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２４０１３ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）第２日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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

１：４６．６
１：４６．６

良

良

５１０ ヒシマーベラス 牝２青 ５４ 松岡 正海阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４５８＋ ２１：４８．４ ２．７�

６１１ トーセンベニザクラ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二島川 �哉氏 柴崎 勇 日高 有限会社 エ
スティファーム ４３６± ０ 〃 アタマ ２９．４�

８１８ ウインフロレゾン 牝２黒鹿５４ 柴田 大知�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４５２± ０１：４８．７２ ７．９�
８１７ 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± ０１：４９．０１� ７．３�
１１ オーシュペール 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �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± ０ 〃 ハナ １８．９�
４７ マイネルピトレスク 牡２黒鹿５４ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４５０－ ４ 〃 ハナ ７８．７	
３６ マイネルツァウバー 牡２青鹿５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４４６－ ２ 〃 クビ ７６．２

４８ スプレッドイーグル 牡２鹿 ５４ 吉田 豊石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B４９６＋ ６１：４９．１クビ ８１．２�
７１４ アポロテイスト 牡２栗 ５４ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 ４９２－ ６１：４９．３１� ２．８�
２３ ケイビイネイチャー 牝２鹿 ５４ 村田 一誠菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 山際牧場 ４４０± ０１：４９．４� ４５２．７
５９ スピカシチー 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 ４２０＋ ２１：４９．６１ １１５．１�
８１６ ラトマティーナ 牝２芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４２± ０１：４９．９１� ６３９．５�
６１２ ショウナンカンパク 牡２鹿 ５４

５１ ▲平野 優国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム ４７２＋ ２ 〃 クビ ４５９．６�
７１５ セントトーマス 牡２鹿 ５４ 江田 照男田島榮二郎氏 大江原 哲 様似 小田 誠一 ４９２＋ ２１：５０．１１� ２９．２�
２４ マイネルソウル 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 ４８４＋ ２１：５０．４１� ３０６．０�
３５ レインボーズエンド 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 武藤 善則 浦河 太陽牧場 ４７８＋ ２１：５０．７２ １４５．０�
７１３ アブマーシュ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４５４－ ２１：５１．５５ １１５．９�
１２ 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 ４９４－ ４１：５２．０３ １４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，３３６，７００円 複勝： ２９，３８９，２００円 枠連： １７，２４６，０００円

馬連： ４７，３３７，４００円 馬単： ３３，６３９，４００円 ワイド： ２１，０１８，３００円

３連複： ６５，６７６，１００円 ３連単： １０４，８３６，６００円 計： ３３４，４７９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １４０円 � ４４０円 � ２２０円 枠 連（５－６） ２，３８０円

馬 連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ３，４００円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ５１０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ６，６００円 ３ 連 単 ��� ２６，７９０円

票 数

単勝票数 計 １５３３６７ 的中 � ４４９４６（１番人気）
複勝票数 計 ２９３８９２ 的中 � ７３０７６（２番人気）� １３１２６（６番人気）� ３３３６６（３番人気）
枠連票数 計 １７２４６０ 的中 （５－６） ５３６０（７番人気）
馬連票数 計 ４７３３７４ 的中 �� １４６４６（７番人気）
馬単票数 計 ３３６３９４ 的中 �� ７３２２（１０番人気）
ワイド票数 計 ２１０１８３ 的中 �� ６５８４（６番人気）�� １０８３４（５番人気）�� ２２５２（２１番人気）
３連複票数 計 ６５６７６１ 的中 ��� ７３５２（１７番人気）
３連単票数 計１０４８３６６ 的中 ��� ２８８９（７６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．６―１２．６―１３．０―１２．５―１１．７―１１．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．６―３５．２―４７．８―１：００．８―１：１３．３―１：２５．０―１：３６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒシマーベラス �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー ２０１１．７．９ 中山４着（３位）

２００９．４．２９生 牝２青 母 ヒシアリアケ 母母 ク ロ カ ミ ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００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 ライムフレーバー号

２４０１４ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）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

８１７ ウインロザリー 牝３青 ５４ 木幡 初広�ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４３２± ０１：２２．２ ３０．４�

７１４ グランプラス 牝３青鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B４３０－１０１：２２．４１� ６４．７�

５１０ 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± ０ 〃 ハナ ２．６�
２３ ドルフィンキック 牡３黒鹿５６ 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 B４７８＋ ４ 〃 アタマ ３．３�
４７ キングロンシャープ 牡３栗 ５６ 村田 一誠小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 ４７０＋ ２１：２２．６１� １８．５�
４８ ウエスタンベルーガ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４６２＋２０ 〃 アタマ ９３．２	
７１５ クィーンズトレイル 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人吉田 和美氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ３９６－１４１：２２．８１ ２１３．４

８１８ デルマガネーシャ 牡３青鹿５６ 伊藤 直人浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４４２－ ４ 〃 クビ ８．４�
６１１ ウエスタンシャイン 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ３９８－ ２１：２２．９� ２８．６�
３５ ノアパステル 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥佐山 公男氏 高木 登 浦河 秋場牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ １２．２
２４ ダイワサンバースト 牝３鹿 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ８．０�
１２ フレンドリーパール 牝３鹿 ５４ 武士沢友治増山 武志氏 伊藤 大士 日高 サンシャイン

牧場 B４４８＋ ２１：２３．０クビ ３３２．７�
８１６ シルクハイボール 牡３鹿 ５６ 江田 照男有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４７２＋ ４１：２３．１� ４１３．１�
６１２ ミラクルカクテル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４２２＋ ２１：２３．２� １３１．０�
５９ コスモアスコット 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �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 ４４０＋ ６１：２３．６２� ３１１．４�
３６ ミスアイーカメ 牝３栗 ５４ 石橋 脩宮原 廣伸氏 昆 貢 新ひだか 山際牧場 ４６２ ―１：２４．０２� ２６２．３�
７１３ ラブステラー 牝３黒鹿５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 高橋 誠次 ４３２－ ２１：２４．３１� ５２５．７�
１１ オウエイロブロイ 牡３芦 ５６ 中舘 英二大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４６８± ０１：２４．５１� １５．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，４０９，１００円 複勝： ２９，８２６，７００円 枠連： １４，５４５，７００円

馬連： ４５，４８７，３００円 馬単： ３１，９２０，１００円 ワイド： ２０，３６１，９００円

３連複： ５９，８７８，０００円 ３連単： ９９，５７０，５００円 計： ３１６，９９９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０４０円 複 勝 � ７８０円 � １，６４０円 � １５０円 枠 連（７－８） ６，９４０円

馬 連 �� ９２，２３０円 馬 単 �� １９１，５３０円

ワ イ ド �� ２０，７４０円 �� ２，０７０円 �� ２，７５０円

３ 連 複 ��� ８６，１５０円 ３ 連 単 ��� ８１６，４８０円

票 数

単勝票数 計 １５４０９１ 的中 � ４００３（９番人気）
複勝票数 計 ２９８２６７ 的中 � ７９８５（９番人気）� ３６０５（１１番人気）� ７８３８０（１番人気）
枠連票数 計 １４５４５７ 的中 （７－８） １５４７（１９番人気）
馬連票数 計 ４５４８７３ 的中 �� ３６４（７８番人気）
馬単票数 計 ３１９２０１ 的中 �� １２３（１４９番人気）
ワイド票数 計 ２０３６１９ 的中 �� ２３７（７７番人気）�� ２４５４（１９番人気）�� １８３５（２３番人気）
３連複票数 計 ５９８７８０ 的中 ��� ５１３（１３５番人気）
３連単票数 計 ９９５７０５ 的中 ��� ９０（９９１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．４―１１．２―１１．９―１２．１―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２２．８―３４．０―４５．９―５８．０―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインロザリー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１１．１．９ 中山９着

２００８．４．１８生 牝３青 母 ウエストローズ 母母 グーニグーフー ４戦１勝 賞金 ４，８００，０００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 カガタイキ号・チャンピオンダイヤ号

第４回　新潟競馬　第２日



２４０１５ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）第２日 第３競走 ��１，８００�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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２２ ミッキーオーラ 牡３青鹿５６ 中舘 英二野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム ５１６＋３２１：５３．０ ２．５�

６１０ アイティゴールド 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６２＋ ２１：５４．３８ ５．５�
２３ タツサイゴン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠鈴木 昭作氏 古賀 史生 新ひだか 株式会社平井牧場 B５１２＋ ６１：５４．６１� ４．５�
７１２ レノヴァティオトラ 牡３鹿 ５６ 江田 照男西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 B４５６＋ ２１：５４．７� ３．２�
１１ 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 ４２８＋ ６１：５６．０８ ６０．３�
４７ ヤマノオペラオー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 ４９４－ ２ 〃 クビ ３０．９�
３４ コスモインスパイア 牡３鹿 ５６ 伊藤 直人 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 中前牧場 ４６４－ ４１：５６．３１� ８４．７	
３５ ケイオーユニバース 牡３鹿 ５６ 吉田 豊ジャパンフードビジネス
 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 B４６８＋ ８１：５６．７２� ２１．０�
８１４ ベニノダイヤ 牡３芦 ５６ 柴田 大知
紅谷 粕谷 昌央 平取 スガタ牧場 ４５０± ０１：５７．０２ １８９．０�
５８ ヤマタケブリンク 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次山中 和子氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４８８＋ ６１：５７．５３ １８１．９
８１５ ドラマティックデイ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治藤田 在子氏 天間 昭一 日高 天羽 禮治 ４６６＋ ２１：５７．６� ４６０．４�
７１３ サ イ ウ ン 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人中村 政勝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４２６＋ ６１：５８．７７ ３０３．４�
６１１ ピンクチャリス 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太吉田 勝己氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４５０－ ６１：５９．４４ １０９．７�
４６ ヘンリーレガッタ 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真吉田 和美氏 牧 光二 新ひだか 平野牧場 ５１４－ ６ （競走中止） ３３５．５�

（１４頭）
５９ シルククリエイター 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太有限会社シルク矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 B４３８＋ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，４７５，９００円 複勝： ２８，３４６，７００円 枠連： １３，６４８，２００円

馬連： ４１，６４４，１００円 馬単： ３２，２３３，８００円 ワイド： １７，１４８，６００円

３連複： ５５，１７７，８００円 ３連単： １０３，３００，０００円 計： ３０７，９７５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（２－６） ５５０円

馬 連 �� ９７０円 馬 単 �� １，３７０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ３２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，１６０円 ３ 連 単 ��� ４，８８０円

票 数

単勝票数 差引計 １６４７５９（返還計 ３９９） 的中 � ５２７５３（１番人気）
複勝票数 差引計 ２８３４６７（返還計 ９１８） 的中 � ６５７４０（２番人気）� ４４４７５（４番人気）� ５５００４（３番人気）
枠連票数 差引計 １３６４８２（返還計 ３７） 的中 （２－６） １８４２５（２番人気）
馬連票数 差引計 ４１６４４１（返還計 ４２９７） 的中 �� ３１９５９（５番人気）
馬単票数 差引計 ３２２３３８（返還計 ２７５６） 的中 �� １７４５１（７番人気）
ワイド票数 差引計 １７１４８６（返還計 ２４０６） 的中 �� １０７６１（５番人気）�� １４１０２（４番人気）�� ９５７６（６番人気）
３連複票数 差引計 ５５１７７８（返還計 １０００９） 的中 ��� ３５２２０（４番人気）
３連単票数 差引計１０３３０００（返還計 １６２３７） 的中 ��� １５６２８（１５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．８―１３．３―１２．８―１２．５―１２．８―１２．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．９―５０．２―１：０３．０―１：１５．５―１：２８．３―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
１
３
２（３，１２）１－（１０，１３）８（４，１１）（５，７）－（１５，１４）
２（３，１２）１（１０，７）－４－（１３，５）－（８，１１）（１４，１５）

２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーオーラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．５ 阪神１０着

２００８．１．２３生 牡３青鹿 母 エ ジ ー ド 母母 マジックナイト ７戦１勝 賞金 ９，６００，０００円
〔競走除外〕 シルククリエイター号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 ヘンリーレガッタ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイウン号は，平成２３年９月１４日まで平地競走に出走できない。

ピンクチャリス号は，平成２３年１０月１４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 スパーキーブラウン号

２４０１６ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）第２日 第４競走 ��２，８５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時４０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：０１．４良

７１１ イージーウイン 牡４鹿 ６０ 山本 康志田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 B４５４＋１０３：０８．２ ８．２�

４６ スズカケノミチ 牝４栗 ５８ 高野 和馬武岡 雅子氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５６＋１２３：０８．４１� ７２．８�
８１４ マイティーアゲン 牝４鹿 ５８ 平沢 健治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４４２－ ２３：０８．８２� １６．１�
５７ エ ル ア ル ト 牡４青鹿６０ 横山 義行吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ５３２＋ ６３：０８．９� ６．１�
６９ � アイティーバトル 牡６鹿 ６０ 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 平取 池田牧場 ４９０＋ ４３：０９．２２ ４．１�
４５ ブルーマーテル 牡７栗 ６０ 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４５２－ ２３：１０．３７ １１．０�
５８ アンブロークン �６青鹿６０ 柴田 大知広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４６６－ ４３：１１．０４ ４９．９	
７１２� スイートバイカル 牝６鹿 ５８ 金子 光希シンボリ牧場 石毛 善彦 門別 シンボリ牧場 ４７８－１２３：１２．９大差 ２１．２

３４ ジェットストリーム 牡３黒鹿５８ 中村 将之馬場 幸夫氏 浅見 秀一 むかわ 上水牧場 ４８８＋１２３：１３．７５ ３３．７�
６１０ マスターチアフル 牝５鹿 ５８ 今村 康成��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５０＋ ２３：１４．７６ ４．７
８１３ カシマレジェンド 牡６鹿 ６０ 千葉 直人松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５２２－１０３：１４．９１� ２０５．７�
３３ クリノサンデーママ 牝５栗 ５８ 草野 太郎栗本 博晴氏 星野 忍 浦河 本巣 敦 ４５６＋ ６３：１６．７大差 ７３．０�
１１ ダノンプリベット 牡４黒鹿６０ 穂苅 寿彦�ダノックス 萩原 清 新冠 蛯名牧場 ４８０＋ ８３：１８．７大差 １３３．３�
２２ メイショウセンゴク 牡６栗 ６０ 岩崎 祐己松本 好雄氏 高橋 隆 様似 猿倉牧場 ４７４± ０ （競走中止） ４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １２，８６８，９００円 複勝： １７，８３２，０００円 枠連： １２，８１５，９００円

馬連： ３５，３８３，１００円 馬単： ２５，２９２，０００円 ワイド： １３，９８３，４００円

３連複： ４９，４０８，１００円 ３連単： ７７，８５３，８００円 計： ２４５，４３７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２８０円 � １，１７０円 � ４９０円 枠 連（４－７） ２，８７０円

馬 連 �� ２６，０７０円 馬 単 �� ３９，４７０円

ワ イ ド �� ４，７７０円 �� ２，０５０円 �� ８，９３０円

３ 連 複 ��� １１０，５００円 ３ 連 単 ��� ６２４，５３０円

票 数

単勝票数 計 １２８６８９ 的中 � １２５０２（５番人気）
複勝票数 計 １７８３２０ 的中 � １９１５０（５番人気）� ３５７７（１０番人気）� ９５３５（７番人気）
枠連票数 計 １２８１５９ 的中 （４－７） ３３０２（１２番人気）
馬連票数 計 ３５３８３１ 的中 �� １００２（４６番人気）
馬単票数 計 ２５２９２０ 的中 �� ４７３（８４番人気）
ワイド票数 計 １３９８３４ 的中 �� ７１９（４３番人気）�� １７１３（２５番人気）�� ３８１（５８番人気）
３連複票数 計 ４９４０８１ 的中 ��� ３３０（１７２番人気）
３連単票数 計 ７７８５３８ 的中 ��� ９２（９０３番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５１．４－３F ３８．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イージーウイン �
�
父 アルカセット �

�
母父 リンドシェーバー デビュー ２００９．９．２７ 中山６着

２００７．２．５生 牡４鹿 母 プリティーサンサン 母母 キャリイアウト 障害：３戦１勝 賞金 ９，１３０，０００円
〔競走中止〕 メイショウセンゴク号は，競走中に疾病〔右第１指関節開放性脱臼〕を発症し，決勝線手前で転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 スーパーティチャー号・ビルトミーアップ号



２４０１７ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）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）

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

８１６ ロッソコルサ 牡２栗 ５４ 石橋 脩大久保和夫氏 矢野 英一 新ひだか 静内酒井牧場 ４３４ ―１：２４．４ ３．７�

８１８ ステラーケイト 牝２栗 ５４ 中舘 英二井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 パカパカ
ファーム ４５６ ― 〃 アタマ １２．６�

７１４ フリーダムシチー 牡２栗 ５４ 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 幾千世牧場 ４２８ ―１：２４．７２ ６７．９�
６１２ マイネサヴァラン 牝２青鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４４２ ―１：２４．８クビ ２．９�
３５ ユッカマウンテン 牝２栗 ５４ 北村 宏司吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：２４．９� ６．１�
１２ ミラクルピッチ 牝２黒鹿５４ 江田 照男松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４４２ ― 〃 ハナ ２４．８�
２３ トキノポイント 牡２栗 ５４

５１ ▲平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新ひだか 矢野牧場 ４６２ ―１：２５．０� ２１．２	
７１５ スターインザライト 牝２栗 ５４ 小林 淳一星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４０６ ―１：２５．４２� １３７．５

８１７ エムアイチャンドラ 牝２栗 ５４ 大野 拓弥礒川 正明氏 松永 康利 日高 下河辺牧場 ４５８ ― 〃 アタマ ９．３�
４８ メイショウアサアケ 牡２黒鹿５４ 飯田 祐史松本 好雄氏 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４８８ ―１：２５．５クビ ３０．７�
２４ アポロドンブリ 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 中村 和夫 ４７４ ―１：２５．６� ７４．８
３６ ローレルレーロ 牡２栗 ５４ 柴田 善臣 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４５４ ―１：２５．８１� ６０．０�
５１０ ハ レ ー 牡２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太 K.C．タン氏 和田 正道 新ひだか 三木田 尚大 ４９０ ―１：２６．０１� １５．８�
５９ コスモエアー 牡２芦 ５４ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新ひだか 真歌伊藤牧場 ４３８ ― 〃 ハナ １９３．０�
７１３ ラブシャーク 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新冠 長沼 幸一 ４２２ ―１：２６．１� ３２．７�
４７ シンデンアラタ 牡２黒鹿５４ 木幡 初広神田 通博氏 田島 俊明 新ひだか 落合 一巳 ４８０ ― 〃 アタマ ８７．６�
１１ フレンドワン 牡２黒鹿５４ 村田 一誠戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４５８ ―１：２６．５２� ２７８．３�
６１１ サンセルマン 牡２黒鹿５４ 伊藤 直人井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４５０ ―１：２７．８８ ４７８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，０４２，３００円 複勝： ２５，９５６，５００円 枠連： １８，０３７，２００円

馬連： ４６，０７０，３００円 馬単： ３２，４９９，１００円 ワイド： １９，０６８，０００円

３連複： ５７，６１４，２００円 ３連単： ８７，３４５，９００円 計： ３０４，６３３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １８０円 � ３６０円 � １，０９０円 枠 連（８－８） ７３０円

馬 連 �� ２，７１０円 馬 単 �� ３，９８０円

ワ イ ド �� １，０８０円 �� ３，２３０円 �� ９，３５０円

３ 連 複 ��� ４０，４２０円 ３ 連 単 ��� １９３，０００円

票 数

単勝票数 計 １８０４２３ 的中 � ３９０５３（２番人気）
複勝票数 計 ２５９５６５ 的中 � ４９７９９（２番人気）� １７８４３（６番人気）� ４９７７（１２番人気）
枠連票数 計 １８０３７２ 的中 （８－８） １８３９０（２番人気）
馬連票数 計 ４６０７０３ 的中 �� １２５９１（９番人気）
馬単票数 計 ３２４９９１ 的中 �� ６０３８（１３番人気）
ワイド票数 計 １９０６８０ 的中 �� ４５２９（９番人気）�� １４４０（３４番人気）�� ４８９（７４番人気）
３連複票数 計 ５７６１４２ 的中 ��� １０５２（１１４番人気）
３連単票数 計 ８７３４５９ 的中 ��� ３３４（５０５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．０―１２．４―１２．３―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２４．０―３６．０―４８．４―１：００．７―１：１２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３６．０
３ ７，１８（１７，１４）１６（５，８）１２（３，２）（１０，１３）９（４，１５）６，１１，１ ４ ・（７，１８，１７，１４）（１６，８，１２）（５，３，２）１３（１０，１５）（９，６）４－（１，１１）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロッソコルサ �
�
父 デュランダル �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

２００９．３．２生 牡２栗 母 ベラミカントリー 母母 ベラミスキー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 メイショウアサアケ号の騎手飯田祐史は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（４番への進路影響）

ハレー号の騎手小野寺祐太は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（４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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アイスフォーリス号・キズナダクリチャン号・シュンマリ号・デルマエビス号・ボンズバード号・

マウントビスティー号

２４０１８ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）第２日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

４８ ビアトリクス 牝３栗 ５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４９２＋２０１：４８．０ ４．０�

５１０ ファントムロード 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８６＋ ６１：４８．１� ２．１�
６１１ ダ ー リ ブ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４３２－ ２ 〃 クビ １５．５�
７１５ ポタージュクレール 牝３鹿 ５４ 木幡 初広吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：４８．３１ ５０．７�
６１２ シュヴァルツシルト 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B４６４＋ ２１：４８．４� ５．３�
８１６ 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 ４４８＋ ２１：４８．６１ ９．２�
２３ イットーアンファン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一阿部 紀子氏 清水 利章 浦河 大道牧場 ４８２－ ２１：４８．９２ ４５７．７	
２４ アトミックデザイン 牝３黒鹿５４ 江田 照男 �社台レースホース河野 通文 安平 追分ファーム ４５０－ ４ 〃 ハナ １６．２

８１８ スペシャルダンス 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次有限会社シルク高市 圭二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０－ ６１：４９．２２ ２３．７�

１２ ニシノアンブレ 牝３栗 ５４ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 むかわ 西山牧場 ４６２＋ ４１：４９．３� ９１．６�
４７ キングメーカー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎吉田 勝己氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ２１：５０．０４ １２１．３
１１ マグピーソング 牝３芦 ５４ 大庭 和弥藤田 在子氏 天間 昭一 新冠 村上 雅規 ４２４＋ ４１：５０．２１ ３６１．７�
５９ エターナリー 牝３栗 ５４ 柴田 大知栗坂 崇氏 伊藤 伸一 日高 中川牧場 ４７０＋１０１：５０．５２ ４４９．７�
３５ ボーテビューティ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優田島 政光氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４５２＋１６１：５０．６� ２３８．０�

７１３ マスイルベッロ 牡３栗 ５６
５３ ▲高嶋 活士上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 中田 浩美 ４３０－ ４１：５０．７クビ ３４１．８�

３６ アルコファンタジア 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太 �MSプランニング 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４５０＋ ６ 〃 クビ ３８２．２�

８１７ サウスオブワールド 牡３栗 ５６ 伊藤 直人南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６８＋ ６１：５１．３３� ４５１．０�
７１４ オーミハピネス 牡３栗 ５６ 伊藤 工真岩� 僖澄氏 保田 一隆 日高 鹿戸 正幸 ５１６＋１６１：５２．５７ ６６３．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，６８７，２００円 複勝： ２８，４６０，１００円 枠連： １４，５３１，０００円

馬連： ５０，９９５，９００円 馬単： ３６，８７３，０００円 ワイド： ２１，１５７，５００円

３連複： ５９，１３４，９００円 ３連単： １１２，２８９，６００円 計： ３４３，１２９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � ３２０円 枠 連（４－５） ４４０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ９５０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� ９，３００円

票 数

単勝票数 計 １９６８７２ 的中 � ３９０７５（２番人気）
複勝票数 計 ２８４６０１ 的中 � ４４８２５（３番人気）� ８２５７１（１番人気）� １６２６０（６番人気）
枠連票数 計 １４５３１０ 的中 （４－５） ２４７５０（１番人気）
馬連票数 計 ５０９９５９ 的中 �� ９６０５４（１番人気）
馬単票数 計 ３６８７３０ 的中 �� ３０５６２（３番人気）
ワイド票数 計 ２１１５７５ 的中 �� ３１２４３（１番人気）�� ４７５８（１４番人気）�� ６３７４（９番人気）
３連複票数 計 ５９１３４９ 的中 ��� １８７８４（６番人気）
３連単票数 計１１２２８９６ 的中 ��� ８９１２（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３５．８―４８．２―１：００．８―１：１３．３―１：２４．９―１：３５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビアトリクス �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Efisio デビュー ２０１１．２．２６ 中山２着

２００８．３．１２生 牝３栗 母 シ ョ ー コ 母母 Gold Florenly ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミハピネス号は，平成２３年１０月１４日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 グランデスバル号・クリノエンドレス号・クリノハルチャンス号



２４０１９ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）第２日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０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

８１４ スマートキャスター 牡６青 ５７ 北村 宏司大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４９８－ ２１：１１．６ ４．６�

３５ � ケイアイブリザード 牡４芦 ５７ 柴田 善臣 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-
oughbreds Ltd. ４７４± ０１：１１．９１� ２．４�

６１１ ナンヨークイーン 牝５鹿 ５５ 江田 照男中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４４０－ ４１：１２．５３	 ７０．０�
２３ ヤマニンアストレア 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ２ 〃 アタマ ８１．３�
３４ コスモイルダーナ 牡４青鹿５７ 大野 拓弥岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４７６－ ６ 〃 クビ ３３．６�
１１ トイボックス 牡４黒鹿５７ 松岡 正海名古屋友豊� 木原 一良 新ひだか 久井牧場 ４７０＋ ６１：１２．７１	 ２８．４�
４７ 
 パープルマジック 牡５黒鹿５７ 武士沢友治水上 行雄氏 柴田 政人 新ひだか 塚田 達明 ４５４－ ６ 〃 ハナ ３２３．８	
５９ センジンジョー 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４５０＋ ４１：１２．９１� ４．３

８１５ タイホウパーリオ 牝３鹿 ５２

４９ ▲平野 優 M・K・Kクラブ組合 田村 康仁 青森 ワールドファーム ４９０＋１０１：１３．１１ １２２．９�
２２ グローリーステップ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４６６＋ ４ 〃 クビ ２０．１
５８ デイブレイク 牡３鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４８０＋ ８１：１３．２クビ １９．２�
６１０ ケイエスキングオー 牡３鹿 ５４ 村田 一誠キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 ４３４＋ ８１：１３．５１� １３５．６�
７１３ ビッグヒーロー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ５０６＋ ４１：１３．８１� ７．６�
４６ � アポロノカンザシ 牝３栗 ５２ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables ４４４＋１０ 〃 ハナ ３１．３�
７１２ ベルモントダイヤ 牝５黒鹿５５ 中谷 雄太 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４９４－２０１：１４．９７ ２５５．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，５１６，２００円 複勝： ３６，６８９，８００円 枠連： １６，１６４，９００円

馬連： ６２，８７７，８００円 馬単： ４１，９６４，０００円 ワイド： ２７，２６４，６００円

３連複： ７８，２７１，０００円 ３連単： １３２，１４３，３００円 計： ４１７，８９１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １，１９０円 枠 連（３－８） ４３０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� １，１００円

ワ イ ド �� ２３０円 �� ４，０４０円 �� ３，３５０円

３ 連 複 ��� １２，６２０円 ３ 連 単 ��� ５３，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２２５１６２ 的中 � ３９４０６（３番人気）
複勝票数 計 ３６６８９８ 的中 � ８０７００（２番人気）� ９３５１２（１番人気）� ４７１３（１１番人気）
枠連票数 計 １６１６４９ 的中 （３－８） ２７８８０（１番人気）
馬連票数 計 ６２８７７８ 的中 �� ９８６０６（１番人気）
馬単票数 計 ４１９６４０ 的中 �� ２８１８４（２番人気）
ワイド票数 計 ２７２６４６ 的中 �� ３８１３７（１番人気）�� １４３５（４０番人気）�� １７３９（３２番人気）
３連複票数 計 ７８２７１０ 的中 ��� ４５８０（４１番人気）
３連単票数 計１３２１４３３ 的中 ��� １８２６（１６０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．７―１２．７―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．６―４７．３―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートキャスター �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 タマモクロス デビュー ２００７．１１．１０ 東京６着

２００５．４．１４生 牡６青 母 エアローリン 母母 ターゴワダンサー ３１戦２勝 賞金 ４８，３６２，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ナムラストリーク号・ビッグサンダー号
（非抽選馬） ２頭 シゲルトウドリ号・スズカスコール号

２４０２０ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）第２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

１１ � ペンテシレイア 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ２１：５２．８ １．４�

２３ トウショウカムイ 牡３鹿 ５４ 石橋 脩トウショウ産業� 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 ５０２＋ ６１：５２．９� ５．４�
５９ ディフィーター 牡５青鹿５７ 大庭 和弥岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 ５００＋ ５１：５３．６４ ７５．５�
８１５ フ ォ ー ミ ー 牝３鹿 ５２ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４７４－ ２１：５３．７クビ ７０．９�
３４ ディアブラスト 牡４黒鹿５７ 木幡 初広ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８０± ０１：５４．１２� ７．０�
４６ ラインレグルス 牡３鹿 ５４ 松岡 正海大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８０－ ６１：５４．６３ １４．０	
４７ � ユウターウェーヴ 牡４栗 ５７ 村田 一誠北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４８８－ ４ 〃 アタマ ８３．６

５８ トーアクリスタル 牡３芦 ５４ 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５４２＋ ６ 〃 クビ ２６．０�
７１３ ヴィッテリア 牝７栗 ５５

５２ ▲平野 優桜井 忠隆氏 境 征勝 門別 藤本ファーム ３９６－ ２１：５５．０２� ２２８．０�
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± ０ 〃 ハナ ２１１．３
７１２ ハヤブサイッポン 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４８２± ０１：５５．２１� ４７０．８�
６１１ イーグルドライヴ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 酒井牧場 B５０２－ ２１：５５．３� ３７２．８�
８１４� 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 ４６６＋ ２１：５５．７２� ４６６．８�
３５ マイネルソラーナ 牡３栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ４１：５５．８� １１９．６�
６１０ ウィッシュアゲン 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ４６０± ０１：５６．５４ ５５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，４８１，２００円 複勝： ８２，７０４，７００円 枠連： １７，８８３，５００円

馬連： ６７，１８４，０００円 馬単： ６０，６６５，９００円 ワイド： ２７，２９０，８００円

３連複： ８１，８５５，９００円 ３連単： １９９，９６８，１００円 計： ５６５，０３４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ７３０円 枠 連（１－２） ３４０円

馬 連 �� ３６０円 馬 単 �� ４３０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ８３０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� ３，７３０円 ３ 連 単 ��� ７，６７０円

票 数

単勝票数 計 ２７４８１２ 的中 � １６１４２２（１番人気）
複勝票数 計 ８２７０４７ 的中 � ５７６７３０（１番人気）� ６７４３６（２番人気）� ８７３２（８番人気）
枠連票数 計 １７８８３５ 的中 （１－２） ３９５７０（１番人気）
馬連票数 計 ６７１８４０ 的中 �� １３９７５９（１番人気）
馬単票数 計 ６０６６５９ 的中 �� １０４３２２（１番人気）
ワイド票数 計 ２７２９０８ 的中 �� ３８５８４（２番人気）�� ７３１４（９番人気）�� ３０８３（２０番人気）
３連複票数 計 ８１８５５９ 的中 ��� １６２１５（１１番人気）
３連単票数 計１９９９６８１ 的中 ��� １９２４３（１８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．５―１３．２―１２．８―１２．４―１２．６―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３６．１―４９．３―１：０２．１―１：１４．５―１：２７．１―１：３９．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ペンテシレイア �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Cape Cross

２００７．３．３生 牝４黒鹿 母 アコースティクス 母母 ソ ニ ン ク ６戦２勝 賞金 ２０，０８５，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２４０２１ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）第２日 第９競走 ��
��１，６００�

さどきんぎんざん

佐渡金銀山特別
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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

４４ ラインジェシカ 牝４栗 ５５ 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９６± ０１：３３．５ ３．９�

２２ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５７ 木幡 初広山田 博康氏 小島 貞博 浦河 鮫川 啓一 ４８８－ ４１：３３．６� ３．３�
６８ マイネルドルチェ 牡４栗 ５７ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４６２＋ ４１：３４．０２� ３８．６�
７１１ トゥザサミット 牡４鹿 ５７ 中舘 英二 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４４６－ ４１：３４．１� ５．４�
５６ � リビングストン 牡５青鹿５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ６ 〃 ハナ １８．６�
６９ エクセリオン 牡４芦 ５７ 柴田 善臣岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４７０－ ４１：３４．２	 ３７．６	
７１０ マイネルゴラッソ 牡３栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ２１：３４．４１
 ３．７

８１２ ロングスローイン 牡３鹿 ５４ 松岡 正海渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４９６＋ ６１：３４．６１� ２２．１�
３３ サニーヘイロー 牝３栗 ５２ 大野 拓弥宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４３６－ ６１：３４．７� １５．５�
８１３ コスモマスタング 牡３黒鹿５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム B４７８＋ ８ 〃 クビ １３８．２
１１ プレミアムパス 牡３鹿 ５４ 江田 照男村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B４６８± ０１：３４．８	 １１０．９�
５７ ヨシサプライズ 牝６鹿 ５５ 大庭 和弥田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３８＋ ４１：３５．１１	 １６３．２�
４５ � ジ ェ ニ コ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠松田 整二氏 牧浦 充徳 むかわ サイファーム ４６２＋１８１：３６．５９ ３７２．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，１３５，３００円 複勝： ５１，６５５，５００円 枠連： ２４，０３４，８００円

馬連： １０２，８１４，２００円 馬単： ５７，９４５，５００円 ワイド： ３５，１７２，８００円

３連複： １１５，９２５，９００円 ３連単： ２１５，３２６，４００円 計： ６３１，０１０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ６２０円 枠 連（２－４） ６３０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １，３５０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 ��� １５，８８０円

票 数

単勝票数 計 ２８１３５３ 的中 � ５７６４０（３番人気）
複勝票数 計 ５１６５５５ 的中 � １１３３７７（１番人気）� １１２６４２（２番人気）� １４０４３（９番人気）
枠連票数 計 ２４０３４８ 的中 （２－４） ２８４８８（３番人気）
馬連票数 計１０２８１４２ 的中 �� １１８１４２（１番人気）
馬単票数 計 ５７９４５５ 的中 �� ３４３８３（２番人気）
ワイド票数 計 ３５１７２８ 的中 �� ３６４６９（１番人気）�� ５８８６（１４番人気）�� ５２３５（１８番人気）
３連複票数 計１１５９２５９ 的中 ��� ２０２４５（１３番人気）
３連単票数 計２１５３２６４ 的中 ��� １００１０（３９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．０―１１．９―１２．２―１１．７―１０．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．４―４７．３―５９．５―１：１１．２―１：２１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．０
３ １，５（３，１０）（６，８）４，９（２，１２，１３）－１１，７ ４ １－５（３，１０）（６，８）４（９，１３）（２，１２）１１，７

勝馬の
紹 介

ラインジェシカ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００９．９．１３ 中山３着

２００７．４．７生 牝４栗 母 ウィーレジスタンス 母母 ウィーアワーズ １７戦３勝 賞金 ４４，９０１，０００円

２４０２２ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）第２日 第１０競走 ��
��１，８００�

せ な み お ん せ ん

瀬 波 温 泉 特 別
発走１５時１０分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．８．１４以降２３．８．７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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１３ チュウワブロッサム 牝４鹿 ５３ 松岡 正海中西 忍氏 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４７６－ ２１：５０．５ ３．９�

３５ カンマビード 牝４栗 ５２ 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B４９２＋ ８１：５１．５６ ３６．４�
５８ アオゾラペダル 牝５黒鹿５２ 北村 宏司小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７６± ０ 〃 ハナ ２．９�
２３ スギノブレイド �５栗 ５６ 木幡 初広杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B５０８＋ ２１：５２．４５ １０．１�
４７ ホワイトショウフク 牡６芦 ５２ 嶋田 純次山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５８＋ ２１：５２．８２� １９４．７�
３４ ロ ッ ソ ネ ロ 牡５鹿 ５４ 柴田 善臣 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B５３４＋ ２１：５３．１１� ６．８�
７１２	 ギンザクイーンビー 牝５栗 ５２ 武士沢友治有馬 博文氏 小島 太 早来 ノーザンファーム B４６２－ ２１：５３．２クビ １２．５	
１１ ハリマノワタリドリ 牡５栗 ５５ 江田 照男福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４９０＋１２１：５３．６２� １９．２

２２ 
 ボタニカルアート 牡６鹿 ５５ 村田 一誠 �キャロットファーム 加藤 征弘 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６４± ０１：５３．７� ７３．２�
６１０ マイネルパルティア 牡６鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 静内 畠山牧場 ４９８－ ４１：５４．１２� ９５．２
４６ 	 レッドアンバー 牡４栗 ５５ 吉田 豊�日進牧場 矢野 照正 浦河 日進牧場 ４７６± ０１：５４．３� ８．９�
８１４ エ バ ー モ ア 牡７鹿 ５３ 平野 優圓城 正男氏 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４８４＋１０１：５４．６１� ２９２．２�
６１１ ディアトウシロウ 牡５栃栗５４ 伊藤 工真ディアレスト 畠山 吉宏 新ひだか 中田 浩美 ４６４＋ ６１：５４．９１� ３７２．５�
８１５ クリストフォルス 牡６栗 ５５ 大野 拓弥広尾レース� 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 ５３８＋ ６１：５５．９６ ４６．３�
５９ ブラストヘッド �５鹿 ５７ 中舘 英二前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B５０２＋１０１：５６．１１� １１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，２９０，３００円 複勝： ４５，０８９，２００円 枠連： ２７，９１４，６００円

馬連： １２７，３７２，３００円 馬単： ７０，７８４，９００円 ワイド： ４０，８３０，２００円

３連複： １４６，９９４，２００円 ３連単： ２７４，３５４，１００円 計： ７６４，６２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � ５６０円 � １４０円 枠 連（３－７） ７９０円

馬 連 �� ５，９３０円 馬 単 �� ９，５９０円

ワ イ ド �� １，５００円 �� ２６０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ４，４８０円 ３ 連 単 ��� ３３，６３０円

票 数

単勝票数 計 ３１２９０３ 的中 � ６４０３４（２番人気）
複勝票数 計 ４５０８９２ 的中 � ７９２１０（２番人気）� １４１１５（９番人気）� １１０５５６（１番人気）
枠連票数 計 ２７９１４６ 的中 （３－７） ２６３４１（３番人気）
馬連票数 計１２７３７２３ 的中 �� １５８５６（２３番人気）
馬単票数 計 ７０７８４９ 的中 �� ５４５２（３９番人気）
ワイド票数 計 ４０８３０２ 的中 �� ６０１６（２１番人気）�� ４７７１８（１番人気）�� ７８３７（１７番人気）
３連複票数 計１４６９９４２ 的中 ��� ２４２６５（１４番人気）
３連単票数 計２７４３５４１ 的中 ��� ６０２２（１０４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．５―１２．８―１２．２―１２．０―１２．５―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．２―４９．０―１：０１．２―１：１３．２―１：２５．７―１：３７．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

チュウワブロッサム �
�
父 デュランダル �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．１．３０ 中京１６着

２００７．１．１７生 牝４鹿 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング １０戦３勝 賞金 ３１，４６４，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリストフォルス号・ブラストヘッド号は，平成２３年９月１４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 ドリームリバイバル号

２レース目



２４０２３ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）第２日 第１１競走 ��
��２，０００�

あま がわ

天の川ステークス
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

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 ２２４，０００円 ６４，０００円 ３２，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

４４ エオリアンハープ 牝５栗 ５５ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：５８．９ ４．７�

７７ シャイニーブラウン 牡６鹿 ５７ 石橋 脩小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５３８＋１６１：５９．５３� ２８．６�
８９ モ ン テ エ ン 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣毛利 喜昭氏 松山 康久 日高 瀬戸牧場 ４６２＋ ２ 〃 ハナ １．６�
８１０ ディアアレトゥーサ 牝４黒鹿５５ 江田 照男�樽さゆり氏 畠山 吉宏 むかわ 新井牧場 ４９２－ ２１：５９．７１� ８．０�
１１ ショウナンアクロス 牡６鹿 ５７ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ２１：５９．９１� ３０．９�
５５ 	 アサティスボーイ 牡７鹿 ５７ 北村 宏司廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー

ファーム ４４６± ０２：００．０
 ２６．０�
６６ 	 トウカイプライム 牡６黒鹿５７ 柴田 大知内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５２± ０２：００．３１
 １５７．３	
３３ テーオーティアラ 牝５鹿 ５５ 中舘 英二小笹 公也氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４６６－ ２２：００．５１� １０．９

７８ 	 キングスパーク 牡６黒鹿５７ 村田 一誠小林 久義氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４９８－ ２２：００．７１� １０９．７�
２２ ヒシセンチュリー 牡５栗 ５７ 松岡 正海阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ５０４－１２２：００．８
 １３．７�

（１０頭）

売 得 金
単勝： ６０，５２９，０００円 複勝： １３２，２４４，０００円 枠連： ３９，５４７，４００円 馬連： １９７，０３３，０００円 馬単： １４９，４４２，７００円

ワイド： ５８，４６２，０００円 ３連複： ２０９，３５４，０００円 ３連単： ６１２，０８２，０００円 ５重勝： １，１６８，３４５，４００円 計： ２，６２７，０３９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １５０円 � ４４０円 � １１０円 枠 連（４－７） ４，４００円

馬 連 �� ６，０４０円 馬 単 �� １０，８６０円

ワ イ ド �� １，３２０円 �� １８０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，１７０円 ３ 連 単 ��� ２７，７７０円

５ 重 勝
対象競走：小倉１０R／新潟１０R／札幌１１R／小倉１１R／新潟１１R

キャリーオーバー なし����� １，０２６，４８０円

票 数

単勝票数 計 ６０５２９０ 的中 � １０２６２８（２番人気）
複勝票数 計１３２２４４０ 的中 � １４５１８５（２番人気）� ２６６７７（８番人気）� ８４４６８５（１番人気）
枠連票数 計 ３９５４７４ 的中 （４－７） ６６４０（１２番人気）
馬連票数 計１９７０３３０ 的中 �� ２４０９２（１８番人気）
馬単票数 計１４９４４２７ 的中 �� １０１５７（２６番人気）
ワイド票数 計 ５８４６２０ 的中 �� ８７８２（１８番人気）�� １１３０２３（１番人気）�� ２０２２６（９番人気）
３連複票数 計２０９３５４０ 的中 ��� ７１４６１（７番人気）
３連単票数 計６１２０８２０ 的中 ��� １６２６８（８３番人気）
５重勝票数 計１１６８３４５４ 的中 ����� ８４０

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．０―１１．９―１２．４―１２．６―１１．９―１１．４―１０．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．９―３５．９―４７．８―１：００．２―１：１２．８―１：２４．７―１：３６．１―１：４７．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エオリアンハープ 
�
父 キングカメハメハ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１１．８ 東京１１着

２００６．１．２９生 牝５栗 母 エアウイングス 母母 シークレットシェアラー ２３戦５勝 賞金 １２０，１９９，０００円

２４０２４ ８月１４日 晴 良 （２３新潟４）第２日 第１２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

６１２ ベ ス ト ラ ン 牝５黒鹿５５ 村田 一誠本間 茂氏 柴田 政人 新冠 北星村田牧場 ４７４－ ８ ５５．０ １９．４�

４８ セイユウハート 牡３鹿 ５４ 大庭 和弥松岡 正二氏 鈴木 伸尋 日高 前川 義則 ４４４＋ ４ ５５．１� ７１．７�
４７ エランドール 牝３鹿 ５２

４９ ▲小野寺祐太�辻牧場 坪 憲章 浦河 辻 牧場 ４３０－ ６ ５５．２� ７．９�
１２ ク ル タ ナ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人市川 義美氏 藤沢 和雄 日高 下河辺牧場 ４３６± ０ ５５．４１� １４．７�
７１４ レッドハイヒール 牝５鹿 ５５ 吉田 豊村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット B４９２± ０ 〃 ハナ ３．８�
８１６� パ リ ー ジ ョ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 橋本牧場 ４５２＋ ８ ５５．６１� ５９．０�
２３ ピーエムヘクター 牡３鹿 ５４ 北村 宏司松山 毅氏 和田正一郎 安平 追分ファーム ４６２＋ ４ ５５．７� ４．８	
３５ シ ー マ ー ク 牡４栗 ５７ 中舘 英二 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５３４＋ ２ 〃 ハナ １０．３

５１０ ユウキサンオーラ 牝４鹿 ５５ 青木 芳之ちきり組合 菊沢 隆徳 新ひだか クドウファーム B４３０－ ８ 〃 アタマ １２６．１�
８１５ マイネルマサムネ 牡３栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 出羽牧場 ４３４－１４ ５５．８� ３６．６
５９ サンマルヘイロー 牡５鹿 ５７ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４８０± ０ ５５．９� ３．７�
８１７ リーヴタイム 牝６芦 ５５

５２ ▲平野 優林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４５０± ０ ５６．１１� １３．４�
６１１ アブラカタブラ 牝３栗 ５２ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 浦河 福岡 光夫 ４６８＋ ４ ５６．２クビ ２７７．０�
２４ � クリノライデン 牡５青鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 駿河牧場 ４９８＋ ８ ５６．３� １３９．５�
３６ � コーリンハッピー 牝３芦 ５２ 伊藤 工真伊藤 恵子氏 平井 雄二 日高 今井牧場 B４５４－ ４ 〃 ハナ １２５．５�
１１ ミラグロレディ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 B４６０－ ８ ５６．５１ ７８．４�
７１３� アートオブプライド 牡３栗 ５４ 西田雄一郎岡田 隆寛氏 境 征勝 新ひだか 岡田牧場 ４５４＋ ４ ５６．９２� １７４．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ５１，４１４，７００円 複勝： ６８，５４５，５００円 枠連： ４１，８０３，９００円

馬連： １５４，７１９，２００円 馬単： ８９，７５１，６００円 ワイド： ５７，１２４，８００円

３連複： ２０３，５４１，２００円 ３連単： ３９８，６０９，８００円 計： １，０６５，５１０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ６００円 � １，６３０円 � ３１０円 枠 連（４－６） ６，３３０円

馬 連 �� ３９，８７０円 馬 単 �� ８６，１４０円

ワ イ ド �� １０，７４０円 �� ２，８５０円 �� ４，２９０円

３ 連 複 ��� １１４，３２０円 ３ 連 単 ��� １，０００，６００円

票 数

単勝票数 計 ５１４１４７ 的中 � ２０９３０（８番人気）
複勝票数 計 ６８５４５５ 的中 � ２９６２６（８番人気）� ９８９７（１１番人気）� ６７６８６（４番人気）
枠連票数 計 ４１８０３９ 的中 （４－６） ４８７７（２６番人気）
馬連票数 計１５４７１９２ 的中 �� ２８６４（７３番人気）
馬単票数 計 ８９７５１６ 的中 �� ７６９（１４７番人気）
ワイド票数 計 ５７１２４８ 的中 �� １２９６（７６番人気）�� ４９９４（２７番人気）�� ３２８２（３９番人気）
３連複票数 計２０３５４１２ 的中 ��� １３１４（２２１番人気）
３連単票数 計３９８６０９８ 的中 ��� ２９４（１５２８番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．０―１０．６―１０．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２１．９―３２．５―４２．９

上り４F４３．１－３F３３．１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベ ス ト ラ ン �
�
父 メイショウドトウ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．３．２１ 中山１着

２００６．３．２８生 牝５黒鹿 母 グリタリングフラワ 母母 カシマアロー １４戦２勝 賞金 ２０，３４０，０００円
〔制裁〕 ベストラン号の騎手村田一誠は，競走後半で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１４番への進路影響）

５レース目



（２３新潟４）第２日 ８月１４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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１８８，０９０，０００円
３，２２０，０００円
７，１３０，０００円
１，３６０，０００円
１７，８２０，０００円
６２，６８９，０００円
５，４８４，８００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
３１９，１８６，８００円
５７６，７３９，９００円
２５８，１７３，１００円
９７８，９１８，６００円
６６３，０１２，０００円
３５８，８８２，９００円
１，１８２，８３１，３００円
２，４１７，６８０，１００円
１，１６８，３４５，４００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
５ 重 勝
計 ７，９２３，７７０，１００円

総入場人員 １４，０２７名 （有料入場人員 １２，４３０名）


