５�
２３ カシノベイブレード 牝２青鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド ４７４ ―１：１４．２１� ６４．０�
１１ シルクブルックリン 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 ５２６ ―１：１４．３� ８．０	
４６ ティルトザキルト 牡２栗 ５４ 田中 勝春
ターフ・スポート栗田 博憲 浦河 谷川牧場 ５０６ ―１：１５．０４ １３．４�
５８ オパールキッド 牡２栗 ５４ 武 豊森 保彦氏 清水 久詞 新ひだか 静内白井牧場 ４３２ ―１：１５．６３� １７．４�
３４ アキノガイア 牝２栗 ５４ 江田 照男穐吉 正孝氏 河野 通文 新ひだか 三石橋本牧場 ４６０ ―１：１５．８１� １０４．８
６１０ オメガボンドガール 牝２栗 ５４ 石橋 脩原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４１０ ― 〃 クビ １０．１�
３５ セイカフォルトゥナ 牝２栗 ５４ 中舘 英二久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 ４６０ ―１：１６．３３ ２５．７�
２２ ケージーユタカオー 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次川井 五郎氏 水野 貴広 新ひだか 松本牧場 ５２８ ―１：１６．４クビ ９３．０�
７１３ キモンサンライズ 牝２鹿 ５４ 横山 義行小林 祥晃氏 田中 剛 日高 ヤナガワ牧場 ４３２ ―１：１６．５� ４２９．６�
７１２ ホクセツローズ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治平島 尚武氏 保田 一隆 新冠 ムラカミファーム ４５６ ―１：１８．８大差 ２３２．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，３６９，５００円 複勝： ２６，２９７，９００円 枠連： １７，７０１，８００円

馬連： ４０，９２９，９００円 馬単： ２９，２４８，６００円 ワイド： １８，３４３，１００円

３連複： ４８，２５１，０００円 ３連単： ７６，１１９，１００円 計： ２７５，２６０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ３４０円 枠 連（４－６） ４００円

馬 連 �� ６９０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ７２０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２，８５０円 ３ 連 単 ��� ９，２２０円

票 数

単勝票数 計 １８３６９５ 的中 � ５９９１４（１番人気）
複勝票数 計 ２６２９７９ 的中 � ６７５３９（１番人気）� ４４３６３（２番人気）� １４５７８（７番人気）
枠連票数 計 １７７０１８ 的中 （４－６） ３２７０６（１番人気）
馬連票数 計 ４０９２９９ 的中 �� ４４０２０（１番人気）
馬単票数 計 ２９２４８６ 的中 �� １９８５５（１番人気）
ワイド票数 計 １８３４３１ 的中 �� １８３５５（１番人気）�� ５９１２（８番人気）�� ３９７２（１１番人気）
３連複票数 計 ４８２５１０ 的中 ��� １２５０８（５番人気）
３連単票数 計 ７６１１９１ 的中 ��� ６０９５（１１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．９―１２．６―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３５．２―４７．８―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモオンゾウシ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ア フ リ ー ト 初出走

２００９．２．２７生 牡２栗 母 ヒトリムスメ 母母 フローズンフランシーヌ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホクセツローズ号は，平成２３年８月３０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 カリスマアキラ号

２１０５４ ７月３０日 晴 稍重 （２３新潟３）第５日 第６競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時５５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

７１４ クリッピングエリア 牝２黒鹿５４ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５１２ ―１：３６．３ １４．６�

８１６ マイネルディーン 牡２青 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 ４３２ ― 〃 クビ ５．９�

４７ フライングバルーン 牝２栗 ５４ 中舘 英二吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３２ ―１：３６．５１ ７．９�
８１７ ビームライフル 牡２青鹿５４ 武 豊西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４５６ ―１：３６．８２ ２４．４�
４８ ガッテンラヴ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広大島 敏氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４６６ ―１：３６．９� １０８．０�
３６ コスモリボン 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム ４７０ ―１：３７．０� １６．０	
６１２ ヤマニンオルタシア 牝２栗 ５４ 大庭 和弥土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ４９８ ―１：３７．２１� ５６．０

２４ プリッキーヌー 牝２栗 ５４ 柴田 善臣吉田 勝己氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４５０ ―１：３７．４１� ８．２�
５１０ レインボーズエンド 牡２黒鹿５４ 田辺 裕信 �スピードファーム 武藤 善則 浦河 太陽牧場 ４７６ ―１：３７．８２� ９．３�
２３ � エーシンドクトル 牡２鹿 ５４ 福永 祐一�栄進堂 松永 昌博 英

Denford Stud
and Balmerino
Bloodstock

４９０ ―１：３８．２２� ７．０
５９ バトルオスマン 牡２鹿 ５４

５３ ☆国分 恭介宮川 秋信氏 清水 久詞 登別 登別上水牧場 ４７０ ― 〃 ハナ １６３．８�
１１ レッドロブレス 牡２黒鹿５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 ４５２ ―１：３８．３� ４．７�
６１１ イーサンジョーカー 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義国本 勇氏 二ノ宮敬宇 浦河 杵臼牧場 ４５０ ―１：３８．４� １１．５�
７１３ ジャンプアウト 牡２鹿 ５４ 松岡 正海松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８８ ― 〃 クビ ４１．４�
１２ ホンインボウ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 ５４８ ―１：３８．５クビ １３５．８�
７１５ ギフテッドスマイル 牡２青鹿５４ 西田雄一郎瀧本 和義氏 田中 剛 青森 マルシチ牧場 ４５０ ―１：３９．２４ １２５．７�
８１８ サニースペシャル 牝２黒鹿５４ 吉田 豊宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７６ ―１：３９．３クビ ２５．１�
３５ フクノサンデー 牡２黒鹿５４ 横山 義行小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 ４５０ ―１：３９．９３� １９５．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，１３９，６００円 複勝： ２８，９２４，７００円 枠連： ２０，３９８，３００円

馬連： ５０，２２３，１００円 馬単： ３０，６７０，０００円 ワイド： ２０，８６４，８００円

３連複： ６３，４３０，６００円 ３連単： ９０，２５７，２００円 計： ３２３，９０８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ４１０円 � ２１０円 � ２４０円 枠 連（７－８） ９３０円

馬 連 �� ３，５３０円 馬 単 �� ６，９６０円

ワ イ ド �� １，４５０円 �� １，８００円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ７，８６０円 ３ 連 単 ��� ４３，４８０円

票 数

単勝票数 計 １９１３９６ 的中 � １０３３１（８番人気）
複勝票数 計 ２８９２４７ 的中 � １６３２３（９番人気）� ４１７２０（１番人気）� ３３９７３（３番人気）
枠連票数 計 ２０３９８３ 的中 （７－８） １６２２３（２番人気）
馬連票数 計 ５０２２３１ 的中 �� １０５０３（１１番人気）
馬単票数 計 ３０６７００ 的中 �� ３２５３（２５番人気）
ワイド票数 計 ２０８６４８ 的中 �� ３４９１（１９番人気）�� ２７８３（２５番人気）�� ７６１８（１番人気）
３連複票数 計 ６３４３０６ 的中 ��� ５９５９（１６番人気）
３連単票数 計 ９０２５７２ 的中 ��� １５３２（７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．５―４９．１―１：０１．２―１：１３．０―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリッピングエリア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．２．７生 牝２黒鹿 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００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。
（非当選馬） １頭 トーセンバルト号



２１０５５ ７月３０日 晴 稍重 （２３新潟３）第５日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時２５分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

６１１ サクラブライト 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 ４３４＋１２ ５５．５ ４．２�

５１０ アイティクイーン 牝３栗 ５４ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４８４± ０ ５５．９２� ６．４�
１１ ノンパッサーレ 牡３黒鹿５６ 江田 照男佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４８０－ ３ ５６．２１� １５．７�
６１２ エスプレッソラテ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４４２－ ８ ５６．６２� １３１．８�
７１３ 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 ４４４－ ２ ５６．７� ３．７�
１２ セイユアドリーム 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ

ファーム ４２８－ ８ ５６．８� １７．４�
７１４ クリノエンドレス 牝３鹿 ５４ 村田 一誠栗本 博晴氏 本間 忍 日高 山際 辰夫 ４３０－ ２ ５６．９� ８．５	
４８ ソ ア リ ン グ 牡３芦 ５６

５３ ▲杉原 誠人柴田 洋一氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 B４１６± ０ ５７．０� ４９．４

８１８ ビヨンドトゥモロー 牝３青鹿５４ 松岡 正海吉田 哲哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２６± ０ ５７．３２ ６．８�
８１７ ミ ラ ソ ル 牝３栗 ５４ 木幡 初広吉野 吉晴氏 伊藤 伸一 新冠 山岡ファーム ４４０－ ４ 〃 ハナ ７５．５�
３６ コスモマスク 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋１０ ５７．４クビ ４０．３�
２４ アイチャレンジ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 広田牧場 ４１２＋ ２ ５７．５� ５３．５�
４７ テンヤードスカート 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４１０± ０ ５７．８１� １３３．４�
７１５ リンガスゲート 牡３青鹿５６ 西田雄一郎伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田 頼嗣 ４５２± ０ 〃 クビ ２７．４�
３５ レッドグランディス 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 B４４６± ０ ５７．９� １５．１�
５９ プリティピンク 牝３栗 ５４ 小林 淳一長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４２４－１０ ５８．０� ２６２．６�
８１６ キャプテンドータ 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士安達 允彦氏 小西 一男 日高 坂 牧場 ４４４＋ ４ ５８．２１� １５８．３�
２３ ティアップシャリー 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生田中 昇氏 高木 登 浦河 金成吉田牧場 ３８０－１６ ５８．７３ １９６．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，９８９，２００円 複勝： ２６，８４７，３００円 枠連： １８，７８３，３００円

馬連： ５２，４１５，０００円 馬単： ３２，６０１，０００円 ワイド： ２１，７６７，３００円

３連複： ６５，９６５，８００円 ３連単： １０６，５９３，０００円 計： ３４２，９６１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １８０円 � ２２０円 � ４６０円 枠 連（５－６） １，２５０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，６８０円

ワ イ ド �� ６００円 �� １，１１０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ６，１２０円 ３ 連 単 ��� ２８，３００円

票 数

単勝票数 計 １７９８９２ 的中 � ３４０２０（２番人気）
複勝票数 計 ２６８４７３ 的中 � ４８３６５（２番人気）� ３２７５８（３番人気）� １２３７２（８番人気）
枠連票数 計 １８７８３３ 的中 （５－６） １１１４５（５番人気）
馬連票数 計 ５２４１５０ 的中 �� ２６９１９（４番人気）
馬単票数 計 ３２６０１０ 的中 �� ８９８８（５番人気）
ワイド票数 計 ２１７６７３ 的中 �� ９４４１（５番人気）�� ４７７３（１３番人気）�� ３６９２（１８番人気）
３連複票数 計 ６５９６５８ 的中 ��� ７９５７（１７番人気）
３連単票数 計１０６５９３０ 的中 ��� ２７８０（６３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１０．６―１０．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．５―３３．１―４３．６

上り４F４３．４－３F３３．０
勝馬の
紹 介

サクラブライト �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２０１１．３．５ 中山３着

２００８．２．１７生 牝３黒鹿 母 サクラブラッサム 母母 Aly Sangue ４戦１勝 賞金 ６，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティアップシャリー号は，平成２３年８月３０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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 カシノラム号・クリノハルチャンス号・クーファバステト号・ファインユウマ号・ラブインザレイン号

２１０５６ ７月３０日 晴 重 （２３新潟３）第５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

５９ スティールパス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一飯田 正剛氏 松田 国英 新ひだか 千代田牧場 ４６６＋ ６１：１０．４ ２．２�

２２ � ケイアイブリザード 牡４芦 ５７ 田中 勝春 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. ４７４－ ４ 〃 クビ １９．１�

７１３ ハッピーカオル 牡４青 ５７
５４ ▲嶋田 純次芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋ ６１：１０．５クビ ３．３�

３４ キクノフェーデ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５１６＋ ４１：１０．８２ ９．３�
３５ � サトノロック 牡４鹿 ５７

５４ ▲横山 和生里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart
Trading Ltd B４６８－ ２ 〃 ハナ ７．９�

４６ シルクドミニオン 牡５栗 ５７ 田辺 裕信有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ４１：１１．２２� ３２．０�
８１４ アプローチミー 牡４黒鹿５７ 石橋 脩吉澤 克己氏 相沢 郁 浦河 駿河牧場 ４８６－ ６ 〃 クビ ２６．０	
１１ フラワーロック 牝３鹿 ５２ 北村 宏司
酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４５４－ ２１：１１．４１	 ４５．３�
５８ トーセントレジャー 牡３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士島川 �哉氏 柴崎 勇 新ひだか 矢野牧場 ４７８＋１０１：１１．７１
 ９７．０
７１２ ガ ク ニ ホ シ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義矢野喜代春氏 伊藤 伸一 静内 マークリ牧場 ４８８－ ８１：１２．１２� １３．２�
８１５ ダ イ ゴ ロ ー 牡３鹿 ５４ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 三石川上牧場 ５０６＋ ２１：１２．３１	 ９３．５�
６１０� アートオブプライド 牡３栗 ５４

５１ ▲平野 優岡田 隆寛氏 境 征勝 新ひだか 岡田牧場 ４５０＋ ４１：１２．６２ ４４５．４�
２３ � キタサンオリオン �５鹿 ５７ 西田雄一郎
大野商事 古賀 史生 平取 高橋 啓 ５０６＋ ６１：１３．２３� ２９３．５�
６１１� ニ ン グ ル 牡５鹿 ５７ 柴田 大知�ダイリン 河野 通文 日高 大沢育成牧場 B４２８－ ２１：１３．４１	 ３７１．２�
４７ バトルデーオ 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥宮川 秋信氏 和田正一郎 登別 登別上水牧場 ４３６＋１２１：１４．１４ １０５．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，８４６，２００円 複勝： ４４，４４１，３００円 枠連： ２０，０６６，４００円

馬連： ８３，５４５，５００円 馬単： ５１，４０７，３００円 ワイド： ２９，６６６，９００円

３連複： ８７，０７９，９００円 ３連単： １６９，８１１，０００円 計： ５１２，８６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ３２０円 � １３０円 枠 連（２－５） １，７２０円

馬 連 �� １，７４０円 馬 単 �� ２，１３０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� １９０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� ９，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２６８４６２ 的中 � ９９２１０（１番人気）
複勝票数 計 ４４４４１３ 的中 � １５１３６５（１番人気）� ２０６１７（６番人気）� ９８９５１（２番人気）
枠連票数 計 ２００６６４ 的中 （２－５） ８６２３（４番人気）
馬連票数 計 ８３５４５５ 的中 �� ３５５２７（６番人気）
馬単票数 計 ５１４０７３ 的中 �� １７８５１（７番人気）
ワイド票数 計 ２９６６６９ 的中 �� ９９９５（８番人気）�� ５１５２０（１番人気）�� ５７６７（１５番人気）
３連複票数 計 ８７０７９９ 的中 ��� ３３６５９（４番人気）
３連単票数 計１６９８１１０ 的中 ��� １２９７０（２４番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．０―１１．５―１２．０―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．９―３４．４―４６．４―５８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．０
３ ・（７，８，１３）（２，６，１４）（４，５，１０，１５）（１，９，１２，１１）３ ４ ・（８，１３）７（２，６，１４）５（４，１０，１５）９（１，１２）（３，１１）

勝馬の
紹 介

スティールパス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．１２．５ 阪神１着

２００７．５．７生 牝４黒鹿 母 ロイヤルペルラ 母母 スターマイライフ １２戦３勝 賞金 ３９，３１４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔発走状況〕 スティールパス号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 スティールパス号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 カシノダイナマイト号・カゼノマイヒメ号



２１０５７ ７月３０日 晴 稍重 （２３新潟３）第５日 第９競走 ��
��１，２００�

てらどまり

寺 泊 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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

７１５ キングレオポルド 牡４鹿 ５７ 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ８１：０８．７ １．９�

１１ ピーエムヘクター 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信松山 毅氏 和田正一郎 安平 追分ファーム ４５８－ ２１：０８．９１� ３６．３�
７１３ カイシュウコロンボ 牡３青鹿５４ 北村 宏司飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４７０－ ２１：０９．１１� １６．４�
８１７ ウィルパワー 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５０－ ２１：０９．３１ ４．５�
３５ 	 セイウンリファイン 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B４８０－ ２１：０９．４� １５２．９�
３６ スイートライラ 牝５栗 ５５ 石橋 脩シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４６８－ ６１：０９．５� １５．１�
８１８ ピルケンハンマー 牡３鹿 ５４ 武 豊尾田左知子氏 梅田 智之 浦河 大成牧場 ４９８＋１２１：０９．６� ３２．５	
８１６ リネンパズル 牝４鹿 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４５６－ ４ 〃 ハナ ２３．８

７１４ ショウナンスマイル 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５０－ ２ 〃 ハナ ８．４�
１２ 
 フランキンセンス 牡４鹿 ５７ 中舘 英二加藤 厚子氏 松永 康利 新ひだか タツヤファーム ５１８－１０ 〃 クビ ３８．５�
６１１ エ ヴ ァ 牝５黒鹿５５ 蛯名 正義田原 邦男氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４３６－ ４１：０９．７� １１．１
４７ 
 ヘイハチプリンセス 牝５鹿 ５５ 嶋田 純次伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 �原 敏明 ４２８－ ８１：０９．９１� １９９．０�
２３ マコトローゼンボー 牡３黒鹿５４ 国分 恭介尾田左知子氏 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ８６．６�
６１２ フレンチミシル 牝３栗 ５２ 木幡 初広�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 ４６８± ０１：１０．０クビ ７４．９�
４８ 
 タマモユニヴァース 牡５栗 ５７ 大庭 和弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 ムラカミファーム ４９０－ ６ 〃 アタマ ２１１．０�
５９ 
 トキメキセイコー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４７２－１０１：１０．１� １３４．４�
５１０
 ハ ー ト マ ン 牡５黒鹿５７ 西田雄一郎副島 義久氏 大和田 成 日高 下河辺牧場 ４３８－ ６１：１０．３１� ５０２．１�
２４ � ナ エ マ 牝３鹿 ５２ 伊藤 工真浅瀬 義嗣氏 高橋 優子 新冠 村上 欽哉 ４２４± ０１：１０．９３� ４１３．４�

（金沢）

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，７２１，４００円 複勝： ７０，０６１，９００円 枠連： ２９，７６２，５００円

馬連： １０３，５８２，２００円 馬単： ６６，９４６，３００円 ワイド： ３９，８９５，２００円

３連複： １２０，３０９，６００円 ３連単： ２３８，９１４，５００円 計： ７０４，１９３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ７７０円 � ３８０円 枠 連（１－７） １，５４０円

馬 連 �� ３，７１０円 馬 単 �� ５，５１０円

ワ イ ド �� １，３２０円 �� ５７０円 �� ６，２６０円

３ 連 複 ��� １３，５００円 ３ 連 単 ��� ５７，９５０円

票 数

単勝票数 計 ３４７２１４ 的中 � １４４６２３（１番人気）
複勝票数 計 ７００６１９ 的中 � ３０８４６９（１番人気）� １４０５２（１０番人気）� ３２０７８（６番人気）
枠連票数 計 ２９７６２５ 的中 （１－７） １４２９１（６番人気）
馬連票数 計１０３５８２２ 的中 �� ２０６３４（１１番人気）
馬単票数 計 ６６９４６３ 的中 �� ８９７６（１７番人気）
ワイド票数 計 ３９８９５２ 的中 �� ７３３４（１４番人気）�� １８６３５（５番人気）�� １４７８（４８番人気）
３連複票数 計１２０３０９６ 的中 ��� ６５７９（３７番人気）
３連単票数 計２３８９１４５ 的中 ��� ３０４３（１６２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．１―１１．６―１１．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３３．９―４５．５―５７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングレオポルド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Nureyev デビュー ２００９．１０．４ 中山１着

２００７．２．２０生 牡４鹿 母 アイルドフランス 母母 Stella Madrid １３戦３勝 賞金 ４６，５０５，０００円

２１０５８ ７月３０日 晴 重 （２３新潟３）第５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；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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１５ タカオノボル 牡３黒鹿５４ 吉田 豊櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４４８＋２２１：５０．９ １４．２�

８１４ セ イ リ オ ス 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４７８＋ ６１：５１．０� ４．９�
７１２ ジェネラルノブレス 牡５栗 ５７ 大野 拓弥諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４９０－ ８１：５１．３１� １５．６�
２３ ヒラボクキング 牡４鹿 ５７ 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 ５２８＋ ６１：５１．６１� ２．９�
４７ キ ラ ウ エ ア 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ６ 〃 クビ ４．５�
１１ オメガスカイツリー 牡３黒鹿５４ 松岡 正海原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８２－ ４１：５２．０２	 ７．４	
６１１ ピュアチャプレット 牝５芦 ５５ 柴田 善臣吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ６ 〃 ハナ ６０．２

７１３ パ ク サ 牡３鹿 ５４ 武士沢友治加藤 信之氏 鈴木 康弘 浦河 藤春 修二 ５４２＋ ４ 〃 アタマ １２．２�
３５ ジールドリル 牡４鹿 ５７ 武 豊前田 幸治氏 小島 太 新冠 ノースヒルズマネジメント ５２８－ ２１：５２．１� ３０．５�
３４ ドリームリバイバル 牡６栗 ５７ 中谷 雄太セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４７４－１０１：５２．２	 １１５．０
４６ スパークルシチー 牡６黒鹿５７ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新冠 グリー牧場 B４８６＋ ６１：５２．３� ９４．３�
５８ テクニカルラン 牝５鹿 ５５ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３２－ ２１：５２．４クビ ３５．６�
２２ ローレルレヴァータ 
４鹿 ５７ 国分 恭介 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４５８＋ ６１：５４．３大差 ４７．１�
５９ アイノレグルス 牡６鹿 ５７ 中舘 英二馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４８０＋２０１：５５．３６ ９９．５�
６１０� メイクアダッシュ 牡７鹿 ５７ 西田雄一郎�谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４６６－ ４１：５６．０４ ２３２．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，６３９，０００円 複勝： ６７，６６０，９００円 枠連： ３０，２４０，７００円

馬連： １３６，７２２，９００円 馬単： ７８，１８７，３００円 ワイド： ４８，１４１，０００円

３連複： １５４，９３４，７００円 ３連単： ２７８，９０９，０００円 計： ８３１，４３５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ５７０円 � ２１０円 � ４６０円 枠 連（８－８） ４，４６０円

馬 連 �� ４，０８０円 馬 単 �� ７，８３０円

ワ イ ド �� １，８００円 �� ２，５５０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� １９，７００円 ３ 連 単 ��� １０７，１５０円

票 数

単勝票数 計 ３６６３９０ 的中 � ２０４４２（６番人気）
複勝票数 計 ６７６６０９ 的中 � ２７９９７（７番人気）� １０１４３１（３番人気）� ３５６４０（６番人気）
枠連票数 計 ３０２４０７ 的中 （８－８） ５０１０（１６番人気）
馬連票数 計１３６７２２９ 的中 �� ２４７３９（１５番人気）
馬単票数 計 ７８１８７３ 的中 �� ７３７３（２９番人気）
ワイド票数 計 ４８１４１０ 的中 �� ６６０１（１８番人気）�� ４６０１（２７番人気）�� ８８５４（１４番人気）
３連複票数 計１５４９３４７ 的中 ��� ５８０６（５９番人気）
３連単票数 計２７８９０９０ 的中 ��� １９２１（３１８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１２．３―１３．１―１２．８―１２．７―１２．７―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．０―３５．３―４８．４―１：０１．２―１：１３．９―１：２６．６―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．７―３F３７．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

タカオノボル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Touch Gold デビュー ２０１１．１．９ 京都７着

２００８．５．２生 牡３黒鹿 母 ゴールドプライシズライジング 母母 Indy Bold ６戦３勝 賞金 ２９，５０５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイクアダッシュ号は，平成２３年８月３０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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 ガナール号・ジャンナ号・スギノブレイド号・タクティクス号・メイショウブンブク号・リスキープラン号



２１０５９ ７月３０日 晴 稍重 （２３新潟３）第５日 第１１競走 ��
��１，６００�新 潟 日 報 賞

発走１５時４５分 （芝・左・外）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以
上５７�，牝馬２�減

新潟日報賞（１着）
賞 品

本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７９ トゥニーポート 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４５６＋ ６１：３３．３ ８．８�

５６ � ランリョウオー 牡４黒鹿５７ 武 豊吉田 和美氏 橋田 満 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

４７６＋ ２１：３３．４� １．３�
１１ ミクロコスモス 牝５鹿 ５５ 福永 祐一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５００＋２２ 〃 アタマ ９．２�
８１２ ミッキーチアフル 牡６鹿 ５７ 柴田 大知野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０６＋ ６１：３４．０３	 ９．９�
８１１ ロードアリエス 牡６黒鹿５７ 中舘 英二 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ５１６＋ ６ 〃 クビ ３３．５�
４４ 
 アロマンシェス 牡７鹿 ５７ 横山 義行伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６０＋ ２１：３４．１	 １２５．２	
６７ 
 サクラネクスト 牡７栗 ５７ 北村 宏司�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４６６－ ６ 〃 クビ １８．６

２２ オオトリオウジャ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 牧浦 充徳 三石 幌村牧場 ５０８＋ ４１：３４．５２	 ４４．７�
６８ トーホウカイザー 牡６黒鹿５７ 石橋 脩東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４９２＋ ６１：３４．７１� ３３．７�
７１０ ピエナポパイ 牡６栗 ５７ 江田 照男本谷 兼三氏 木原 一良 浦河 岡本牧場 ５２４＋１６１：３５．１２	 １４３．８
３３ アキノパンチ 牡７鹿 ５７ 西田雄一郎穐吉 正孝氏 日吉 正和 静内 松田 三千雄 ５０６＋１０１：３５．６３ ３００．５�

（１１頭）
５５ ピースピース 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義��昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４７０＋ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ７２，８１３，１００円 複勝： １７２，８２６，５００円 枠連： ３８，９６３，９００円

馬連： １８６，８９５，６００円 馬単： １４９，２８８，３００円 ワイド： ６５，５１７，７００円

３連複： １９５，３０９，６００円 ３連単： ５７８，４４４，４００円 計： １，４６０，０５９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ２１０円 枠 連（５－７） ５００円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ７６０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� １，０７０円 ３ 連 単 ��� ８，５７０円

票 数

単勝票数 差引計 ７２８１３１（返還計 １０３２０） 的中 � ６５６７５（２番人気）
複勝票数 差引計１７２８２６５（返還計 １６４４３） 的中 � ９８７６１（３番人気）� １２４３７１８（１番人気）� ８０４１３（５番人気）
枠連票数 差引計 ３８９６３９（返還計 １９８６８） 的中 （５－７） ５８６４３（３番人気）
馬連票数 差引計１８６８９５６（返還計２００７４５） 的中 �� ２９１８８７（２番人気）
馬単票数 差引計１４９２８８３（返還計１４２８０９） 的中 �� ６８９２８（５番人気）
ワイド票数 差引計 ６５５１７７（返還計 ５２４２９） 的中 �� ８３８３８（２番人気）�� １７５８８（１１番人気）�� ６５３８１（４番人気）
３連複票数 差引計１９５３０９６（返還計３９８３８４） 的中 ��� １３５３３６（４番人気）
３連単票数 差引計５７８４４４４（返還計１１０９９８８） 的中 ��� ４９８４５（２４番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．７―１２．０―１１．８―１１．３―１０．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．４―４７．４―５９．２―１：１０．５―１：２１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．１
３ ９，１１－１，１２（６，７）（３，４，８）（２，１０） ４ ９，１１－１（６，７，１２）－（３，４，８）（２，１０）

勝馬の
紹 介

トゥニーポート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００９．７．２５ 小倉２着

２００７．４．１１生 牝４黒鹿 母 ピサノロッセル 母母 サチノステップ ２０戦５勝 賞金 ８６，１１６，０００円
〔競走除外〕 ピースピース号は，装鞍所で転倒し，疾病〔左寛跛行〕を発症したため競走除外。

２１０６０ ７月３０日 晴 稍重 （２３新潟３）第５日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１８ イッツスパーブ 牝３鹿 ５２ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４６２± ０１：４６．６ １９．３�

６１１ オールザットジャズ 牝３鹿 ５２ 武 豊市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４５８＋ ６ 〃 クビ ８．８�
３５ クリスティロマンス 牝４黒鹿５５ 福永 祐一 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム ４５６＋ ４１：４６．７� ２．４�
１２ ウインクリアビュー 牝４栗 ５５ 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４６０＋ ２ 〃 ハナ １０．１�
７１５ グァンタナメラ 牝４黒鹿５５ 石橋 脩齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４６０＋ ６１：４６．９１ ８．１�
２３ ビコーペグー 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義�レジェンド 堀井 雅広 新ひだか 山口 修二 ４６２－ ４１：４７．０� ５．３	
５９ アプレレクール 牝３青鹿５２ 松岡 正海 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：４７．１� １７．０

２４ � キ イ レ 牝４鹿 ５５ 木幡 初広小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 富田牧場 ４６２－ ２１：４７．３� ３５．４�
４８ マロノヴィーナス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次�RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：４７．４� ２２３．８�
６１２ アルファメガハート 牝６鹿 ５５ 伊藤 工真�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４６２＋１２１：４７．６１� ２１２．０
４７ トップオブプレイズ 牝３鹿 ５２

４９ ▲平野 優関 駿也氏 宗像 義忠 日高 野口牧場 ４９６＋ ４１：４７．７� ９２．０�
５１０ ブラックジョーク 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥山上 和良氏 和田正一郎 浦河 一珍棒牧場 ４７６－ ４１：４８．０１� ２８５．４�
７１４� アトムスパンカー 牝５青鹿５５ 江田 照男永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ １２７．５�
８１６ ユメノトキメキ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４５４－ ６１：４８．３１� １４．８�
１１ ラジャポネーズ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 日高 正和山本牧場 ４３８－ ８ 〃 クビ ４５．８�
８１７ レインボーシューズ 牝３鹿 ５２ 田中 勝春吉田 哲哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４２８＋ ４１：４８．４� ３１．１�
３６ アイアムエレガント 牝３黒鹿５２ 村田 一誠堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９０＋ ６１：４８．５� ４２．４�

（１７頭）
７１３ タイキシムーン 牝５栗 ５５ 柴田 善臣�大樹ファーム 高橋 祥泰 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０６－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４６，０２１，９００円 複勝： ７１，４４６，９００円 枠連： ３８，４７８，２００円

馬連： １４４，４６５，３００円 馬単： ７８，３５９，２００円 ワイド： ５３，２４４，０００円

３連複： １６９，９９１，１００円 ３連単： ３２５，４２０，９００円 計： ９２７，４２７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９３０円 複 勝 � ４２０円 � ２９０円 � １５０円 枠 連（６－８） ２，６８０円

馬 連 �� ８，９４０円 馬 単 �� １９，９９０円

ワ イ ド �� ２，７６０円 �� １，０５０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ７，８２０円 ３ 連 単 ��� ７６，６６０円

票 数

単勝票数 差引計 ４６０２１９（返還計 １４０６） 的中 � １８７９９（８番人気）
複勝票数 差引計 ７１４４６９（返還計 ２９２４） 的中 � ３５９９０（８番人気）� ５７５２８（５番人気）� １７１０１７（１番人気）
枠連票数 計 ３８４７８２ 的中 （６－８） １０６２５（１３番人気）
馬連票数 差引計１４４４６５３（返還計 １１２２４） 的中 �� １１９３４（３０番人気）
馬単票数 差引計 ７８３５９２（返還計 ７８１８） 的中 �� ２８９３（６６番人気）
ワイド票数 差引計 ５３２４４０（返還計 ５８４５） 的中 �� ４５３１（３２番人気）�� １２５７５（９番人気）�� ２０６０５（４番人気）
３連複票数 差引計１６９９９１１（返還計 ２４９８６） 的中 ��� １６０６２（２１番人気）
３連単票数 差引計３２５４２０９（返還計 ４７３４１） 的中 ��� ３１３３（２２４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．５―３５．０―４７．３―５９．７―１：１１．７―１：２３．４―１：３４．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イッツスパーブ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１７ 新潟１３着

２００８．４．２３生 牝３鹿 母 シュペリユール 母母 ファビラスラフイン １４戦２勝 賞金 １９，９６０，０００円
〔競走除外〕 タイキシムーン号は，枠内駐立不良〔立上る・転倒〕。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻６分遅延。
〔制裁〕 ウインクリアビュー号の騎手北村宏司は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タイキシムーン号は，平成２３年７月３１日から平成２３年８月２９日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。



（２３新潟３）第５日 ７月３０日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １８９頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１８２，６２０，０００円
１３，９５０，０００円
１，５８０，０００円
１７，３００，０００円
６４，０７３，０００円
４，９１４，０００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
３４５，０７４，３００円
６４９，７１８，２００円
２６５，０１８，１００円
９６７，６５０，８００円
６３９，５０３，８００円
３７３，９２１，８００円
１，１２２，７５５，８００円
２，２３５，２８３，６００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 ６，５９８，９２６，４００円

総入場人員 ７，０８５名 （有料入場人員 ５，９５０名）


