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２００３７ ７月２２日 晴 良 （２４新潟２）第４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

１：１１．１
１：１０．２

不良

不良

１１ カラダエーピー 牝２栗 ５４ 田中 勝春子安 裕樹氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４６６＋ ２１：１３．３ ８．２�

８１４ クリスクリングル 牡２鹿 ５４ 北村 宏司井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 ４９２＋ ２１：１３．９３� ３．２�
２２ ショウナンアポロン 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 ４８８－ ８１：１４．３２� ８．６�
６１１ バーチャルツアー 牡２栗 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７０－ ８１：１４．５１� １５．３�
４６ クレバーパルマ 牝２栗 ５４ 勝浦 正樹田� 正明氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 ４１８－１０ 〃 ハナ １７３．２�
３５ ブリリアンシー 牡２芦 ５４ 蛯名 正義青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ４．４	
６１０ キャニオンチャーム 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信�谷川牧場 伊藤 圭三 浦河 谷川牧場 ４５６± ０１：１４．７１� ４．８

７１２ ポ タ ラ カ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�ミルファーム 田島 俊明 新ひだか 小野 秀治 ４３４± ０１：１４．９１� １５０．７�
７１３ ヒアルロンサン 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 小池 博幸 ４３０＋ ２１：１５．０� ８．４�
３４ カンタベリーリュウ 牡２鹿 ５４ 木幡 初広峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新冠 佐藤 信広 ４６０－１０１：１５．４２� ２１７．７
５９ コフユチェリー 牝２青鹿５４ 柴田 善臣チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４４８± ０１：１５．９３ ３５．６�
８１５ クロロフィル 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 沖田 博志 ４４６－ ８ 〃 ハナ ４７．１�
５８ テ ロ ワ ー ル 牝２黒鹿５４ 江田 照男 �スピードファーム 和田正一郎 新ひだか 石川 栄一 ４３０－ ２ 〃 ハナ ９３．５�
２３ ミキノロココ 牝２鹿 ５４ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 ４４８－ ６１：１６．６４ １７７．２�
４７ ダイメイホーム 牡２栗 ５４ 中谷 雄太宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 ４８２－ ６ （競走中止） １６２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，７２３，１００円 複勝： ２４，７１８，０００円 枠連： １２，７３１，８００円

馬連： ４３，３０６，２００円 馬単： ２８，２８４，７００円 ワイド： １７，４３９，８００円

３連複： ５５，２３０，８００円 ３連単： ８６，３６３，４００円 計： ２８２，７９７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � ２５０円 枠 連（１－８） １，３９０円

馬 連 �� １，５３０円 馬 単 �� ３，５９０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� １，１３０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ４，０４０円 ３ 連 単 ��� ２８，０３０円

票 数

単勝票数 計 １４７２３１ 的中 � １４２９１（４番人気）
複勝票数 計 ２４７１８０ 的中 � ２５９２５（５番人気）� ４８２６０（１番人気）� ２４３０１（６番人気）
枠連票数 計 １２７３１８ 的中 （１－８） ６７９０（６番人気）
馬連票数 計 ４３３０６２ 的中 �� ２０９９１（６番人気）
馬単票数 計 ２８２８４７ 的中 �� ５８１５（１４番人気）
ワイド票数 計 １７４３９８ 的中 �� ７１０３（６番人気）�� ３６５８（１６番人気）�� ７８３２（５番人気）
３連複票数 計 ５５２３０８ 的中 ��� １００９３（１６番人気）
３連単票数 計 ８６３６３４ 的中 ��� ２２７４（１０９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１２．７―１２．６―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．６―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カラダエーピー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー ２０１２．６．２３ 福島３着

２０１０．２．２４生 牝２栗 母 ジャックヒマワリ 母母 レディアイスキューブス ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔競走中止〕 ダイメイホーム号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

２００３８ ７月２２日 晴 良 （２４新潟２）第４日 第２競走 ��２，２００�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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．０

良

良

８１７ ラウンドロビン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春諸江 幸祐氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４３４＋ ８２：１５．４ ２．５�

３６ テナシティー �３黒鹿５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ４２：１５．５クビ １４．４�
４８ アポロテイスト 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹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＋ ４ 〃 ハナ ４．１�
５１０ ブリングスザサン 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４５０± ０２：１５．６� １９．２�
１２ ボールドドリーム 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 ４９２＋ ４２：１５．７クビ １１８．８�
５９ クライマックス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４４４－１０ 〃 クビ １０．７	
３５ エムエムロゼオ 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一加藤 雅一氏 小西 一男 新ひだか 西村 和夫 ４４８± ０２：１５．９１� １６７．７

６１２ トラストネモフィラ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広菅波 雅巳氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０２：１６．３２� ３３５．７�
１１ ジ ル ニ ト ラ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司村木 隆氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ３．９�
２３ ベニノアロー 牡３鹿 ５６ 岩部 純二�紅谷 新開 幸一 新冠 安達 洋生 B４６０－ ２２：１６．４クビ ４４５．３
７１３ ハクサンフォレスト 牡３栗 ５６ 村田 一誠河� 五市氏 木村 哲也 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５１２＋ ６ 〃 ハナ １７６．１�
７１５ グリーンパキラ 牡３栗 ５６ 蛯名 正義�サトー 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ５０４－ ６２：１６．５� ２８．１�
２４ ダイメイサンデー 牡３青鹿５６ 大庭 和弥宮本 孝一氏 高橋 義博 新ひだか タイヘイ牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ８２．５�
８１６ ブルーナボーニャ �３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム ４８２± ０ 〃 アタマ ３８．２�
４７ ニシノウマノスケ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 川上牧場 ４４０± ０２：１６．７１� ２９０．６�
６１１ バ ロ ー ル 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣栗坂 崇氏 伊藤 伸一 日高 中川牧場 ４８０＋ ６２：１７．７６ １６３．４�
７１４ クレイジータイガー 牝３青 ５４

５１ ▲杉原 誠人田頭 勇貴氏 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４４０－ ６２：１８．３３� １５１．０�
８１８ リードホイッスル �３鹿 ５６ 石橋 脩 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４＋ ４２：１８．９３� ３６．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，２１３，１００円 複勝： ３８，２１２，２００円 枠連： １４，２９７，０００円

馬連： ４８，９５３，９００円 馬単： ３５，０１３，１００円 ワイド： ２２，４３５，９００円

３連複： ６８，６９８，６００円 ３連単： １１３，２４６，２００円 計： ３６０，０７０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ３２０円 � １５０円 枠 連（３－８） １，４２０円

馬 連 �� １，５７０円 馬 単 �� ２，３８０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ２３０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� １０，０００円

票 数

単勝票数 計 １９２１３１ 的中 � ６１１６２（１番人気）
複勝票数 計 ３８２１２２ 的中 � １０８４６７（１番人気）� ２１１６９（５番人気）� ７００５５（３番人気）
枠連票数 計 １４２９７０ 的中 （３－８） ７４３８（７番人気）
馬連票数 計 ４８９５３９ 的中 �� ２３０３９（５番人気）
馬単票数 計 ３５０１３１ 的中 �� １０８９４（８番人気）
ワイド票数 計 ２２４３５９ 的中 �� ７５０９（７番人気）�� ２９４３１（１番人気）�� ６２６５（９番人気）
３連複票数 計 ６８６９８６ 的中 ��� ２８４１７（４番人気）
３連単票数 計１１３２４６２ 的中 ��� ８３６０（２４番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．９―１１．２―１２．５―１３．７―１３．２―１２．９―１２．４―１１．８―１１．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２３．９―３５．１―４７．６―１：０１．３―１：１４．５―１：２７．４―１：３９．８―１：５１．６―２：０３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラウンドロビン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．２４ 中山３着

２００９．４．７生 牡３黒鹿 母 フ ウ レ イ カ 母母 セトフローリアンⅡ ７戦１勝 賞金 １６，２００，０００円
〔制裁〕 クレイジータイガー号の騎手杉原誠人は，１コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（８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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クッキーチャン号・フェザーフォンテン号

第２回 新潟競馬 第４日



２００３９ ７月２２日 晴 良 （２４新潟２）第４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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４６ ノーブルガイア 牝３黒鹿５４ 吉田 豊菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 ４２６－ ４１：５５．５ １４．２�

８１４ スカルラット 牝３栃栗 ５４
５１ ▲山崎 亮誠�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム ４８８＋ ６１：５５．８２ ３２．５�

３４ スカーレットリング 牝３黒鹿５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９４－ ８ 〃 ハナ ３．５�
８１５ ホシニイノリヲ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B５１０－ ６ 〃 アタマ ４．８�
３５ リアルファッション 牝３芦 ５４ 柴田 善臣有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４４８－ ６１：５６．０１� ２５．９�
２３ フェスティヴラン 牝３芦 ５４ 田中 勝春臼井義太郎氏 清水 英克 新冠 村本牧場 ４９２＋ ４ 〃 クビ １４．３�
７１３ コトブキハレスガタ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 ４６６＋２０１：５６．１クビ ３５．８	
７１２ プリッキーヌー 牝３栗 ５４ 江田 照男吉田 勝己氏 菊川 正達 安平 ノーザンファーム ４４２－ ６１：５６．８４ ２８．７

５９ イットーオジョウ 牝３鹿 ５４ 岩部 純二熊坂 俊一氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 ４５６－ ２１：５７．２２� ８５．８�
６１１ リトルシェフ 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真 �ローレルレーシング 尾関 知人 むかわ 清水ファーム ４０４＋ ８ 〃 クビ ２７０．４
６１０ カタクリズム 牝３鹿 ５４ 石橋 脩吉田 和子氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６４± ０ 〃 アタマ ２．３�
５８ アンゲルスノーヴス 牝３芦 ５４ 蛯名 正義吉田 哲哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：５７．４１� ６０．８�
１１ ディーズプリンセス 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７６＋ ４１：５７．９３ ９６．３�
２２ カヴァリーナ 牝３栗 ５４ 北村 宏司芹澤 精一氏 勢司 和浩 様似 山口 幸雄 ４３２＋１０１：５８．７５ １７０．３�
４７ ダーリンアイ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一佐藤 明氏 柄崎 孝 新ひだか 神垣 道弘 ４９２＋１０ 〃 アタマ ５４３．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，０５１，６００円 複勝： ３５，３０９，３００円 枠連： １４，３２２，４００円

馬連： ５２，３３８，１００円 馬単： ３６，５３５，５００円 ワイド： ２３，１７８，４００円

３連複： ６７，１６３，６００円 ３連単： １１１，８５５，５００円 計： ３６３，７５４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４２０円 複 勝 � ２８０円 � ６２０円 � １７０円 枠 連（４－８） ２，０２０円

馬 連 �� １３，２８０円 馬 単 �� ２３，７８０円

ワ イ ド �� ３，３８０円 �� ７３０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� １３，９２０円 ３ 連 単 ��� １２９，６００円

票 数

単勝票数 計 ２３０５１６ 的中 � １２８８０（４番人気）
複勝票数 計 ３５３０９３ 的中 � ３２７３５（４番人気）� １１９３４（９番人気）� ６９４４０（２番人気）
枠連票数 計 １４３２２４ 的中 （４－８） ５２５１（８番人気）
馬連票数 計 ５２３３８１ 的中 �� ２９１０（３３番人気）
馬単票数 計 ３６５３５５ 的中 �� １１３４（６０番人気）
ワイド票数 計 ２３１７８４ 的中 �� １６２０（３５番人気）�� ８２３９（６番人気）�� ４３２１（１４番人気）
３連複票数 計 ６７１６３６ 的中 ��� ３５６３（４３番人気）
３連単票数 計１１１８５５５ 的中 ��� ６３７（３４７番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．８―１２．４―１３．１―１３．０―１３．２―１３．３―１３．０―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２３．８―３６．２―４９．３―１：０２．３―１：１５．５―１：２８．８―１：４１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．２―３F４０．０
１
３
１５－１－９－（４，１０，１２）（１１，１４）（２，６）８，３，５－１３－７
１５（１，９）４（１２，１０，１４）－（３，８）（１３，５）６，１１，２，７

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノーブルガイア �
�
父 マリエンバード �

�
母父 サンシャインフォーエヴァー デビュー ２０１１．８．２８ 新潟４着

２００９．３．２５生 牝３黒鹿 母 パールピアス 母母 ソブリンドリーム ８戦１勝 賞金 ７，５００，０００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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サウンズファン号

２００４０ ７月２２日 晴 良 （２４新潟２）第４日 第４競走 ��２，８５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時４０分 （芝・外内）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金７００万円毎１�増
本 賞 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：０１．４良

６９ グランドチャペル 牡５黒鹿６０ 北沢 伸也 �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 ４８０＋ ４３：０２．７ ３．６�

１１ テイエムライジン 牡４栗 ６０ 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４３８－ ２３：０３．１２� ８９．９�
８１４� ボンジュールヒカリ 牡５栗 ６０ 五十嵐雄祐田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ５０２－ ４３：０３．４２ ２６．６�
２２ � グレイドケイ 牡４黒鹿６０ 石神 深一江川 伸夫氏 矢野 照正 米 B. Wayne

Hughes ５２４＋１０３：０３．９３ ３．２�
７１１� レ ン デ ィ ル �６芦 ６０ 横山 義行広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd B５０４＋ ８３：０４．１１	 ２７．０�
３４ オウエイロブロイ 牡４芦 ６０ 大江原 圭大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４７０－ ２３：０４．３１� ２９．４	
３３ リザーブカード 牡９鹿 ６０ 山本 康志 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５００－ ６３：０４．４� ７．５

６１０ リバーキャッスル 牝７栗 ５８ 植野 貴也河越 武治氏 作田 誠二 三石 飯岡牧場 ４４２＋ ４３：０４．７１
 ６０．２�
５８ タガノバッチグー 牡６鹿 ６１ 中村 将之八木 良司氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５２－１２３：０５．８７ ３．２�
５７ エイユーブラッサム 牡５鹿 ６０ 今村 康成笹部 和子氏 池添 兼雄 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５８＋ ６３：０６．８６ ６３．８
４６ トキノナスティア 牝６黒鹿５９ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５８± ０３：０７．０１� ５０．１�
４５ アイティゴールド 牡４黒鹿６０ 高野 和馬一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６２－ ６３：０７．１クビ １５４．３�
８１３ ユウターチェイサー 牡４栗 ６０ 金子 光希北前孔一郎氏 加用 正 新冠 中本牧場 ４６０－ ４３：０７．９５ ２９．８�
７１２ イージーウイン 牡５鹿 ６０ 蓑島 靖典田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 畠山牧場 B４５６＋ ２３：１０．４大差 ８１．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，２８３，４００円 複勝： ２０，９８８，３００円 枠連： １３，１０２，７００円

馬連： ３６，３７１，５００円 馬単： ２５，６４１，０００円 ワイド： １５，７５５，１００円

３連複： ５１，９２５，０００円 ３連単： ９０，６６３，５００円 計： ２６９，７３０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � １，７５０円 � ５７０円 枠 連（１－６） ２０，９４０円

馬 連 �� １８，７００円 馬 単 �� ２６，５５０円

ワ イ ド �� ３，６８０円 �� １，２６０円 �� １０，３６０円

３ 連 複 ��� ９８，２６０円 ３ 連 単 ��� ４８１，３７０円

票 数

単勝票数 計 １５２８３４ 的中 � ３４２３６（３番人気）
複勝票数 計 ２０９８８３ 的中 � ４４２４８（２番人気）� ２４８５（１２番人気）� ８５１４（６番人気）
枠連票数 計 １３１０２７ 的中 （１－６） ４６２（３０番人気）
馬連票数 計 ３６３７１５ 的中 �� １４３６（４１番人気）
馬単票数 計 ２５６４１０ 的中 �� ７１３（６７番人気）
ワイド票数 計 １５７５５１ 的中 �� １０４５（３９番人気）�� ３１９７（１１番人気）�� ３６６（６６番人気）
３連複票数 計 ５１９２５０ 的中 ��� ３９０（１５８番人気）
３連単票数 計 ９０６６３５ 的中 ��� １３９（７４５番人気）

上り １マイル １：４４．６ ４F ５０．４－３F ３７．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→
」
１
�

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

勝馬の
紹 介

グランドチャペル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２０ 阪神２着

２００７．２．２２生 牡５黒鹿 母 チャペルコンサート 母母 リープフォージョイ 障害：４戦２勝 賞金 ２３，８００，０００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。
（非当選馬） １頭 ローレルレヴァータ号
（非抽選馬） １頭 スタールーセント号



２００４１ ７月２２日 晴 良 （２４新潟２）第４日 第５競走 ��
��１，８００�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

１：４６．６
１：４６．６

良

良

２２ ナンヨーケンゴー 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 ４６８ ―１：５１．３ ３．２�

３３ サングブルー 牡２芦 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４４２ ―１：５１．４� ７．９�
６６ フェートグランド 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース武藤 善則 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８ ―１：５１．５� ２．２�
６７ ステラジアン 牡２黒鹿５４ 大庭 和弥池谷 誠一氏 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 ４６８ ― 〃 アタマ ５５．８�
８１０ コスモハヤブサ 牡２青鹿５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 コスモヴューファーム ４４２ ―１：５１．７１� １６．３�
７９ プラサスティ 牡２栗 ５４ 田中 勝春山上 和良氏 加藤 和宏 新ひだか 由利 徳之 ４５０ ―１：５１．９１� ２７．９�
１１ フェイマスシーン 牡２鹿 ５４ 吉田 豊笠原 幸六氏 大久保洋吉 平取 高橋 啓 ４８８ ―１：５２．０� １９．１	
８１１ アキレスバイオ 牡２芦 ５４ 江田 照男バイオ
 奥平 雅士 日高 中館牧場 ４８０ ―１：５２．７４ ４８．７�
５５ セイウンコダシ 牡２栗 ５４ 村田 一誠西山 茂行氏 菅原 泰夫 浦河 高昭牧場 ４５２ ―１：５３．０２ １０３．３�
７８ セイカスプレンダー 牝２鹿 ５４ 中舘 英二久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４７６ ― 〃 クビ ７６．４
４４ セイクリッドナイト 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ５２６ ―１：５３．１クビ ７．３�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２２，８８３，３００円 複勝： ２６，８１６，２００円 枠連： １１，９６１，８００円

馬連： ４１，１６１，８００円 馬単： ３４，９３９，９００円 ワイド： １７，８０４，８００円

３連複： ４７，８９０，６００円 ３連単： ９９，６６５，２００円 計： ３０３，１２３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １２０円 枠 連（２－３） １，６４０円

馬 連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，３７０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� １８０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ８１０円 ３ 連 単 ��� ６，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２２８８３３ 的中 � ５７３８８（２番人気）
複勝票数 計 ２６８１６２ 的中 � ５５６６２（２番人気）� ３５３２４（３番人気）� ７６８２０（１番人気）
枠連票数 計 １１９６１８ 的中 （２－３） ５３９１（５番人気）
馬連票数 計 ４１１６１８ 的中 �� ２０４８６（６番人気）
馬単票数 計 ３４９３９９ 的中 �� １０９１２（９番人気）
ワイド票数 計 １７８０４８ 的中 �� １００２０（４番人気）�� ２９３６５（１番人気）�� １５５２２（２番人気）
３連複票数 計 ４７８９０６ 的中 ��� ４３８１９（１番人気）
３連単票数 計 ９９６６５２ 的中 ��� １２１６３（１１番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．０―１２．９―１３．４―１３．２―１２．７―１１．７―１０．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．７―３７．６―５１．０―１：０４．２―１：１６．９―１：２８．６―１：３９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３４．４
３ ・（７，４）１１，３（１０，９）６，８（２，５）１ ４ ・（７，４，１１）（３，１０，９）（６，８）（２，５）１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンヨーケンゴー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

２０１０．３．１３生 牡２鹿 母 ブーケティアラ 母母 シンフォニーレディ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２００４２ ７月２２日 晴 良 （２４新潟２）第４日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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

１：０８．７
１：０７．８

良

良

２２ コスモアンダルシア 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 新冠 ビッグレッドファーム ４３６ ―１：１１．０ ７．５�

４４ カシマシャドウ 牡２黒鹿５４ 西田雄一郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４３０ ― 〃 アタマ ８９．６�
７１０ アルマダクロス 牡２栗 ５４ 北村 宏司栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 ４３６ ―１：１１．２１� ５６．８�
６７ アスカブランシュ 牝２芦 ５４ 松岡 正海神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４５４ ― 〃 ハナ ２．４�
３３ � シ ア ー ジ ュ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩前田 幸治氏 和田 正道 米 Foxborough

Farm et. al. ４４６ ― 〃 ハナ １０．３�
１１ マイネライムライト 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 コスモヴューファーム ４２６ ― 〃 アタマ ４４．１	
８１２ ドラゴントーク 牝２黒鹿５４ 内田 博幸窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４４２ ―１：１１．４１� ５．１

６８ ヨシカワクン 牝２鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 ４４４ ―１：１１．５� ４．６�
５６ マジシャンズレッド 牡２栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 裕 日高 永村 侑 ４４２ ―１：１２．２４ ５４．４�
７９ ハナイチモンメ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二小菅 定雄氏 松山 康久 平取 高橋 啓 ４１８ ―１：１３．２６ ２１．７
５５ ア マ ン ダ 牝２鹿 ５４ 田中 勝春グリーンスウォード 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４６２ ― 〃 クビ １４．９�
８１１ アポロダイヤモンド 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 ４４４ ― （競走中止） １２７．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，３０３，４００円 複勝： ２７，７８０，１００円 枠連： １４，２４４，８００円

馬連： ４４，１５４，９００円 馬単： ３２，３８８，２００円 ワイド： １７，６２６，８００円

３連複： ５２，６７７，１００円 ３連単： ９９，５５５，９００円 計： ３１０，７３１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２８０円 � １，７８０円 � ７６０円 枠 連（２－４） １４，０６０円

馬 連 �� ２０，９２０円 馬 単 �� ３５，７３０円

ワ イ ド �� ４，５３０円 �� ２，８４０円 �� １７，５００円

３ 連 複 ��� １７８，３３０円 ３ 連 単 ��� ９９２，８７０円

票 数

単勝票数 計 ２２３０３４ 的中 � ２３４４５（４番人気）
複勝票数 計 ２７７８０１ 的中 � ３１３３８（４番人気）� ３６６２（１１番人気）� ９１０６（８番人気）
枠連票数 計 １４２４４８ 的中 （２－４） ７４８（２２番人気）
馬連票数 計 ４４１５４９ 的中 �� １５５８（４３番人気）
馬単票数 計 ３２３８８２ 的中 �� ６６９（７３番人気）
ワイド票数 計 １７６２６８ 的中 �� ９５９（４０番人気）�� １５４７（２９番人気）�� ２４５（６２番人気）
３連複票数 計 ５２６７７１ 的中 ��� ２１８（１７３番人気）
３連単票数 計 ９９５５５９ 的中 ��� ７４（９３９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．９―１１．６―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．８―４７．４―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．１―３F３５．２
３ ３，７（２，８）６，１，４，１０，９，５－１２ ４ ・（３，７）８（２，６）－（１，４）－１０（９，１２）５

勝馬の
紹 介

コスモアンダルシア �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Soviet Star 初出走

２０１０．２．１５生 牝２鹿 母 コスモルビー 母母 Robinia １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 アポロダイヤモンド号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。



２００４３ ７月２２日 晴 良 （２４新潟２）第４日 第７競走 ��
��１，６００�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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．３

良

良

５９ トーセンオーラ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド ４３８± ０１：３４．６ ５．５�

７１５ シルキーマーチ 牡３鹿 ５６ 江田 照男有限会社シルク星野 忍 新冠 須崎牧場 ４３８＋ ４１：３４．８１� ７．１�
４７ スモーキーヴォイス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海渡邊 隆氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４２６＋２０１：３４．９� １４．４�
２３ サクラインペリアル 牡３栗 ５６ 安藤 勝己�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 新和牧場 B４６８± ０１：３５．１１ ２．６�
３６ コウヨウアレス 牡３青鹿５６ 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４９０ ―１：３５．２� ９．３�
５１０ コ ナ セ ラ ー 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 	サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４７２－ ８ 〃 クビ １０３．７

８１８ マスカレイド 牝３栗 ５４ 石橋 脩 	キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０４ ―１：３５．３クビ ３７．７�
３５ レインボーカムカム 牝３栗 ５４ 柴田 善臣飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 ４３６－ ２１：３５．４� ２４．４�
７１３ リバーオリエンタル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４４６－ ８ 〃 アタマ １７．３
１２ ロジフローリアン 牡３黒鹿５６ 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ７．９�
１１ � ジヴェルニーアート 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人シンボリ牧場 高橋 祥泰 米 Mt. Brilliant
Farm LLC ４４０± ０１：３５．５クビ ２１４．５�

６１２ メ リ ダ 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲西村 太一山内 邦一氏 木原 一良 新冠 森永 聡 ４０８＋ ４１：３５．９２� ２１．０�

４８ コンタクトアゲン 牡３鹿 ５６
５３ ▲原田 和真浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 落合 一巳 ４２２ ―１：３６．１１� ３０３．６�

７１４ リズミックセンス 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義吉田喜代司氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４４４± ０１：３６．２� １０２．７�
８１６ フューワーズ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：３６．６２� １７３．０�
８１７ マニッシュスマイル 牝３鹿 ５４ 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 服部 牧場 ４８０－ ４１：３６．９１� ４２．１�
２４ リンガスジュエル 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４２４－１６ 〃 クビ ８２．４�
６１１ ケージーハナザカリ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 イワミ牧場 ４５６ ―１：３７．５３� １３０．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，３７９，４００円 複勝： ４０，１９３，２００円 枠連： ２０，０５６，４００円

馬連： ６５，８４７，９００円 馬単： ３９，９２０，４００円 ワイド： ２７，９８４，８００円

３連複： ８３，８３０，１００円 ３連単： １２９，１７７，３００円 計： ４３０，３８９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � ３９０円 枠 連（５－７） １，２４０円

馬 連 �� １，８４０円 馬 単 �� ３，４１０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� １，３４０円 �� １，７５０円

３ 連 複 ��� １０，１５０円 ３ 連 単 ��� ４１，３８０円

票 数

単勝票数 計 ２３３７９４ 的中 � ３３６９５（２番人気）
複勝票数 計 ４０１９３２ 的中 � ５９０８６（２番人気）� ５５２２９（３番人気）� ２２８１４（７番人気）
枠連票数 計 ２００５６４ 的中 （５－７） １１９６６（５番人気）
馬連票数 計 ６５８４７９ 的中 �� ２６５１５（５番人気）
馬単票数 計 ３９９２０４ 的中 �� ８６５８（１１番人気）
ワイド票数 計 ２７９８４８ 的中 �� １１９５７（５番人気）�� ５０５８（１３番人気）�� ３８１８（２３番人気）
３連複票数 計 ８３８３０１ 的中 ��� ６０９９（３１番人気）
３連単票数 計１２９１７７３ 的中 ��� ２３０４（１２５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１１．６―１２．３―１２．１―１１．５―１０．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．２―３５．８―４８．１―１：００．２―１：１１．７―１：２２．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンオーラ �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２０１１．９．２５ 中山２着

２００９．３．２１生 牝３鹿 母 トーセンリリー 母母 ミデオンレディー ８戦１勝 賞金 ９，９５０，０００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 ニシノセルヴァ号

２００４４ ７月２２日 曇 良 （２４新潟２）第４日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時００分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

８１５� カフェヒミコ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi
Yoshizawa ５２２＋１４１：１０．８ ２．４�

２３ ゲンパチメジャー 牡３栗 ５４ 石橋 脩平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 ５０２＋１４１：１０．９� １９．２�
５８ ヴェイグストーリー 牝３栗 ５２ 村田 一誠 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４７６－１６１：１１．８５ ８．８�
７１２ エバーローズ 牝３栗 ５２ 木幡 初広 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４６６＋ ４ 〃 クビ １９．５�
３４ ロイヤルサルート 牡４栗 ５７ 蛯名 正義臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４９６－ ４ 〃 ハナ １７．４�
８１４ フィンデルムンド 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B４５８± ０１：１１．９� １４．２�
３５ � ケイアイヘルメス 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 	啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 米 Morihiro

Kameda ５２０± ０１：１２．０クビ ４．６

４６ エスペランサシチー 牡３芦 ５４ 勝浦 正樹 	友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋ ８１：１２．２１� ７４．６�
５９ トウカイチャーム 牡４栗 ５７ 北村 宏司内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム ４７４± ０１：１２．３クビ １０．３�
１１ パライバトルマリン 牡４栗 ５７ 田辺 裕信山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 ４９０－ ６１：１２．４	 ９．８
２２ � ウインミネルヴァ 牝４青鹿５５ 田中 勝春	ウイン 大久保龍志 米 Shadai Cor-

poration ４８８＋１０１：１２．７２ ３９．３�
６１０ オ ー パ ル ス 牡４芦 ５７

５４ ▲西村 太一広尾レース	 加藤 征弘 新ひだか 大典牧場 ４８８－ ６１：１３．０１	 １０１．５�
６１１ アードバーク 牡３鹿 ５４ 西田雄一郎石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４６４＋ ４１：１３．１	 ２９３．８�
７１３
 クールテツマル 牡４栗 ５７ 江田 照男川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 ４９４＋ ５１：１３．３	 ６６．７�
４７ アイドルバイオ 牝４青 ５５ 田中 博康バイオ	 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ８１：１３．６２ ２５５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，６０１，２００円 複勝： ５２，１１０，９００円 枠連： ２７，３８２，８００円

馬連： ８６，９８０，０００円 馬単： ５２，９２７，３００円 ワイド： ３３，８０３，６００円

３連複： １１０，０７３，３００円 ３連単： １７６，５９５，０００円 計： ５７０，４７４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ４６０円 � ２９０円 枠 連（２－８） １，３００円

馬 連 �� ２，３５０円 馬 単 �� ３，１１０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� ５８０円 �� ２，３５０円

３ 連 複 ��� ６，４８０円 ３ 連 単 ��� ３０，３１０円

票 数

単勝票数 計 ３０６０１２ 的中 � １０３６４４（１番人気）
複勝票数 計 ５２１１０９ 的中 � １３３６１２（１番人気）� ２３１８６（９番人気）� ４１２５３（４番人気）
枠連票数 計 ２７３８２８ 的中 （２－８） １５５９２（４番人気）
馬連票数 計 ８６９８００ 的中 �� ２７３５３（９番人気）
馬単票数 計 ５２９２７３ 的中 �� １２５８４（９番人気）
ワイド票数 計 ３３８０３６ 的中 �� ８７４３（１１番人気）�� １５１１７（３番人気）�� ３３６５（３３番人気）
３連複票数 計１１００７３３ 的中 ��� １２５３７（２２番人気）
３連単票数 計１７６５９５０ 的中 ��� ４３００（８３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．４―１２．２―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．１―４６．３―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�カフェヒミコ �
�
父 Bandini �

�
母父 Tiznow デビュー ２０１０．１０．２ 中山４着

２００８．４．１０生 牝４鹿 母 Yamato Damashii 母母 Storm Dust １３戦３勝 賞金 ４１，０８２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 エバーローズ号の騎手木幡初広は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。（１０番・９番・８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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オメガキングコング号・ブロックコード号・ヘイハチスカイ号



２００４５ ７月２２日 曇 良 （２４新潟２）第４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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

８１２ サトノアポロ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：００．４ ３．７�

６８ ブラインドサイド 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８２－ ２２：００．６１� １．６�
５６ � トウショウレイザー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６０－１８ 〃 アタマ ３３．０�
３３ � イクシカナイダロウ 牡３青鹿５４ 杉原 誠人小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 乾 皆雄 ４９０＋１０２：００．８１	 １９３．１�
８１３ ブーケドロゼブルー 牝５青鹿５５ 江田 照男 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４７０－ ４２：００．９クビ ４４．１�
７１１ ケイアイジーニアス 牡３鹿 ５４ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 ４５６± ０２：０１．０
 １８．０�
６９ オメガオンリーワン 牡４芦 ５７ 内田 博幸原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５４４＋ ４２：０１．１
 １３．０	
５７ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４４６－ ４ 〃 ハナ ６３．７

７１０ マジックポスト 牡３青鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 ４５０＋ ２２：０１．４１
 ８．５�
２２ ア セ ン ト �４鹿 ５７ 田中 博康馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６２－ ４２：０１．５
 ２８６．６�
４４ ウィズインカチドキ 牡５鹿 ５７ 大庭 和弥内藤 耕造氏 成島 英春 新ひだか 原口フアーム ４６４＋ ２ 〃 ハナ ３５６．０
４５ � イイデジャパン 牡４黒鹿５７ 村田 一誠 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ５０２＋ ７２：０２．２４ ５５．０�
１１  コスモアネクドート 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 愛 Mogeely Stud B４４６＋ ２ 〃 ハナ ９４．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，０７１，８００円 複勝： ８８，２１２，２００円 枠連： ２５，１５３，０００円

馬連： ９１，２３７，２００円 馬単： ６８，８２５，１００円 ワイド： ３３，１２３，２００円

３連複： １０２，５３０，７００円 ３連単： ２６１，０８９，４００円 計： ７０２，２４２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � ４７０円 枠 連（６－８） ２１０円

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド �� １５０円 �� １，２７０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� １，７７０円 ３ 連 単 ��� ８，５３０円

票 数

単勝票数 計 ３２０７１８ 的中 � ６９７２９（２番人気）
複勝票数 計 ８８２１２２ 的中 � １２９７０２（２番人気）� ５５２５７０（１番人気）� １５２９４（７番人気）
枠連票数 計 ２５１５３０ 的中 （６－８） ９２６２５（１番人気）
馬連票数 計 ９１２３７２ 的中 �� ２７５１２４（１番人気）
馬単票数 計 ６８８２５１ 的中 �� ６９８１１（２番人気）
ワイド票数 計 ３３１２３２ 的中 �� ８０６１９（１番人気）�� ４８８４（１５番人気）�� １０１０５（８番人気）
３連複票数 計１０２５３０７ 的中 ��� ４２９２１（５番人気）
３連単票数 計２６１０８９４ 的中 ��� ２２５９９（２３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１２．２―１２．３―１２．６―１２．４―１２．１―１２．３―１０．７―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３６．３―４８．６―１：０１．２―１：１３．６―１：２５．７―１：３８．０―１：４８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノアポロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Bering デビュー ２０１０．８．１ 新潟４着

２００８．５．１１生 牡４黒鹿 母 ミスベルベール 母母 Miss Afrique ８戦２勝 賞金 ２３，８１１，０００円

２００４６ ７月２２日 曇 良 （２４新潟２）第４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，２３．７．２３以降２４．７．１５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

３５ トウケイヘイロー 牡３鹿 ５５ 吉田 豊木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 ４８０＋１０１：２０．３ ６．８�

２３ サイレントソニック 牝４黒鹿５５ 松岡 正海細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４５２－ ４１：２０．４� ４．２�
１１ クリーンエコロジー 牡４芦 ５６ 蛯名 正義石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４９２－ ６ 〃 クビ ３．５�
４８ ロードラディアント 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 牧 光二 日高 中川 浩典 ４８０± ０１：２０．５� ８．５�
７１４ レッドクロス 牡５栗 ５４ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４６４＋ ６１：２０．６� ９．４�
３６ ラフレーズカフェ 牝３青鹿５２ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：２０．７クビ １０．９�
１２ タツミリュウ 牡４栗 ５７ 中舘 英二	ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ４９０＋ ２１：２０．８� １５．５

８１８� タニマサホーク 牡５鹿 ５５ 江田 照男谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５０６± ０１：２０．９� ６６．１�
５１０ シゲルモトナリ 牡５黒鹿５６ 勝浦 正樹森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 ５１０± ０ 〃 クビ ２３．１�
４７ 	 アポロノカンザシ 牝４栗 ５４ 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 B４４４＋ ４１：２１．０� ４２．９
２４ ゴールドスマイル 牡４鹿 ５４ 大野 拓弥居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４７２＋ ６１：２１．１� １０７．９�
８１６ ナンヨークイーン 牝６鹿 ５０ 嶋田 純次中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４４４± ０ 〃 アタマ １２３．５�
８１７ メロークーミス 牝４鹿 ５１ 杉原 誠人井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４７０＋１４１：２１．３� １３８．５�
６１２ オークヴィル 牝４鹿 ５２ 二本柳 壮下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ５００－ ４ 〃 アタマ ２４．９�
７１５ レ ト 牡５鹿 ５６ 木幡 初広伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４６０± ０１：２１．４� ２２．３�
５９ アルファメガハート 牝７鹿 ５０ 石神 深一�貴悦 嶋田 潤 新冠 秋田牧場 ４７２－ ４１：２１．７２ ２８５．４�
７１３ アイアムノココロ 牝５青鹿５１ 中谷 雄太堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４６－ ２ 〃 アタマ ４２７．１�
６１１ レーザーインパクト 牡３鹿 ５３ 柴田 善臣杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４４０＋ ４ 〃 ハナ ８６．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４３，４１１，５００円 複勝： ７０，９０３，７００円 枠連： ３８，９４０，３００円

馬連： １５２，７９２，２００円 馬単： ８０，６０１，０００円 ワイド： ５３，２５２，９００円

３連複： １８６，１８５，２００円 ３連単： ３１７，８８１，８００円 計： ９４３，９６８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６８０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（２－３） ７８０円

馬 連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，９４０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ５３０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，７１０円 ３ 連 単 ��� １０，１９０円

票 数

単勝票数 計 ４３４１１５ 的中 � ５０３２９（３番人気）
複勝票数 計 ７０９０３７ 的中 � ６６９０４（３番人気）� １５１３５１（１番人気）� １４３５２６（２番人気）
枠連票数 計 ３８９４０３ 的中 （２－３） ３７１９９（３番人気）
馬連票数 計１５２７９２２ 的中 �� ８４４０７（３番人気）
馬単票数 計 ８０６０１０ 的中 �� ２０２９９（６番人気）
ワイド票数 計 ５３２５２９ 的中 �� ２２４１２（３番人気）�� ２３４１９（２番人気）�� ５４１７８（１番人気）
３連複票数 計１８６１８５２ 的中 ��� ８０５８４（１番人気）
３連単票数 計３１７８８１８ 的中 ��� ２３０４３（９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．１―１１．３―１１．９―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．１―３４．２―４５．５―５７．４―１：０８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウケイヘイロー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１１．７．３１ 新潟１着

２００９．４．２２生 牡３鹿 母 ダンスクィーン 母母 ハイネスポート １０戦３勝 賞金 ５７，１４８，０００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） ２頭 ストロングロビン号・ダブルレインボー号

２レース目



２００４７ ７月２２日 曇 良 （２４新潟２）第４日 第１１競走
サマースプリントシリーズ

��
��１，０００�第１２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 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ６８６，０００円 １９６，０００円 ９８，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

８１６ パ ド ト ロ ワ 牡５鹿 ５６ 安藤 勝己吉田 照哉氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ５３２－ ２ ５４．２ １１．６�

８１７ エーシンダックマン 牡５鹿 ５６ 蛯名 正義�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９４＋ ２ ５４．４１� ７．９�
２４ エーシンヴァーゴウ 牝５栗 ５５ 田辺 裕信�栄進堂 小崎 憲 浦河 栄進牧場 ４７０ ５４．５クビ ７．８�
２３ ハクサンムーン 牡３栗 ５３ 石橋 脩河� 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ７．１�
７１５ ジュエルオブナイル 牝５鹿 ５４ 内田 博幸 �グリーンファーム 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４４０－ ２ ５４．８１	 ９．５�
６１１ アウトクラトール 牡７鹿 ５６ 木幡 初広 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８２－ ６ 〃 ハナ ７７．９	
７１４ シャウトライン 牡８青鹿５６ 中舘 英二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B５００－ ２ ５４．９クビ ９９．０

７１３ アイルラヴァゲイン 牡１０鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１６± ０ ５５．０	 １３５．６�
４８ ア フ ォ ー ド 牡４鹿 ５６ 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ２ 〃 クビ ５．５�
６１２ ビウイッチアス 牝３黒鹿５１ 吉田 豊井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 ４３８＋ ４ ５５．１� ３．６
１１ アポロフェニックス 牡７黒鹿５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９２－ ４ 〃 クビ ９８．０�
３５ レオンビスティー 牡３鹿 ５３ 江田 照男備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 ４９０＋１４ ５５．３１
 ２８．１�
１２ セブンシークィーン 牝６栗 ５４ 田中 勝春吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８４＋ ８ ５５．４� １１９．６�
５９ オウケンサクラ 牝５鹿 ５４ 北村 宏司福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ５０２＋ ８ ５５．５� １５．８�
８１８ コパノオーシャンズ 牝８黒鹿５４ 西田雄一郎小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４３８－ ６ 〃 ハナ １０９．１�
３６ ナ イ ア ー ド 牝６黒鹿５４ 大野 拓弥�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８２＋ ２ ５５．６	 ２９．５�
５１０ ワンダーポデリオ 牡８鹿 ５６ 田中 博康山本 信行氏 藤岡 範士 新冠 アラキフアーム ４８６＋ ６ ５５．８１
 ２４９．５�
４７ スプラッシュエンド 牡６栗 ５６ 柴田 善臣広尾レース� 鹿戸 雄一 浦河 三嶋牧場 ５０６＋ ６ ５６．２２� ５２．５�

（１８頭）

売 得 金
単勝： １５１，８８２，３００円 複勝： １９８，８６０，７００円 枠連： １３３，５８７，９００円 馬連： ５９６，９９９，５００円 馬単： ３１６，８２６，９００円

ワイド： １８１，６０９，５００円 ３連複： ８６２，９２２，４００円 ３連単： １，５６７，５６０，７００円 ５重勝： ９２６，０５７，４００円 計： ４，９３６，３０７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３４０円 � ３３０円 � ３５０円 枠 連（８－８） ２，５００円

馬 連 �� ３，４５０円 馬 単 �� ７，６００円

ワ イ ド �� １，２４０円 �� １，６７０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� １２，２８０円 ３ 連 単 ��� ８０，９６０円

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

キャリーオーバー なし����� ９５３，１９０円

票 数

単勝票数 計１５１８８２３ 的中 � １０３６９９（７番人気）
複勝票数 計１９８８６０７ 的中 � １５６０８２（５番人気）� １６３２９１（４番人気）� １４９９０１（６番人気）
枠連票数 計１３３５８７９ 的中 （８－８） ３９５２６（１１番人気）
馬連票数 計５９６９９９５ 的中 �� １２７９００（１４番人気）
馬単票数 計３１６８２６９ 的中 �� ３０７９３（３４番人気）
ワイド票数 計１８１６０９５ 的中 �� ３６５３６（１３番人気）�� ２６６７５（２１番人気）�� ３１８６２（１７番人気）
３連複票数 計８６２９２２４ 的中 ��� ５１８９１（４１番人気）
３連単票数 計１５６７５６０７ 的中 ��� １４２９０（２７５番人気）
５重勝票数 計９２６０５７４ 的中 ����� ７１７

ハロンタイム １１．６―９．９―１０．６―１０．２―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．６―２１．５―３２．１―４２．３

上り４F４２．６－３F３２．７
勝馬の
紹 介

パ ド ト ロ ワ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．２９ 京都３着

２００７．４．２０生 牡５鹿 母 グランパドドゥ 母母 スターバレリーナ ２０戦７勝 賞金 １９２，８３１，０００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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ビラゴーティアラ号

２００４８ ７月２２日 曇 良 （２４新潟２）第４日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１５� マルターズカイト 牡５鹿 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４９０＋ ８１：５３．６ １６．９�

３４ ハ ス ラ ー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５２０± ０１：５３．７� ３．３�
５９ チャンピオンハーレ 牡５黒鹿５７ 松岡 正海坪野谷純子氏 勢司 和浩 千歳 エクセレンス

ファーム ４８０－ ４ 〃 クビ ６．８�
２３ ユーロビート �３鹿 ５４ 大野 拓弥吉田 和美氏 高柳 瑞樹 洞爺湖 メジロ牧場 ５２８－ ４１：５３．９１� ８．８�
７１３ キングスバーン 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 ５１２＋１２１：５４．５３� ８．７�
６１１ モ ン ク 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B５０６＋ ４ 〃 クビ ２１．４�
３５ メイショウオオゾラ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７０－ ２１：５４．７１� １０．１�
４７ ベルモントメジャー 牡４鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次 	ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント
ファーム ５３６＋ ４１：５４．９１� ５．２


４６ リンクルリッジ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５６－ ６１：５５．０� １２０．４�

５８ クラリスピンク 牝４青 ５５ 田中 勝春吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ ８．９
２２ アカシローレル 牡５黒鹿５７ 江田 照男臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４５０－ ２１：５５．２１� ５９．５�
６１０� フジノタイガー 牡３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一栗本 博晴氏 本間 忍 浦河 日優牧場 ４８０－ ８ 〃 ハナ １２７．４�
７１２ ド ル モ ン 牡３鹿 ５４ 嘉藤 貴行伊藤 信之氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 B４９２＋ ４１：５５．３� ６７．１�
１１ キョウエイヒドラ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４８４－ ６１：５５．６２ ７１．９�
８１４� シュウザンモモ 牝６鹿 ５５ 増沢由貴子平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６０－ ２１：５６．５５ ３２３．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６１，１０３，６００円 複勝： ９２，９８２，９００円 枠連： ５０，２２４，８００円

馬連： １７０，６８６，６００円 馬単： １０２，６４８，７００円 ワイド： ６８，８２０，２００円

３連複： ２２５，２９０，３００円 ３連単： ４４２，５８６，０００円 計： １，２１４，３４３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ３２０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（３－８） １，６７０円

馬 連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ５，５５０円

ワ イ ド �� ８００円 �� １，０００円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ４，２００円 ３ 連 単 ��� ３４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ６１１０３６ 的中 � ２８５８９（８番人気）
複勝票数 計 ９２９８２９ 的中 � ６１５７６（７番人気）� １８８８２２（１番人気）� １３３０７４（３番人気）
枠連票数 計 ５０２２４８ 的中 （３－８） ２２２３２（７番人気）
馬連票数 計１７０６８６６ 的中 �� ６１３６４（７番人気）
馬単票数 計１０２６４８７ 的中 �� １３６５６（２１番人気）
ワイド票数 計 ６８８２０２ 的中 �� ２０６２８（９番人気）�� １６０９２（１２番人気）�� ４９３８４（１番人気）
３連複票数 計２２５２９０３ 的中 ��� ３９６０８（１２番人気）
３連単票数 計４４２５８６０ 的中 ��� ９５９８（１０７番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．６―１２．７―１３．０―１２．５―１２．６―１２．８―１２．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．７―３７．４―５０．４―１：０２．９―１：１５．５―１：２８．３―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マルターズカイト �
�
父 アルカセット �

�
母父 French Deputy

２００７．２．１９生 牡５鹿 母 ミスティーフレンチ 母母 Seeking the Circle ２１戦２勝 賞金 ２９，３５０，０００円
初出走 JRA

※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） ４頭 サトノサミット号・スペシャルザダイヤ号・トーアクリスタル号・トーホウベスト号

５レース目



（２４新潟２）第４日 ７月２２日（日曜日） 晴後曇 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
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

２２９，９１０，０００円
９，４２０，０００円
２，０００，０００円
２０，７７０，０００円
６３，８１３，５００円
５，７１２，８００円
１，７４７，２００円

勝馬投票券売得金
４５９，９０７，７００円
７１７，０８７，７００円
３７６，００５，７００円
１，４３０，８２９，８００円
８５４，５５１，８００円
５１２，８３５，０００円
１，９１４，４１７，７００円
３，４９６，２３９，９００円
９２６，０５７，４００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 １０，６８７，９３２，７００円

総入場人員 １８，０４３名 （有料入場人員 １５，８５６名）


