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２４００１ ８月１３日 曇 良 （２３新潟４）第１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

３４ ノボピュアリティ 牝２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 ４６４＋ ２１：１３．１ １０．３�

２２ レッドオスカー 牝２青鹿５４ 柴田 善臣桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４７８－ ４１：１３．３１� ２５．２�
１１ ナムラビーム 牝２芦 ５４ 石橋 脩奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 ４３０± ０１：１３．４� ７０．０�
６１１ 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 ４４２＋１０１：１３．６１� ４９．０�
４６ テイエムデジタル 牡２鹿 ５４ 小林 淳一竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋１０ 〃 ハナ １２０．８�
８１５ 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 ４５２＋ ４１：１３．８１� ２．８	
８１４ ランドフォール 牡２鹿 ５４ 吉田 豊大社 聡氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 ４６４＋１０１：１３．９クビ ９．９

７１３ 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 ４３６＋ ４１：１４．２２ ３１９．６�
５９ ダ ー ル マ ン 牡２黒鹿５４ 大野 拓弥小池 繁徳氏 松永 康利 浦河 ハッピーネ

モファーム ４７２＋ ６ 〃 ハナ ７５．９�
６１０ デリケートアーチ 牝２栃栗５４ 中舘 英二 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム ４５２＋１２１：１４．３� ２６．２
３５ グリマルディ 牡２栗 ５４ 北村 宏司石川 眞実氏 鈴木 伸尋 新冠 前川 隆範 ４８８± ０１：１５．０４ １８８．５�
７１２ シシリアンルージュ 牝２栗 ５４ 松岡 正海�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 荻伏服部牧場 ４２６－ ６１：１５．１� ２．９�
２３ シ ェ リ フ 牡２黒鹿５４ 伊藤 工真星野 壽市氏 保田 一隆 新ひだか 藤吉牧場 ４４２－ ４１：１５．３１ ２８７．０�
４７ キ タ ル フ ァ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 土田 扶美子 ４２８－ ４１：１５．５１ ３５．６�
５８ エキゾチックバニラ 牝２芦 ５４ 石神 深一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４０± ０１：１６．２４ ５．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，６３９，０００円 複勝： ３５，８２７，６００円 枠連： １２，９０６，７００円

馬連： ４３，８１５，５００円 馬単： ３１，７７１，８００円 ワイド： １９，７８２，３００円

３連複： ６０，４８１，８００円 ３連単： ９７，８５９，１００円 計： ３１７，０８３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ４００円 � ９８０円 � ２，３１０円 枠 連（２－３） ８，８７０円

馬 連 �� ８，３８０円 馬 単 �� １６，１１０円

ワ イ ド �� ２，７１０円 �� ７，３４０円 �� ７，８００円

３ 連 複 ��� ８７，０１０円 ３ 連 単 ��� ５９６，８６０円

票 数

単勝票数 計 １４６３９０ 的中 � １１２７０（５番人気）
複勝票数 計 ３５８２７６ 的中 � ２６３２２（４番人気）� ９３３３（８番人気）� ３７７５（１０番人気）
枠連票数 計 １２９０６７ 的中 （２－３） １０７５（２０番人気）
馬連票数 計 ４３８１５５ 的中 �� ３８６０（２３番人気）
馬単票数 計 ３１７７１８ 的中 �� １４５６（４２番人気）
ワイド票数 計 １９７８２３ 的中 �� １８１９（２５番人気）�� ６６０（４０番人気）�� ６２０（４１番人気）
３連複票数 計 ６０４８１８ 的中 ��� ５１３（１１９番人気）
３連単票数 計 ９７８５９１ 的中 ��� １２１（６８０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．６―１２．６―１２．４―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．３―４６．９―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボピュアリティ �
�
父 ノボトゥルー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１１．７．３０ 新潟５着

２００９．４．１１生 牝２鹿 母 ノ ボ キ ッ ス 母母 ライズキッス ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００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。
（非抽選馬） ２頭 カシノベイブレード号・リズムディヴァイン号

２４００２ ８月１３日 曇 良 （２３新潟４）第１日 第２競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０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

８１４ 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 ５３０＋ ４１：２２．３ １７．５�

６１０ コスモアンドロメダ 牝２黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム ４４０＋ ４ 〃 クビ ２７．８�
２２ ミスワールド 牝２鹿 ５４ 木幡 初広村田 哲朗氏 坂本 勝美 浦河 小倉牧場 ４５６－ ２１：２２．４クビ ４０９．３�
４５ シルクドリーマー 牡２鹿 ５４ 北村 宏司有限会社シルク音無 秀孝 浦河 笠松牧場 ４４６＋ ６１：２２．５� ３．０�
３３ フォルテリコルド 牡２鹿 ５４ 吉田 豊 �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± ０１：２２．６� １３．２�
４６ スカイコンフォート 牡２青鹿５４ 田辺 裕信小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム ４４６－ ２１：２２．７� ４０．３�
１１ スプリングピース 牡２栗 ５４ 福永 祐一廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４６８－ ６１：２２．９１� ９．５	
３４ ハタノアブソルート 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �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 ５０４＋ ２ 〃 ハナ １３．７

７１２ フロイントシャフト 牡２鹿 ５４ 江田 照男宮崎忠比古氏 田中 清隆 浦河 本巣牧場 ４５４－ ６１：２３．３２� ４．８�
５８ マイネルドメニカ 牡２栗 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ２ 〃 ハナ ３．８
５７ ライムフレーバー 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 和田 正道 新ひだか 真歌田中牧場 ４２２－ ６１：２３．７２� ４０．７�
７１１ カルメンズサン 牡２栗 ５４ 小林 淳一 �荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４４０＋ ４ 〃 クビ ３５６．７�
６９ ディアボンボン 牡２鹿 ５４ 中舘 英二ディアレスト 水野 貴広 新冠 中本 隆志 ４４４－ ２１：２３．８クビ ２１．６�
８１３ ブ リ ッ サ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 新冠伊藤牧場 B４６２－ ２ 〃 クビ ２３８．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，８４１，１００円 複勝： ３０，９３５，０００円 枠連： １１，７８０，６００円

馬連： ４３，８９１，３００円 馬単： ２８，９２５，４００円 ワイド： １９，７７３，６００円

３連複： ５６，２８１，４００円 ３連単： ８６，６９７，２００円 計： ２９４，１２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７５０円 複 勝 � ６６０円 � ６７０円 � ７，４３０円 枠 連（６－８） ６，１９０円

馬 連 �� １９，７００円 馬 単 �� ３７，３２０円

ワ イ ド �� ４，９６０円 �� ５２，６３０円 �� ３５，６３０円

３ 連 複 ��� １，８８７，９９０円 ３ 連 単 ��� ３，５５４，５９０円

票 数

単勝票数 計 １５８４１１ 的中 � ７１３９（７番人気）
複勝票数 計 ３０９３５０ 的中 � １２７８８（８番人気）� １２６３７（９番人気）� １０１７（１３番人気）
枠連票数 計 １１７８０６ 的中 （６－８） １４０５（２２番人気）
馬連票数 計 ４３８９１３ 的中 �� １６４５（４６番人気）
馬単票数 計 ２８９２５４ 的中 �� ５７２（８４番人気）
ワイド票数 計 １９７７３６ 的中 �� ９９０（４４番人気）�� ９２（８３番人気）�� １３６（７３番人気）
３連複票数 計 ５６２８１４ 的中 ��� ２２（３２９番人気）
３連単票数 計 ８６６９７２ 的中 ��� １８（１５０７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．０―１１．７―１２．２―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３３．９―４５．６―５７．８―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクブルックリン �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 Benny the Dip デビュー ２０１１．７．３０ 新潟７着

２００９．２．２０生 牡２黒鹿 母 シルクロマンス 母母 ラ ロ マ ン ス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※ライムフレーバー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第４回　新潟競馬　第１日



２４００３ ８月１３日 曇 良 （２３新潟４）第１日 第３競走 ��２，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

２：１１．６
２：１０．１

良

良

３６ トップモースト 牡３栗 ５６
５３ ▲小野寺祐太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４２８－１２２：１４．４ ７．１�

７１４ ダイワコルツ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３８± ０２：１４．５� １３．８�
８１８ 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± ０２：１４．７１� １０．３�
８１７ ハンプトンコート 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 むかわ 上水牧場 ４３４＋ ２２：１５．０２ ６．４�
８１６ モンドナハト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 増本牧場 ４４０＋ ２２：１５．１� ８．０�
２３ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 B４８２－ ４２：１５．４１� ２．５	
１２ サウンドジャーニー 牡３栗 ５６ 松岡 正海増田 雄一氏 安達 昭夫 日高 日高大洋牧場 ４６２－ ４２：１５．６１� ２４．６

５１０ ギ ャ バ ン �３鹿 ５６ 石橋 脩木浪 巖氏 鮫島 一歩 新冠 大栄牧場 ４２８－１４２：１５．８１ ２８．６�
４８ ヤングチョウサン 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４３４± ０２：１６．０１� ６４．３�
７１５ ヌ チ バ ナ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二吉田 正志氏 松山 康久 安平 追分ファーム ４７４－ ６２：１６．４２� ９．８
２４ シャンドゥリエ 牡３芦 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４２８± ０２：１６．５� ９０．６�
５９ ボンドストリート �３鹿 ５６ 伊藤 工真岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド ４９４－ ４２：１６．６� ５６．９�
３５ ミキノバロンドール 牡３栗 ５６ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 浦河 浦河育成牧場 ４８２－ ４２：１６．９１� ７０．７�
７１３ トーアプルメリア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優高山ランド� 鈴木 勝美 豊浦トーア牧場 ４５０＋ ８ 〃 クビ １７９．０�
４７ ジャンピンジャック 牡３鹿 ５６ 小林 淳一佐々木 徹氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム ４６４± ０２：１７．２１� ２７０．２�
６１１ トウカイエスパー 牡３栗 ５６ 田中 勝春内村 正則氏 栗田 徹 新冠 長浜牧場 B４６２－ ６ 〃 クビ １１０．２�
１１ プリティピンク 牝３栗 ５４ 中谷 雄太長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４１４－１０２：１９．５大差 ２９７．６�
６１２ スマイルフォンテン 牝３栗 ５４ 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド ４６６－ ２２：１９．７１� ３９０．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，６６８，１００円 複勝： ３３，０５４，８００円 枠連： １８，７３５，９００円

馬連： ４５，０３３，３００円 馬単： ２８，５２３，３００円 ワイド： ２０，８２５，１００円

３連複： ６１，４９２，５００円 ３連単： ８９，８１８，７００円 計： ３１３，１５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２９０円 � ４６０円 � ３６０円 枠 連（３－７） １，５９０円

馬 連 �� ４，４７０円 馬 単 �� ８，７８０円

ワ イ ド �� １，４６０円 �� １，８５０円 �� ２，６７０円

３ 連 複 ��� ２２，５３０円 ３ 連 単 ��� １１２，７４０円

票 数

単勝票数 計 １５６６８１ 的中 � １７６０２（３番人気）
複勝票数 計 ３３０５４８ 的中 � ３２６３５（４番人気）� １８０８９（７番人気）� ２４７０９（６番人気）
枠連票数 計 １８７３５９ 的中 （３－７） ８７０４（７番人気）
馬連票数 計 ４５０３３３ 的中 �� ７４３６（１８番人気）
馬単票数 計 ２８５２３３ 的中 �� ２３９８（３２番人気）
ワイド票数 計 ２０８２５１ 的中 �� ３５５０（１６番人気）�� ２７７８（２１番人気）�� １８９８（２７番人気）
３連複票数 計 ６１４９２５ 的中 ��� ２０１５（６６番人気）
３連単票数 計 ８９８１８７ 的中 ��� ５８８（３１８番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．６―１１．３―１２．３―１３．１―１２．６―１２．６―１２．５―１２．１―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２３．６―３４．９―４７．２―１：００．３―１：１２．９―１：２５．５―１：３８．０―１：５０．１―２：０１．８

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

トップモースト �
�
父 ザッツザプレンティ �

�
母父 タマモクロス デビュー ２０１０．８．１ 新潟１７着

２００８．４．９生 牡３栗 母 トップビクトリア 母母 ライトオンタイム １３戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
〔制裁〕 コスモソユーズ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１番への進路

影響）
〔その他〕 プリティピンク号は，１コーナーで他の馬の影響を受けたため，「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〕 スマイルフォンテン号は，平成２３年９月１３日まで平地競走に出走できない。

２４００４ ８月１３日 雨 稍重 （２３新潟４）第１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）

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

５８ リベラルアーツ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２－ ２１：５３．４ ３．４�

８１５ ジャパンプライド 牡３鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４６４＋ ２１：５４．０３� ５．８�

１１ レットミーノー 牡３鹿 ５６
５３ ▲平野 優石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４６０± ０１：５４．３１� ４．４�

２２ バ ル ボ ア 牡３芦 ５６ 中舘 英二吉田 和美氏 牧 光二 平取 二風谷ファーム ４７４－ ４１：５４．６１� ７．６�
４６ レッドアーガス 牡３栗 ５６ 江田 照男 �東京ホースレーシング 河野 通文 浦河 梅田牧場 ５４２－１０ 〃 クビ １８．２�
５９ コスモゴールデン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 ４９４± ０１：５４．７クビ ５．２	
８１４ レールスプリッター 牡３鹿 ５６ 北村 宏司 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４８６－１４ 〃 ハナ １１１．９

４７ キングダリア 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 佐藤 信広 ４７４± ０１：５５．２３ ２３．８�
２３ トーホウベスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 静内フジカワ牧場 ５０６＋１０１：５５．３� １２．７�
３５ サマーサルサ 牝３黒鹿５４ 武士沢友治セゾンレースホース� 畠山 吉宏 新ひだか グランド牧場 ５１４－ ６１：５５．４� ６３．２
７１３ エーブマンガン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 日高 山田 政宏 ４４２± ０１：５６．０３� ４３９．９�
７１２ ウインベルフラワー 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太�ウイン 小島 茂之 新冠 川島牧場 ４８６＋１２ 〃 クビ １２９．４�
６１１ ランドムテキ 牡３芦 ５６ 西田雄一郎木村 昌三氏 本間 忍 日高 日西牧場 B４７６＋ ４ 〃 ハナ ２１３．７�
６１０ シルクマグナム 牡３芦 ５６ 大庭 和弥有限会社シルク保田 一隆 日高 ヤナガワ牧場 ４６２－ ６１：５６．１� ２４６．４�
３４ ワ ス カ ラ ン �３黒鹿５６ 石橋 脩岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 山際 辰夫 ４８０－１６１：５６．３１ ４７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，９７９，１００円 複勝： ３８，２４２，６００円 枠連： １５，１０１，６００円

馬連： ４７，７４４，７００円 馬単： ３１，４４８，８００円 ワイド： ２１，１２４，８００円

３連複： ６３，５６２，８００円 ３連単： ９６，６７５，５００円 計： ３３２，８７９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（５－８） ５３０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ２７０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ５，７３０円

票 数

単勝票数 計 １８９７９１ 的中 � ４４２５４（１番人気）
複勝票数 計 ３８２４２６ 的中 � ７９７５５（１番人気）� ６２４４９（３番人気）� ７５３３７（２番人気）
枠連票数 計 １５１０１６ 的中 （５－８） ２１３２４（２番人気）
馬連票数 計 ４７７４４７ 的中 �� ３９９９１（２番人気）
馬単票数 計 ３１４４８８ 的中 �� １３１１６（３番人気）
ワイド票数 計 ２１１２４８ 的中 �� １８０８４（２番人気）�� ２０５４８（１番人気）�� １１２０８（４番人気）
３連複票数 計 ６３５６２８ 的中 ��� ４６２３０（１番人気）
３連単票数 計 ９６６７５５ 的中 ��� １２４６２（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１２．６―１３．４―１２．８―１２．５―１２．９―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３６．４―４９．８―１：０２．６―１：１５．１―１：２８．０―１：４０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リベラルアーツ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１０．８．２２ 新潟７着

２００８．５．９生 牡３黒鹿 母 シェープアップ 母母 Life Out There １０戦１勝 賞金 ８，８２０，０００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 コスモチャートイン号



２４００５ ８月１３日 晴 良 （２３新潟４）第１日 第５競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０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 アドマイヤリリーフ 牡２青鹿５４ 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８ ―１：３７．１ ３３．７�

３６ エーシングランダム 牝２黒鹿５４ 北村 宏司�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 ４７６ ― 〃 クビ ７．６�
３５ パスパルトゥー 牝２栗 ５４ 柴田 善臣�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２８ ―１：３７．２クビ ７．３�
６１２ アポロドーロス 牡２鹿 ５４ 吉田 豊アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４６４ ―１：３７．５１� ５．５�
２４ ホッコーキンツル 牡２鹿 ５４ 飯田 祐史矢部 幸一氏 飯田 明弘 新ひだか 土田 扶美子 ４３６ ―１：３７．６� １８６．３�
８１７ トキノベストマッチ 牡２栗 ５４ 福永 祐一田中 準市氏 昆 貢 新ひだか 武 牧場 ４６２ ―１：３７．９１� ４．１�
７１３� エ ク チ ュ ア 牡２鹿 ５４ 石橋 脩前田 幸治氏 矢作 芳人 英 Value

Bloodstock ４４４ ―１：３８．０� ６４．６	
５９ ユキノアイリス 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 ４９６ ― 〃 クビ ４７．７

６１１ ラインシルビア 牝２黒鹿５４ 中舘 英二大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：３８．１クビ ８．１�
７１５ スズノライジン 牡２黒鹿５４ 大野 拓弥小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ４９４ ―１：３８．９５ １７．６�
８１８ ルチルマニッシュ 牝２栗 ５４ 江田 照男北所 直人氏 矢野 英一 新ひだか 見上牧場 ４５２ ―１：３９．０クビ １４９．８
１２ ヒカルソラフネ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義�橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：３９．２１� １２．２�
１１ フォルトファーレン 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：３９．４１	 ５．９�
２３ ワイワイガヤガヤ 牡２栗 ５４ 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 ５２６ ―１：３９．６１	 ８５．１�
５１０ ホクテンリステル 牡２鹿 ５４ 武士沢友治小川 幸助氏 石毛 善彦 浦河 マミーファーム ４７８ ―１：３９．８１ ３８９．９�
４７ イーグルストーン 牡２鹿 ５４ 伊藤 工真石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４６８ ― 〃 ハナ ３０．７�
７１４ ミルクトゥース 牝２黒鹿５４ 大庭 和弥三宅 勝俊氏 中川 公成 浦河 金成吉田牧場 ４８０ ―１：４０．８６ ２３３．７�
４８ リコンストラクト 牝２栗 ５４ 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ３８６ ―１：４１．４３� ４７４．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，４６２，４００円 複勝： ２９，６６６，３００円 枠連： ２１，００３，８００円

馬連： ４６，２５７，７００円 馬単： ３２，５３５，８００円 ワイド： １８，９８６，４００円

３連複： ６２，０５３，０００円 ３連単： ９２，２３４，２００円 計： ３２０，１９９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３７０円 複 勝 � ８９０円 � ２４０円 � ２６０円 枠 連（３－８） ６７０円

馬 連 �� １１，５６０円 馬 単 �� ２５，９１０円

ワ イ ド �� ２，６８０円 �� ４，０３０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ２２，９７０円 ３ 連 単 ��� ２３４，７３０円

票 数

単勝票数 計 １７４６２４ 的中 � ４０８９（１０番人気）
複勝票数 計 ２９６６６３ 的中 � ７２３８（１１番人気）� ３７１７１（３番人気）� ３２２９７（４番人気）
枠連票数 計 ２１００３８ 的中 （３－８） ２３１４８（３番人気）
馬連票数 計 ４６２５７７ 的中 �� ２９５５（３３番人気）
馬単票数 計 ３２５３５８ 的中 �� ９２７（７５番人気）
ワイド票数 計 １８９８６４ 的中 �� １７０９（３１番人気）�� １１２３（４５番人気）�� ６４８６（６番人気）
３連複票数 計 ６２０５３０ 的中 ��� １９９４（６６番人気）
３連単票数 計 ９２２３４２ 的中 ��� ２９０（６２４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．７―１２．９―１２．４―１１．６―１０．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．３―３７．０―４９．９―１：０２．３―１：１３．９―１：２４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤリリーフ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Danehill 初出走

２００９．１．２２生 牡２青鹿 母 マイベストスター 母母 My First Star 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 キョウワアマテラス号

２４００６ ８月１３日 晴 稍重 （２３新潟４）第１日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

６１０ エイブルサクセス 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５４４－ ２１：１１．９ ５．４�

３４ ノ ア ノ ア 牝３芦 ５４ 福永 祐一M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４８６－ ６１：１２．３２� ８．６�
２２ ラストメッセージ 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４３０＋ ４１：１２．４� ２．４�
７１２ アーバンアスリート 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４４８－ ２１：１２．８２� ９５．０�
６１１ 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 ４９８－ ４１：１２．９� １１．０�
４７ � サムデイワンデイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人吉田 好雄氏 手塚 貴久 愛 River
Downs Stud B４５２± ０１：１３．０� ７３．９�

８１５ タケデンエメラルド 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太武市 弘氏 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 ４１４－ ６１：１３．１クビ ３２．４�

３５ サマーマリブ 牝３栗 ５４ 江田 照男セゾンレースホース	 根本 康広 新ひだか 友田牧場 ４６０＋１６ 〃 クビ １３．６

２３ 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± ０１：１３．３� ４．５�
４６ クイーンザリッチ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥前田 榮生氏 和田 正道 浦河 細道牧場 ４８４± ０１：１３．６２ ９７．２�
１１ パ イ シ ー ズ 牝３栗 ５４ 松岡 正海名古屋友豊	 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４６２－１０１：１３．９２ ８８．７
５９ タケデンゴールド 牡３栗 ５６ 中舘 英二武市 弘氏 武市 康男 浦河 安藤牧場 ４３２－ ８１：１４．２１� １８．２�
７１３ ダイワエタニティー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治大城 敬三氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４４４＋ ６１：１４．３� ２８２．３�
８１４ ノースランド 牡３黒鹿５６ 吉田 豊野口 弘司氏 伊藤 大士 新ひだか 畠山牧場 ４２２－２２１：１６．５大差 １５５．０�
５８ ライクアブリンク 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士吉田 和子氏 天間 昭一 新冠 若林牧場 ４６０ ―１：１６．７１	 ４１８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，４９０，０００円 複勝： ３９，４１６，６００円 枠連： １７，１３０，２００円

馬連： ４６，１８０，８００円 馬単： ３３，０８１，７００円 ワイド： ２１，８２６，１００円

３連複： ５８，７９３，８００円 ３連単： １０２，６６０，５００円 計： ３３９，５７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � １１０円 枠 連（３－６） ９７０円

馬 連 �� ２，２４０円 馬 単 �� ４，３５０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ３４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，８５０円 ３ 連 単 ��� １６，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２０４９００ 的中 � ３００６５（３番人気）
複勝票数 計 ３９４１６６ 的中 � ５１８３４（３番人気）� ３５８０９（４番人気）� １３９７０２（１番人気）
枠連票数 計 １７１３０２ 的中 （３－６） １３０７７（４番人気）
馬連票数 計 ４６１８０８ 的中 �� １５２５６（１０番人気）
馬単票数 計 ３３０８１７ 的中 �� ５６２０（１６番人気）
ワイド票数 計 ２１８２６１ 的中 �� ６１２３（１０番人気）�� １７２１４（２番人気）�� １２９３５（３番人気）
３連複票数 計 ５８７９３８ 的中 ��� ２３４７０（５番人気）
３連単票数 計１０２６６０５ 的中 ��� ４６１７（３７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．５―１２．６―１２．３―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３４．０―４６．６―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイブルサクセス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１１．６．５ 東京９着

２００８．４．５生 牡３鹿 母 カネヤマシカダ 母母 ハローヘレン ３戦１勝 賞金 ５，２８０，０００円
〔発走状況〕 タケデンゴールド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 タケデンゴールド号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノースランド号・ライクアブリンク号は，平成２３年９月１３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。
（非当選馬） ２頭 ベルウッドショット号・ボビーバローズ号
（非抽選馬） ４頭 クイーンエステル号・スナン号・テイエムサウスダン号・ラブガール号



２４００７ ８月１３日 晴 良 （２３新潟４）第１日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

８１７ キッズチェイサー 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲平野 優瀬谷 �雄氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４６８＋１２ ５６．４ ２．６�

２３ 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 ４９０＋ ６ ５６．８２� ４．１�
７１４ ディープインアスク 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４５６－ ２ ５６．９� ６．４�
８１８ ラ デ ュ レ 牝３栗 ５４ 福永 祐一�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント B４４６＋ ４ ５７．１１� １０．５�
７１３ プレジャーカフェ 牝３栗 ５４ 二本柳 壮西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４２６－ ４ 〃 クビ ３９７．２�
５１０ ニシノハピエン 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B４１８＋ ２ ５７．２� ５．４	
５９ 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± ０ 〃 アタマ ２０．２

６１２ サンマルフェアー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人相馬 勇氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B４０６－ ２ ５７．４� １５．９�
８１６ スカイセルヴァ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥 �スカイツリーレーシング 田中 剛 新ひだか 平野牧場 ４３６＋１４ ５７．５� １１２．５
７１５ シークスピナー 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎池住 安信氏 保田 一隆 新ひだか 森 政巳 ４２６± ０ ５８．２４ ７１．３�
６１１ マッハスリー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広浜野順之助氏 松山 将樹 浦河 村下牧場 ４３４－ ４ 〃 クビ １６１．１�
４７ フィーバーフュー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 伊藤 大士 新冠 八木 常郎 ４３２＋ ４ ５８．３クビ ３５．３�
３６ ヒカリエンジェル 牝３黒鹿５４ 伊藤 工真�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ４３６＋ ６ ５８．６１� ２９８．３�
１１ カワキタハーツ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治川島 吉男氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４６０－ ２ ５９．０２� １７９．４�
４８ ミルキーマム 牝３青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４６８＋１８ ５９．３１� ３３２．２�
３５ トウカイエポック 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４４０ ―１：００．４７ ３８５．６�
１２ ウ ネ メ 牝３黒鹿５４ 石神 深一澤田 新吾氏 中島 敏文 新冠 競優牧場 ３７８± ０１：００．６１� ３１５．２�
２４ オオトリオディール 牝３青鹿５４ 小林 淳一鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 石栗 龍彦 浦河 浦河育成牧場 ４１２ ―１：０２．６大差 ２６２．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，８７３，１００円 複勝： ３２，１７５，５００円 枠連： １７，０７１，２００円

馬連： ５０，６８３，７００円 馬単： ３６，９０６，４００円 ワイド： ２１，６２１，５００円

３連複： ６４，１８８，０００円 ３連単： １１３，７３３，６００円 計： ３５８，２５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ２００円 枠 連（２－８） ５１０円

馬 連 �� ６８０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ３５０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ４，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２１８７３１ 的中 � ６６９０１（１番人気）
複勝票数 計 ３２１７５５ 的中 � ８８６３１（１番人気）� ６０６３７（２番人気）� ３３２６２（４番人気）
枠連票数 計 １７０７１２ 的中 （２－８） ２５１３５（１番人気）
馬連票数 計 ５０６８３７ 的中 �� ５５３０８（１番人気）
馬単票数 計 ３６９０６４ 的中 �� ２７３７６（１番人気）
ワイド票数 計 ２１６２１５ 的中 �� ２２４８４（１番人気）�� １４９２１（３番人気）�� １２３９７（５番人気）
３連複票数 計 ６４１８８０ 的中 ��� ４２４０４（２番人気）
３連単票数 計１１３７３３６ 的中 ��� １７９６５（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．２―１０．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．６―３３．８―４４．１

上り４F４４．２－３F３３．８
勝馬の
紹 介

キッズチェイサー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー ２０１０．１０．３１ 東京２着

２００８．２．１５生 牝３黒鹿 母 ラヴァーズチェイス 母母 パルフェアムール ４戦１勝 賞金 ８，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウカイエポック号・ウネメ号・オオトリオディール号は，平成２３年９月１３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 トップデュタン号

２４００８ ８月１３日 晴 稍重 （２３新潟４）第１日 第８競走 ��１，８００�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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１０ レッドプラネット 牝４青鹿５５ 北村 宏司�コオロ 木村 哲也 日高 庄野牧場 ４８０＋ ４１：５２．０ ３．５�

５６ ブレイクチャンス 牡４鹿 ５７ 田中 勝春齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ５０２± ０ 〃 ハナ １．７�
３３ 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 ４７６－ ４１：５３．１７ １１．１�
７１１ ベストオブケン 牡３黒鹿５４ 吉田 豊中西 宏彰氏 清水 英克 新冠 川上牧場 B４５６＋ ８１：５３．２� ４９．１�
１１ � エイコオレジェンド 牡４黒鹿５７ 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B４７２＋ ６１：５３．４� ２０１．７�
４４ モ ン ク 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B４９６＋ ４１：５３．７１� ２３．２�
６８ � シャイニーベスト 牡４鹿 ５７

５４ ▲平野 優八百板俊一郎氏 鈴木 勝美 平取 雅 牧場 ４４６± ０１：５４．０１� １７．１	
８１３ トップストライド 牡３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４９２＋１４１：５４．２１� １１４．１

２２ シルクペガサス 牡６栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４４８－ ４１：５４．３� ２４．５�
６９ � キャプテンドレイク 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣松平 正樹氏 高橋 祥泰 日高 白井牧場 ５０２＋ ２１：５５．２５ １３１．５�
８１２ アリゾナアベニュー 牡６青鹿５７ 石橋 脩諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 酒井牧場 ５０８＋１６１：５５．３� １１６．２
４５ グランドチャペル 牡４黒鹿５７ 福永 祐一 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７０＋ ２１：５５．４� １７．６�
５７ クローゼシチー 牡３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 新ひだか 三石川上牧場 ４７４＋ ７１：５６．１４ ５０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，０７９，８００円 複勝： ７０，３７１，３００円 枠連： １６，９７９，７００円

馬連： ６０，８９３，２００円 馬単： ４８，８６５，４００円 ワイド： ２６，４０８，２００円

３連複： ６９，８８９，０００円 ３連単： １６６，１２９，４００円 計： ４８３，６１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １２０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（５－７） ２３０円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド �� １３０円 �� ３５０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ２，７８０円

票 数

単勝票数 計 ２４０７９８ 的中 � ５４９２３（２番人気）
複勝票数 計 ７０３７１３ 的中 � ９５２８７（２番人気）� ４５２６１１（１番人気）� ４６６００（３番人気）
枠連票数 計 １６９７９７ 的中 （５－７） ５５３６４（１番人気）
馬連票数 計 ６０８９３２ 的中 �� １８３４８７（１番人気）
馬単票数 計 ４８８６５４ 的中 �� ５０５４２（２番人気）
ワイド票数 計 ２６４０８２ 的中 �� ７５２８６（１番人気）�� １３９３７（３番人気）�� ２１９２４（２番人気）
３連複票数 計 ６９８８９０ 的中 ��� ８８５３１（１番人気）
３連単票数 計１６６１２９４ 的中 ��� ４４２４８（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．５―１２．９―１２．２―１２．１―１２．６―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．８―４９．７―１：０１．９―１：１４．０―１：２６．６―１：３８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドプラネット �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２００９．１２．１３ 中山５着

２００７．４．５生 牝４青鹿 母 レッドプライム 母母 スプラッシュクイン ２０戦２勝 賞金 ２３，９９０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２４００９ ８月１３日 晴 良 （２３新潟４）第１日 第９競走 ��１，８００�
と や の

鳥 屋 野 特 別
発走１４時３５分 （芝・左・外）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

３６ ビッグスマイル 牝３黒鹿５２ 松岡 正海大谷 高雄氏 領家 政蔵 新冠 小泉 学 ４３６± ０１：４５．７ ２．１�

６１２ オールザットジャズ 牝３鹿 ５２ 福永 祐一市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４６０＋ ２１：４６．４４ ３．０�
２３ ヌーベルバーグ 牝３鹿 ５２ 吉田 豊山本 英俊氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８２－１０１：４６．６１� ８．６�
８１７ デラコリーナ 牝３鹿 ５２ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４４６－１２１：４６．７� ６７．０�
３５ トウカイライフ 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３６＋ ２１：４６．８クビ ８９．５�
４８ レイクメリット 牝５鹿 ５５ 北村 宏司吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０２－ ２ 〃 ハナ ２５．３�
８１６ ラークキャロル 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 菊川 正達 早来 ノーザンファーム ４２２＋ ４１：４６．９� ５６．４	
５１０� 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 ４６４＋ ６１：４７．０クビ １８．７

８１８� モエレアイドル 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか 中村 和夫 ４６０＋ ８ 〃 アタマ ４３．３�
７１３ セ ミ ニ ョ ン 牝３鹿 ５２ 中舘 英二伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 ４７２＋ ８ 〃 クビ ５９．４�
７１４ オルレアンノオトメ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４６４＋ ２１：４７．３１� ３５．４
７１５ コスモマクスウェル 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム B４６２－ ６ 〃 ハナ ５１．０�
４７ マロノヴィーナス 牝４黒鹿５５ 嶋田 純次�RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４４２－ ２１：４７．５� １９０．０�
５９ ムライチンタ 牝３栗 ５２ 木幡 初広坂田 行夫氏 上原 博之 日高 有限会社

ケイズ ４５６± ０１：４７．７１� １３１．１�
６１１ サマーチェリー 牝３栗 ５２ 大野 拓弥セゾンレースホース� 高橋 祥泰 日高 庄野牧場 ４６４＋１４ 〃 クビ ５９．８�
１１ トーアウキウキ 牝４栗 ５５ 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９４＋１０１：４７．８� ２６７．０�
２４ 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 ４３４－ ４１：４８．０１� ２２．０�
１２ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５２ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４６０－ ４１：４９．３８ ７３．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，５５０，７００円 複勝： ５２，２０９，６００円 枠連： ２８，１５９，５００円

馬連： １０１，６５５，０００円 馬単： ６６，３９９，９００円 ワイド： ４０，７７８，１００円

３連複： １２５，０５３，２００円 ３連単： ２４３，８１６，３００円 計： ６９０，６２２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � ２００円 枠 連（３－６） ３１０円

馬 連 �� ３２０円 馬 単 �� ４７０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ４１０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ２，０４０円

票 数

単勝票数 計 ３２５５０７ 的中 � １２６８１２（１番人気）
複勝票数 計 ５２２０９６ 的中 � １６３６５５（１番人気）� １３４０９９（２番人気）� ４３０１４（３番人気）
枠連票数 計 ２８１５９５ 的中 （３－６） ６７４２７（１番人気）
馬連票数 計１０１６５５０ 的中 �� ２３４６９２（１番人気）
馬単票数 計 ６６３９９９ 的中 �� １０４５９７（１番人気）
ワイド票数 計 ４０７７８１ 的中 �� ８７３７７（１番人気）�� ２０９１３（３番人気）�� ２１０７８（２番人気）
３連複票数 計１２５０５３２ 的中 ��� １１３４８３（１番人気）
３連単票数 計２４３８１６３ 的中 ��� ８８４６５（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．４―１２．２―１２．３―１２．０―１１．８―１０．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３４．８―４７．０―５９．３―１：１１．３―１：２３．１―１：３３．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビッグスマイル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．６．１９ 阪神２着

２００８．３．２５生 牝３黒鹿 母 メイケイシラオキ 母母 ラッキーシラオキ １１戦２勝 賞金 ３６，１７０，０００円

２４０１０ ８月１３日 晴 良 （２３新潟４）第１日 第１０競走 ��
��１，４００�エクセル浜松開設記念

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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

４６ キョウワジャンヌ 牝３栗 ５２ 飯田 祐史�協和牧場 飯田 明弘 新冠 協和牧場 ４６４＋ ８１：２０．４ ５．０�

５８ 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 B４８２－ ４１：２０．７２ ６．９�
２３ ビップセレブアイ 牡３青鹿５４ 柴田 善臣鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ７．４�
３４ レインスティック 牡４栗 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４４２－ ６１：２０．８クビ ６．４�
５９ ユメノキラメキ 牝４栗 ５５ 福永 祐一諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７０－ ６ 〃 クビ １０．０�
６１１ カレンナサクラ 牝７栗 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６８＋ ２１：２０．９クビ ７８．３	
７１３ バクシンカーリー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広杉山 美惠氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 ４８６＋ ２ 〃 ハナ １１．４

８１４ モ ト ヒ メ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥黒澤 尚氏 松永 康利 新ひだか 岡田スタツド ４５２＋ ２１：２１．０� ３９．７�
２２ ストロングロビン 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８０± ０１：２１．１� ４８．０�
８１５ ツーデイズノーチス 牝５黒鹿５５ 石橋 脩諸江 幸祐氏 斎藤 誠 静内 西村 和夫 ４７６－１０１：２１．３１� ６．３
３５ 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 ５０６＋ ２１：２１．４クビ ６．７�
４７ ジンクアッシュ 牡３黒鹿５４ 江田 照男�フォーレスト 山内 研二 新ひだか フジワラフアーム ５１０－ ４ 〃 クビ ６１．１�
６１０ ドクターラオウ 牡５鹿 ５７ 武士沢友治�アカデミー 西園 正都 新冠 清水 克則 ５１８－ ６１：２１．５� ５０．９�
７１２ フィールマイハート 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４９０＋ ４１：２１．６� ３４．９�
１１ 	 サクラバレット 牡６青 ５７ 柴田 大知�さくらコマース伊藤 大士 静内 西村 和夫 ４７８± ０１：２２．０２� １８１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，５０４，８００円 複勝： ６５，８１８，２００円 枠連： ３４，２０４，３００円

馬連： １４１，３９４，５００円 馬単： ７３，９２８，０００円 ワイド： ４８，１４８，８００円

３連複： １７０，８２０，５００円 ３連単： ２９３，８１１，８００円 計： ８６２，６３０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � ２００円 � ２６０円 � ２６０円 枠 連（４－５） １，２９０円

馬 連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ４，８８０円

ワ イ ド �� ８３０円 �� ６９０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ６，５１０円 ３ 連 単 ��� ３３，０５０円

票 数

単勝票数 計 ３４５０４８ 的中 � ５４９７２（１番人気）
複勝票数 計 ６５８１８２ 的中 � ９６８９４（１番人気）� ６５９９２（５番人気）� ６３５９７（６番人気）
枠連票数 計 ３４２０４３ 的中 （４－５） １９６３０（６番人気）
馬連票数 計１４１３９４５ 的中 �� ３７２０９（１６番人気）
馬単票数 計 ７３９２８０ 的中 �� １１１８５（２０番人気）
ワイド票数 計 ４８１４８８ 的中 �� １４４６８（９番人気）�� １７６０８（６番人気）�� ８５０６（２４番人気）
３連複票数 計１７０８２０５ 的中 ��� １９３７５（２６番人気）
３連単票数 計２９３８１１８ 的中 ��� ６５６２（１０７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．２―１１．６―１１．７―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．０―２２．４―３３．６―４５．２―５６．９―１：０８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウワジャンヌ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．９．２５ 阪神１着

２００８．３．１５生 牝３栗 母 ア サ カ フ ジ 母母 Connie’s Gift ８戦３勝 賞金 ３７，９８４，０００円



２４０１１ ８月１３日 晴 稍重 （２３新潟４）第１日 第１１競走 ��
��１，２００�

え ち ご

越後ステークス
発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．８．１４以降２３．８．７まで１回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

３４ トーホウチェイサー 牡４栗 ５７．５ 北村 宏司東豊物産� 柴田 光陽 日高 竹島 幸治 ４８０－ ２１：１０．３ ３．０�

４６ チャンピオンラブ 牡５青鹿５６ 蛯名 正義坪野谷和平氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４９６＋ ４１：１０．６１� ９．１�
４７ � オーシャンカレント 牡５鹿 ５５ 柴田 善臣吉田 和美氏 須貝 尚介 早来 ノーザンファーム ４９０－ ６ 〃 クビ ５９．８�
３５ � グリフィンゲート 牡５鹿 ５８ 田中 勝春藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Summer

Wind Farm ５１４－ ２１：１０．７クビ ２０．３�
２２ トウショウブリッツ 牡７鹿 ５３ 大庭 和弥トウショウ産業� 清水 英克 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９０－ ６１：１０．８	 １５５．９�
２３ ストレートイン 牡５鹿 ５５ 吉田 豊島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５００－ ６ 〃 クビ １８．２�
７１３ チャレンジシチー 牡９鹿 ５１ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 上山牧場 ５１４± ０ 〃 ハナ ２４．０	
８１５ デイトユアドリーム 牝５鹿 ５５ 福永 祐一ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４７２＋ ２１：１０．９クビ ５．５

６１０ ケイアイダイオウ 牡５鹿 ５７ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５２６－ ４１：１１．０� ２３．５�
５９ ドリームクラウン 牡６栗 ５５ 柴田 大知セゾンレースホース� 中村 均 静内 へいはた牧場 ５２２＋１０１：１１．１� １２３．２�
５８ ナムラカクレイ 牡５栗 ５６ 石橋 脩奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４８６＋ ２１：１１．３１ ８．２
１１ � ディアヤマト 牡６栗 ５６ 木幡 初広ディアレスト 高橋 裕 様似 小田牧場 B５１６－ ４ 〃 クビ １５０．３�
７１２ ケイアイエーデル 牝６鹿 ５３ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４４０＋ ６１：１１．６１� １８０．８�
６１１ グローリールピナス 牝５栃栗５３ 嶋田 純次大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７０－ ４１：１２．０２	 ２７．９�
８１４ リッカアリュール 牡５栗 ５６ 松岡 正海立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 ４９４－ ２１：１３．３８ ４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５２，１９８，６００円 複勝： ９３，１２６，８００円 枠連： ６０，５７６，８００円

馬連： ２５１，８２４，４００円 馬単： １３８，９８９，９００円 ワイド： ７８，７３６，２００円

３連複： ３０６，８０５，０００円 ３連単： ６１７，４８８，０００円 計： １，５９９，７４５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � ２８０円 � １，０２０円 枠 連（３－４） １，０７０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，０７０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ２，５００円 �� ４，７１０円

３ 連 複 ��� １９，３５０円 ３ 連 単 ��� ６８，８００円

票 数

単勝票数 計 ５２１９８６ 的中 � １４０７６２（１番人気）
複勝票数 計 ９３１２６８ 的中 � ２１８６３７（１番人気）� ８１８７６（５番人気）� １７７３５（１１番人気）
枠連票数 計 ６０５７６８ 的中 （３－４） ４２０８５（５番人気）
馬連票数 計２５１８２４４ 的中 �� １３８５８３（５番人気）
馬単票数 計１３８９８９９ 的中 �� ４９７７１（７番人気）
ワイド票数 計 ７８７３６２ 的中 �� ３６６８６（５番人気）�� ７５１７（３０番人気）�� ３９２３（４２番人気）
３連複票数 計３０６８０５０ 的中 ��� １１７０７（５９番人気）
３連単票数 計６１７４８８０ 的中 ��� ６６２４（２１４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１０．９―１２．３―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３３．０―４５．３―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウチェイサー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Woodman デビュー ２００９．１２．６ 阪神４着

２００７．５．２生 牡４栗 母 トーホウビーナス 母母 イティサール １２戦５勝 賞金 ７２，０５８，０００円
〔発走状況〕 リッカアリュール号は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ドリームスカイラブ号・ネオフリーダム号

２４０１２ ８月１３日 晴 良 （２３新潟４）第１日 第１２競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・左・外）

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

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

１１ アドマイヤセナ 牡８栗 ５７ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ５００± ０２：０１．０ ４．９�

３３ ラヴェルソナタ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ５２８＋１０ 〃 クビ ３．６�
７８ 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 ４８６－１２２：０１．１� ５．７�
２２ グレートマーシャル 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４８０－ ２２：０１．２� ２．６�
７７ � キ イ レ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 富田牧場 ４６０－ ２２：０１．６２� ３２．３�
８９ トーセンケイトゥー 牡３栗 ５４ 松岡 正海島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２２：０１．８１� ９．６	
５５ チャンピオンハーレ 牡４黒鹿５７ 石橋 脩坪野谷和平氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４７０＋ ２２：０２．２２� １９．７

４４ コットンフィールド 牡３芦 ５４ 吉田 豊 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４５６＋２０２：０２．４１� ７１．８�
６６ � ディアドクター 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥加藤 徹氏 松永 康利 新ひだか 静内白井牧場 ４８８－ ４ 〃 ハナ ９１．１�
８１０ サウンドローデッド 牡７鹿 ５７ 西田雄一郎増田 雄一氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 ４５２＋１０２：０２．７１� ３３５．４

（１０頭）

売 得 金

単勝： ４０，５１６，５００円 複勝： ４９，７０１，８００円 枠連： ２２，９５２，０００円

馬連： １０２，３１７，６００円 馬単： ７２，８５０，６００円 ワイド： ３７，５６４，１００円

３連複： １１４，０５７，８００円 ３連単： ２９９，８５８，１００円 計： ７３９，８１８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（１－３） ８５０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，８９０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ４６０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� ８，３６０円

票 数

単勝票数 計 ４０５１６５ 的中 � ６６０５５（３番人気）
複勝票数 計 ４９７０１８ 的中 � ９１２６２（２番人気）� ８８８６０（３番人気）� ８３４９９（４番人気）
枠連票数 計 ２２９５２０ 的中 （１－３） ２０１４０（４番人気）
馬連票数 計１０２３１７６ 的中 �� ８７０４７（４番人気）
馬単票数 計 ７２８５０６ 的中 �� ２８５１１（９番人気）
ワイド票数 計 ３７５６４１ 的中 �� ２６０８９（４番人気）�� １９６４２（６番人気）�� ２１７４８（５番人気）
３連複票数 計１１４０５７８ 的中 ��� ５１３２８（４番人気）
３連単票数 計２９９８５８１ 的中 ��� ２６４７３（２６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１２．３―１２．３―１２．６―１２．９―１２．３―１１．５―１０．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．７―３７．０―４９．３―１：０１．９―１：１４．８―１：２７．１―１：３８．６―１：４９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤセナ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．１２．１０ 中山１２着

２００３．２．２６生 牡８栗 母 スプリットザナイト 母母 サ ウ ン ド ２０戦３勝 賞金 ５２，６３４，０００円



（２３新潟４）第１日 ８月１３日（土曜日） 曇後雨後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良後稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １８４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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１７８，７７０，０００円
１，０９０，０００円
９，５１０，０００円
１，６００，０００円
１６，９４０，０００円
６２，８６４，０００円
４，７８４，０００円
１，８２１，６００円

勝馬投票券売得金
３０８，８０３，２００円
５７０，５４６，１００円
２７６，６０２，３００円
９８１，６９１，７００円
６２４，２２７，０００円
３７５，５７５，２００円
１，２１３，４７８，８００円
２，３００，７８２，４００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 ６，６５１，７０６，７００円

総入場人員 ８，９８１名 （有料入場人員 ７，８５３名）


