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２００７３ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７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

３５ グランデタマ 牝２芦 ５４ 蛯名 正義 �グランデオーナーズ 和田 正道 新ひだか 坂本 春雄 ４３６－ ２１：１３．９ ３．０�

７１３ ネクタルブルー 牡２青鹿５４ 石橋 脩 �ブルーマネジメント小野 次郎 新ひだか 加野牧場 ４６８＋ ４１：１４．２２ ２５．４�
８１４ 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 ４４８－ ６ 〃 クビ ４．７�
３４ クレバーカイオウ 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人田� 正明氏 小西 一男 新冠 長浜牧場 ４４８＋ ２１：１４．４１� ３．１�
７１２ ベルウッドシーマ 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ５０２± ０ 〃 アタマ ６．７�
５９ カラダドリーム 牡２鹿 ５４ 武士沢友治子安 裕樹氏 伊藤 正徳 浦河 有限会社

松田牧場 ４８８＋ ４１：１４．７１� １６．５	
４７ コスモデスタン 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 
ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４７４± ０１：１４．９１� ３１．１�
８１５ ブラザーウインド 牡２栗 ５４ 田中 博康 
スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４７６＋ ４１：１５．２１� ４８．４�
４６ マリーズミイ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４２８－ ４ 〃 アタマ ６０．１
５８ サマーフェアリー 牝２栗 ５４ 大野 拓弥セゾンレースホース� 畠山 吉宏 安平 追分ファーム ４３６－ ４１：１５．３� ６３．３�
６１０ ウチケンジェーニオ 牡２栗 ５４ 江田 照男内田 健一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 ４２２± ０１：１５．５１� ２２５．８�
１１ トウカイクッキー 牝２青鹿５４ 吉田 豊内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４２８－１０１：１５．６� ４０．９�
２２ ジェファーソン 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎�橋 文枝氏 水野 貴広 浦河 日田牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ ３４０．１�
２３ トーホウノブナガ 牡２青鹿５４ 中舘 英二東豊物産� 高橋 裕 日高 竹島 幸治 ４４６－ ４１：１６．２３� ８４．８�
６１１ キセキノナルシスト 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次梶原 哲朗氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 ４８４－ ２１：１６．６２� ９６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，８７１，２００円 複勝： ２８，３００，１００円 枠連： １４，１２５，６００円

馬連： ３８，２１７，３００円 馬単： ２６，９９４，７００円 ワイド： １８，５６０，４００円

３連複： ５３，６４８，３００円 ３連単： ８６，１０３，５００円 計： ２８２，８２１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ４７０円 � １９０円 枠 連（３－７） ３９０円

馬 連 �� ２，９２０円 馬 単 �� ４，５００円

ワ イ ド �� １，０８０円 �� ３６０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ４，１４０円 ３ 連 単 ��� ２７，９１０円

票 数

単勝票数 計 １６８７１２ 的中 � ４５０４０（１番人気）
複勝票数 計 ２８３００１ 的中 � ６９１２７（２番人気）� １１３９６（６番人気）� ３９４２６（３番人気）
枠連票数 計 １４１２５６ 的中 （３－７） ２７２２９（１番人気）
馬連票数 計 ３８２１７３ 的中 �� ９６８２（８番人気）
馬単票数 計 ２６９９４７ 的中 �� ４４３１（１４番人気）
ワイド票数 計 １８５６０４ 的中 �� ４０３３（１０番人気）�� １４３６３（３番人気）�� ２７１３（１７番人気）
３連複票数 計 ５３６４８３ 的中 ��� ９５８３（１０番人気）
３連単票数 計 ８６１０３５ 的中 ��� ２２７７（７６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．６―１２．９―１２．８―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．４―４７．３―１：００．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５１．１―３F３９．５
３ ５，１３－１２－（１５，１４）１０（４，７）６（２，８）－１，３，９，１１ ４ ５，１３－１２，１４，１５－（１０，４）７（６，２）８－１，３，９，１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランデタマ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２０１２．６．２３ 福島２着

２０１０．４．１７生 牝２芦 母 ダンツナイキ 母母 A Stark Is Born ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔発走状況〕 キセキノナルシスト号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 カシノハッピー号
（非抽選馬） １頭 アマンダ号

２００７４ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

５９ ロードシュプリーム 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �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 ５０８＋ ６１：３４．９ ３．３�

２３ � マイネグロリアーナ 牝２青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana

Farms LLC ４６６＋ ２１：３５．３２� ６．９�
７１５ セ キ シ ョ ウ 牝２青鹿５４ 内田 博幸山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ ２１．０�
８１７ ミラクルアスク 牝２鹿 ５４ 北村 宏司廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４３４± ０ 〃 ハナ ９．１�
３５ リメンバーメジロ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩芹澤 精一氏 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 ４００－ ６１：３５．５１� ８．６�
６１２ マイネルイルミナル 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 ４４４－ ２１：３６．１３� ２１．５�
８１８ ステラビアンカ 牡２栗 ５４ 武士沢友治	ヒダカファーム阿部 新生 浦河 ヒダカフアーム ４２６－ ２１：３６．２� ５３６．１

８１６ プ ル ー フ 牝２栗 ５４ 吉田 豊近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４３４－１２１：３６．３クビ ３８１．５�
３６ テイエムレンジャー 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 ４６８－ ２ 〃 アタマ ３３．８�
５１０ コスモアリュール 牡２鹿 ５４ 木幡 初広岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか ウエスタンファーム ４３８± ０１：３６．６２ ２４２．４
４７ イ ク ラ ン 牡２栗 ５４ 嘉藤 貴行	ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム ４３８＋ ８１：３６．９１	 ９６．９�
１１ シ ー ボ ル ト 牡２栗 ５４ 大野 拓弥重松 國建氏 黒岩 陽一 新ひだか 前川 勇 ４７８＋ ４１：３７．２１	 １９７．２�
４８ ジャパンプレミアム 牡２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 原 達也 ４４８－ ４１：３７．３	 ２９８．０�
６１１ クロムレック 牡２栗 ５４ 岩田 康誠 	キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５０４＋１２１：３７．４	 ２．５�
１２ コスモカリヨン 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 	ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 的場牧場 ４４４－１２ 〃 クビ ２４０．３�
７１３ テワヒポウナム 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次	ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム ４２２＋ ６１：３７．６１ ２４７．９�
２４ ミヤコボルト 牡２栗 ５４ 田中 勝春吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 丸村村下

ファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ ６５．６�
７１４ ノーブルマーブル 牝２黒鹿５４ 江田 照男小池 繁徳氏 松永 康利 浦河 赤田牧場 ４５６＋ ２１：３８．２３� １０５．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，９６０，６００円 複勝： ３４，４３９，０００円 枠連： １２，４２９，７００円

馬連： ４０，３９２，０００円 馬単： ２８，９３０，３００円 ワイド： １９，６７９，２００円

３連複： ５１，８８２，１００円 ３連単： ８７，９４９，２００円 計： ２９３，６６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ４５０円 枠 連（２－５） ８６０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １，０８０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ５，１１０円 ３ 連 単 ��� １７，５７０円

票 数

単勝票数 計 １７９６０６ 的中 � ４３６２７（２番人気）
複勝票数 計 ３４４３９０ 的中 � ７８７６５（２番人気）� ４４８９７（３番人気）� １５３１９（７番人気）
枠連票数 計 １２４２９７ 的中 （２－５） １０７８３（３番人気）
馬連票数 計 ４０３９２０ 的中 �� ２９３０３（３番人気）
馬単票数 計 ２８９３０３ 的中 �� １１６７０（４番人気）
ワイド票数 計 １９６７９２ 的中 �� １５１１９（２番人気）�� ４２９３（１３番人気）�� ２７９７（１９番人気）
３連複票数 計 ５１８８２１ 的中 ��� ７５０１（１６番人気）
３連単票数 計 ８７９４９２ 的中 ��� ３６９５（４６番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．０―１２．８―１２．３―１１．５―１０．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．０―３６．０―４８．８―１：０１．１―１：１２．６―１：２３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３３．８
３ ９（３，１１）１２（５，８，１０，１５）７（４，１６）１７（２，１４）１３（１，１８）－６ ４ ９，１１，３，１２（５，８，１５）（７，１０）（４，１７，１６）２（１３，１４）（１，１８）６

勝馬の
紹 介

ロードシュプリーム �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２０１２．７．２１ 新潟２着

２０１０．２．２２生 牡２鹿 母 ジャックカガヤキ 母母 レイホーロード ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※プルーフ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第２回 新潟競馬 第７日



２００７５ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７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

５８ 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 ４８２－ ６１：５６．２ ３．３�

３４ サ ラ フ ァ ン 牝３栗 ５４ 西田雄一郎�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 上山牧場 ４６４－ ４１：５６．９４ １８．７�
６１０ イニシエノウタ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４３２＋ ４１：５７．０� ５．５�
７１３ トラストシンシ 牝３栗 ５４ 松岡 正海菅波 雅巳氏 的場 均 浦河 駿河牧場 ４６４－ ４１：５７．２１ ４．６�
２２ タケデンサイレント 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４５２－ ２１：５７．３� ９．６�
７１２ グラスルージュ 牝３黒鹿５４ 江田 照男半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５０８－１８１：５７．４� ６０．９�
４７ サウンズファン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 日高 三輪牧場 ４６２＋ ４１：５７．８２� ４３．９	
８１５ キャラメリゼ 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４２－ ７１：５７．９� ８６．９

２３ ラインシルビア 牝３黒鹿５４ 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：５８．０� ４．１�
１１ スリーオーシャン 牝３芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４００－１０１：５８．２１ ３５．０
８１４ ビュービーナス 牝３鹿 ５４ 田中 勝春キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 平成ファーム ４３８－１２ 〃 クビ ８４．９�
５９ ウインブランシュ 牝３栗 ５４ 柴田 大知�ウイン 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 ４３８＋ ２１：５８．４１� ６５．７�
４６ アグネスシルフィ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：５８．５� ６８．７�
３５ トーアハナノマイ 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人高山ランド� 松山 将樹 新冠 武田牧場 ４１４－ ６２：００．０９ ３４５．３�
６１１ ケセランパサラン 牝３鹿 ５４ 田中 博康坂東 勝彦氏 戸田 博文 伊達 高橋農場 ５０４ ―２：００．８５ ３７．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，０６９，７００円 複勝： ２４，２９７，３００円 枠連： １１，５３７，４００円

馬連： ３７，１４２，２００円 馬単： ２６，２３３，９００円 ワイド： １６，１６０，３００円

３連複： ４８，９９７，５００円 ３連単： ７８，６４４，０００円 計： ２５８，０８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � ３８０円 � １９０円 枠 連（３－５） ２，８００円

馬 連 �� ２，７９０円 馬 単 �� ４，９１０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ３３０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ３，９４０円 ３ 連 単 ��� ２４，７１０円

票 数

単勝票数 計 １５０６９７ 的中 � ３６７９３（１番人気）
複勝票数 計 ２４２９７３ 的中 � ５５００７（１番人気）� １２６６１（６番人気）� ３５１８５（３番人気）
枠連票数 計 １１５３７４ 的中 （３－５） ３０５１（９番人気）
馬連票数 計 ３７１４２２ 的中 �� ９８３５（１１番人気）
馬単票数 計 ２６２３３９ 的中 �� ３９４４（１９番人気）
ワイド票数 計 １６１６０３ 的中 �� ４４０６（１１番人気）�� １３７３５（１番人気）�� ３１１７（１４番人気）
３連複票数 計 ４８９９７５ 的中 ��� ９２０１（１１番人気）
３連単票数 計 ７８６４４０ 的中 ��� ２３４９（６９番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．２―１３．５―１４．４―１３．３―１２．２―１２．９―１２．６―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．１―３７．６―５２．０―１：０５．３―１：１７．５―１：３０．４―１：４３．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スカルラット �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１２．４．７ 福島１４着

２００９．４．２２生 牝３栃栗 母 チ ャ ッ プ 母母 セ ナ リ オ ６戦１勝 賞金 ８，４００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エリザヴェータ号・リボンハート号

２００７６ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：０１．４良

６１０ ドラゴンハンター 牡５青鹿６０ 植野 貴也櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４９０± ０３：０６．３ ７．６�

４６ セクシイスイート 牝４鹿 ５８ 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５０６－ ６ 〃 クビ １０．７�
５７ ヒアズルッキング �４鹿 ６０ 山本 康志 �キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４± ０３：０７．５７ ３７．３�
７１１ ミヤコデラックス 牡３鹿 ５８ 小野寺祐太吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B４４４± ０３：０７．９２� ２２０．０�
８１４ ホクトスルタン 牡８芦 ６０ 柴田 大知布施壽賀子氏 田中 剛 三石 ダイイチ牧場 ４９６＋ ２３：０８．０� ３．３�
６９ ジェットストリーム 牡４黒鹿６０ 浜野谷憲尚馬場 幸夫氏 手塚 貴久 むかわ 上水牧場 ５１０－ ２３：０８．２１� ２０．８�
８１３� ホーカーシーホーク 牡６黒鹿６０ 金子 光希石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４６０－ ６３：０８．４１� ２５．３	
４５ フクノゴールド 牡３鹿 ５８ 草野 太郎福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４４６－ ２３：０８．５クビ １１３．１

７１２� モエレジンダイコ 牡７栗 ６０ 横山 義行坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ４８２－ ４３：０８．６� ５．６�
３３ ミスターロックマン 牡４黒鹿６０ 江田 勇亮岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３８＋ ８３：０８．８１� ６９．６�
１１ トーセンドンファン 牡５黒鹿６０ 五十嵐雄祐島川 哉氏 菅原 泰夫 浦河 バンブー牧場 ４６０－１０ 〃 アタマ ２．６�
２２ トウケイヤマト 牡３鹿 ５８ 今村 康成木村 信彦氏 清水 出美 新ひだか 坂本 智広 ５０２－１０３：１０．８大差 ７２．３�
５８ ヤマイチタイキ 牡６鹿 ６０ 大江原 圭坂本 肇氏 大江原 哲 平取 二風谷ファーム B４９６－ ８３：１４．３大差 １７３．３�
３４ グランドジョラス 牡４青鹿６０ 石神 深一楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ５０２＋ ６３：１４．９３� １０６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，８７０，９００円 複勝： ２０，３６１，５００円 枠連： １２，９９８，１００円

馬連： ３２，０４２，２００円 馬単： ２５，５３０，１００円 ワイド： １４，９１８，１００円

３連複： ４５，４１９，９００円 ３連単： ７９，２１２，３００円 計： ２４４，３５３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２１０円 � ２８０円 � ８３０円 枠 連（４－６） ２，０８０円

馬 連 �� ３，０６０円 馬 単 �� ６，３６０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ２，５９０円 �� ２，９３０円

３ 連 複 ��� ２６，６５０円 ３ 連 単 ��� １６８，４７０円

票 数

単勝票数 計 １３８７０９ 的中 � １４５７０（４番人気）
複勝票数 計 ２０３６１５ 的中 � ３１２５４（３番人気）� １９７４９（５番人気）� ５２８５（８番人気）
枠連票数 計 １２９９８１ 的中 （４－６） ４６３２（９番人気）
馬連票数 計 ３２０４２２ 的中 �� ７７４２（１２番人気）
馬単票数 計 ２５５３０１ 的中 �� ２９６５（２４番人気）
ワイド票数 計 １４９１８１ 的中 �� ４４５６（９番人気）�� １３９３（２５番人気）�� １２２７（２９番人気）
３連複票数 計 ４５４１９９ 的中 ��� １２５８（６２番人気）
３連単票数 計 ７９２１２３ 的中 ��� ３４７（３４７番人気）

上り １マイル １：４６．５ ４F ５０．８－３F ３８．１
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンハンター �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 Conquistador Cielo デビュー ２００９．９．２０ 中山１０着

２００７．４．２３生 牡５青鹿 母 プリティコンシエロ 母母 Feel the Capote 障害：２３戦１勝 賞金 ３４，６４０，０００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 スマートスパークル号



２００７７ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７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 ２，３００，０００
２，３００，０００

円
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

４８ ミ ナ レ ッ ト 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか キヨタケ牧場 ４５４ ―１：２３．５ １２１．９�

３６ ヘイハチピカチャン 牝２栗 ５４ 木幡 初広伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 �原 敏明 ４１０ ― 〃 クビ ６４．０�
７１４ ファイヤーヒース 牝２黒鹿５４ 石神 深一�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４２８ ― 〃 同着 ４２．３�
８１６ ダイワフェーム 牡２黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 ４５８ ― 〃 ハナ ２．６�
６１２ サ ブ ラ タ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４１８ ―１：２３．６クビ １０．６	
３５ コアレスキング 牡２鹿 ５４ 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド ４９４ ―１：２３．８１� ５．２

６１１ アモールミーオ 牝２芦 ５４ 江田 照男堀 祥子氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４７０ ― 〃 ハナ １５．５�
１１ スワンボート 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 ４４０ ― 〃 ハナ ２４．５�
５１０ スマートオリオン 牡２栗 ５４ 蛯名 正義大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 ４７６ ―１：２３．９� ４．４
５９ サーマウント 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣前田 幸治氏 古賀 史生 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８ ―１：２４．０� １４．６�
２４ サクラトップカフェ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 浦河 桑田牧場 ４３０ ―１：２４．６３� １９．０�
２３ シャンパンルージュ 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ B４６８ ―１：２４．７� ２１．９�

７１３ フレーズデボワ 牡２栗 ５４ 柴田 大知 �社台レースホース中川 公成 千歳 社台ファーム ４８４ ―１：２４．９１ ６７．６�
８１５ サウンドテンペスト 牡２鹿 ５４ 石橋 脩増田 雄一氏 勢司 和浩 浦河 浦河育成牧場 ４７４ ―１：２５．１１� ２１７．１�
１２ ドリームアース 牡２鹿 ５４ 田中 勝春森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６６ ―１：２５．９５ ５７．０�
４７ ミリオンガーネット 牝２栗 ５４ 西田雄一郎�Basic 田島 俊明 新ひだか 乾 皆雄 ３９２ ―１：２６．６４ １６１．８�
８１７ カシノオパール 牝２芦 ５４

５１ ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 前川 隆則 ４１８ ―１：２６．８１� ４６４．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １７，７９３，２００円 複勝： ２９，２０２，５００円 枠連： １５，５３４，４００円

馬連： ４１，６３９，１００円 馬単： ２８，０９５，３００円 ワイド： １９，４０５，９００円

３連複： ５４，３９２，５００円 ３連単： ８０，８４８，２００円 計： ２８６，９１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２，１９０円 複 勝 � ３，９１０円 �
�

１，５９０円
１，１８０円 枠 連（３－４）（４－７）

９，６００円
１０，９６０円

馬 連 ��
��

７８，８１０円
９９，１２０円 馬 単 ��

��
２０７，３５０円
２５２，８５０円

ワ イ ド ��
��

３７，２３０円
３６，９４０円 �� ９，４９０円

３ 連 複 ��� ９５５，７６０円 ３ 連 単 ���
���

２９，８３２，９５０円
１４，９１６，５２０円

票 数

単勝票数 計 １７７９３２ 的中 � １１５１（１４番人気）
複勝票数 計 ２９２０２５ 的中 � １９１６（１５番人気）� ４８６１（１２番人気）� ６６６５（１０番人気）
枠連票数 計 １５５３４４ 的中 （３－４） ５９８（３１番人気）（４－７） ５２３（３３番人気）
馬連票数 計 ４１６３９１ 的中 �� １９５（１０９番人気）�� １５５（１１５番人気）
馬単票数 計 ２８０９５３ 的中 �� ５０（２３４番人気）�� ４１（２４２番人気）
ワイド票数 計 １９４０５９ 的中 �� １２８（１１２番人気）�� １２９（１１０番人気）�� ５０５（７１番人気）
３連複票数 計 ５４３９２５ 的中 ��� ４２（４９８番人気）
３連単票数 計 ８０８４８２ 的中 ��� １（３８５０番人気） ��� ２（３７１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３５．７―４８．１―１：００．４―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミ ナ レ ッ ト �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ウォーニング 初出走

２０１０．４．１２生 牝２鹿 母 ノ ワ ゼ ッ ト 母母 ファーディーン １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２００７８ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

２：００．２
１：５６．１

良

良

８１８ コスモバルバラ 牝３黒鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４３２＋ ４２：００．５ ８．１�

１２ ローズフラッシュ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４８２＋ ２２：００．７１� ２５．１�
６１１ ブリングスザサン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４４８－ ２２：００．８� ９．９�
７１３ タニノハービービー 牡３鹿 ５６ 田中 博康谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４６２＋ ６２：００．９� ３２２．０�
５９ マ グ メ ル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B４６０＋ ２ 〃 クビ ２．３�
６１２ アラマサスカイ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム B４６６＋ ４ 〃 ハナ １９．４	
８１７ サニーサイレンス 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム B４６０＋ ４２：０１．０� １０６．９

３５ ジャングルスピード 牡３黒鹿５６ 石橋 脩吉田 和美氏 菊沢 隆徳 日高 千葉飯田牧場 ４８４－ ６２：０１．１� ９．９�
３６ ヒラボクボス 牡３青鹿５６ 北村 宏司�平田牧場 大竹 正博 浦河 大北牧場 ４９８＋ ２ 〃 クビ ５．６�
７１５ マイネアスタリスク 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４３４＋１４２：０１．２クビ １５９．１
７１４ クッキーチャン 牝３青 ５４ 江田 照男ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：０１．３� ７．４�
２４ ベニノツルギ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人�紅谷 中川 公成 日高 大沢育成牧場 ４４８－ ８２：０１．４� ９３．６�
８１６ エスキナンサス 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４４４－１４２：０１．９３ ５５．０�
１１ ドリームパール 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４２０ ―２：０２．０� １０５．５�
４７ ハシルヨアニキ 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎田中 幹雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４９２－ ４２：０２．３１� ２３８．７�
４８ テンエイエンドレス 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥熊坂富寿雄氏 嶋田 功 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４９６± ０２：０３．３６ ３５２．９�
５１０ プレジデントハート 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次鈴木 芳夫氏 田島 俊明 日高 小西ファーム ４４４＋ ４２：０３．４� ５４．５�
２３ ケイジーヒロイン 牝３黒鹿５４ 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 浦河 梅田牧場 ４４０－ ４２：０３．５クビ ４８９．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，０７７，７００円 複勝： ３３，１３９，２００円 枠連： １６，３７０，２００円

馬連： ４３，０９７，７００円 馬単： ２７，５１０，８００円 ワイド： ２０，９２０，８００円

３連複： ５４，４１５，４００円 ３連単： ８９，７５８，６００円 計： ３０４，２９０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ３１０円 � ６２０円 � ２５０円 枠 連（１－８） ６，０９０円

馬 連 �� ８，２４０円 馬 単 �� １４，７６０円

ワ イ ド �� ２，６５０円 �� ９７０円 �� ２，３６０円

３ 連 複 ��� ２１，９７０円 ３ 連 単 ��� １３５，４７０円

票 数

単勝票数 計 １９０７７７ 的中 � １８６７７（４番人気）
複勝票数 計 ３３１３９２ 的中 � ２８８３７（５番人気）� １２４２６（８番人気）� ３９４８４（３番人気）
枠連票数 計 １６３７０２ 的中 （１－８） １９８７（１５番人気）
馬連票数 計 ４３０９７７ 的中 �� ３８６４（２５番人気）
馬単票数 計 ２７５１０８ 的中 �� １３７６（４５番人気）
ワイド票数 計 ２０９２０８ 的中 �� １９０９（２９番人気）�� ５５２８（１１番人気）�� ２１５５（２７番人気）
３連複票数 計 ５４４１５４ 的中 ��� １８２８（６１番人気）
３連単票数 計 ８９７５８６ 的中 ��� ４８９（３５１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．５―１１．５―１２．８―１２．５―１２．５―１２．１―１２．１―１１．６―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．２―３４．７―４７．５―１：００．０―１：１２．５―１：２４．６―１：３６．７―１：４８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

コスモバルバラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Linamix デビュー ２０１１．１０．８ 東京１１着

２００９．３．２８生 牝３黒鹿 母 マ ン バ ラ 母母 Do the Mambo １１戦１勝 賞金 ８，７５０，０００円
〔制裁〕 アラマサスカイ号の騎手岩田康誠は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（１０番・３番・１番への進路

影響）
〔その他〕 アラマサスカイ号は，向正面で内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 ウインアンブロシア号・フェアリーフロス号・ブライトシャドウ号・ブレイブフォース号



２００７９ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７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 ４，６００，０００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

５３．７
５３．７

良

良

２３ トーセンファースト 牝３芦 ５４ 内田 博幸島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ
スティファーム ４７４＋ ４ ５５．２ ７．３�

５９ タケデンザビエル 牝３栗 ５４ 田中 勝春武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４５６± ０ ５５．４１� ３．８�
４８ メモリアビアンカ 牝３芦 ５４

５１ ▲山崎 亮誠有限会社シルク奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４１６－ ８ ５５．６１ ２６．５�

３５ メインメリー 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人金森圭史朗氏 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 ４６６＋ ４ ５５．７� ４．６�

１１ ベスタルキュート 牝３鹿 ５４ 鈴来 直人大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社
大原ファーム ４４４＋１６ ５５．８� ３６．２�

７１５ スウィングガール 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太菅原 秀仁氏 大和田 成 新ひだか 白井 吉美 ４５４＋ ２ ５５．９� １４０．９�
６１２ マダムプレジデント 牝３栗 ５４ 柴田 善臣江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４８６＋ ２ 〃 アタマ １５．５	
８１８ ル ー パ ウ ス 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 
サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４９４－ ２ ５６．２１� ３．９�
３６ オークブラフ 牝３栗 ５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３８＋ ２ 〃 ハナ ６．８�
７１４ ドラゴンムーン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊窪田 康志氏 高柳 瑞樹 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６４ ― ５６．３� ５０．３
７１３ メジャーデビュー 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 
高木競走馬育成牧場 高木 登 新冠 中本 隆志 ４４４＋１２ 〃 クビ ８６．９�
２４ ヒロノシラユキ 牝３芦 ５４ 大庭 和弥山内 広氏 清水 美波 新冠 中地 義次 ４２８＋ ２ ５６．５１� １９２．８�
６１１ ウォーショースキー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治福田 光博氏 根本 康広 浦河 オンワード牧場 ４５２－ ２ ５６．７１� ２４４．９�
８１７ サニーエスペランサ 牝３鹿 ５４ 横山 義行宮� 守保氏 田中 剛 浦河 丸村村下

ファーム ４３２－ ４ 〃 クビ ２１１．５�
８１６ ア デ ヤ カ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲原田 和真小野 博郷氏 土田 稔 新冠 赤石 久夫 ４５６＋ ２ ５６．８� １６７．６�
１２ ワ ラ ビ ラ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎
大樹ファーム 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム ４５６＋１６ ５６．９クビ ４４．６�
４７ サンマルヴァーゴ 牝３栗 ５４ 柴田 大知相馬 勇氏 佐藤 吉勝 小清水 千島北斗牧場 ４４２＋ ２ ５７．２１� ５０．８�
５１０ ヴ ー ド ゥ ー 牝３黒鹿５４ 木幡 初広石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 元茂 義一 ４１８＋１０ ５７．６２� １８４．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，０１４，０００円 複勝： ２９，３０５，７００円 枠連： １７，４９０，３００円

馬連： ５１，０１３，４００円 馬単： ３２，８４８，５００円 ワイド： ２０，２２２，０００円

３連複： ６６，２８０，４００円 ３連単： １０８，７８６，７００円 計： ３４５，９６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � ７００円 枠 連（２－５） １，３５０円

馬 連 �� １，３２０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� １，６２０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ８，２２０円 ３ 連 単 ��� ４５，４１０円

票 数

単勝票数 計 ２００１４０ 的中 � ２１６４６（５番人気）
複勝票数 計 ２９３０５７ 的中 � ３４２９４（５番人気）� ５３３５７（２番人気）� ８５４２（７番人気）
枠連票数 計 １７４９０３ 的中 （２－５） ９５８１（５番人気）
馬連票数 計 ５１０１３４ 的中 �� ２８６７６（５番人気）
馬単票数 計 ３２８４８５ 的中 �� ８８５１（９番人気）
ワイド票数 計 ２０２２２０ 的中 �� １０３２９（４番人気）�� ２９６２（１６番人気）�� ３４０２（１４番人気）
３連複票数 計 ６６２８０４ 的中 ��� ５９５４（２０番人気）
３連単票数 計１０８７８６７ 的中 ��� １７６８（１２６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１０．５―１０．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．３―３２．８―４３．１

上り４F４３．１－３F３２．９
勝馬の
紹 介

トーセンファースト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー ２０１１．７．１０ 中山５着

２００９．１．１７生 牝３芦 母 エスペラーダ 母母 Guernika ６戦１勝 賞金 ６，６８０，０００円
※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 アマラント号・エステージャ号・オサキニシツレイ号・キタサンプライド号・ノムラクインワルツ号

２００８０ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７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 ７，２００，０００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

６１１ トルバドゥール 牡４栃栗５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム ４９０＋１０１：５３．７ ４．８�

３４ � グレイレジェンド 牡４芦 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 ４６６＋ ２１：５３．９１� ９．７�
８１５ リンガスクリフ 牡４栗 ５７ 中舘 英二伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９６± ０１：５４．０クビ ５３．３�
４７ ゴールドロジャー 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４９６＋ ４ 〃 クビ １７．２�
４６ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４６０＋ ６１：５４．２１� １５．２�
７１２ ドンビザッツウェイ 牡５鹿 ５７ 松岡 正海田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４９８－ ４１：５４．３� ５４．８�
７１３ シルクエルドール 牡３栗 ５４ 石橋 脩有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋ ８１：５４．５� １７．６	
５８ � サーストンサラ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 ４８６＋１０１：５４．７１� ６２．３

２３ マルブツビアン 牡４黒鹿５７ 内田 博幸大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ５１０－ ４１：５４．８� １．７�
２２ � アーティクラフティ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 日高 待兼牧場 ５３２＋ ４１：５５．０１� １５８．６�
３５ ヤマニンクラバット 牡４鹿 ５７ 柴田 大知土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８８＋ ２１：５５．７４ ３４０．９
８１４ ミステリーコード 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：５６．１２� ２２．０�
６１０� オメガキングコング 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義原 	子氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム ５１６＋ ６１：５７．３７ ６５．６�
５９ オパールパワー 牡３芦 ５４ 江田 照男居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム ５４４－ ２１：５７．８３ ４９．７�
１１ � カリエンニキテス 
３鹿 ５４ 中谷 雄太岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 ４５４－１０１：５９．５大差 １０５．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，９４５，３００円 複勝： ６４，１９０，５００円 枠連： １９，６４５，０００円

馬連： ６３，１７８，１００円 馬単： ４７，２８２，８００円 ワイド： ３０，３１９，５００円

３連複： ８７，０２０，０００円 ３連単： １６２，８６３，６００円 計： ５０２，４４４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２１０円 � ４３０円 � １，１７０円 枠 連（３－６） ２，２３０円

馬 連 �� ２，３８０円 馬 単 �� ４，５１０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ２，４１０円 �� ４，３３０円

３ 連 複 ��� ２７，０６０円 ３ 連 単 ��� ７１，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２７９４５３ 的中 � ４６４５１（２番人気）
複勝票数 計 ６４１９０５ 的中 � １０２１４６（２番人気）� ３７８３３（４番人気）� １２０４２（９番人気）
枠連票数 計 １９６４５０ 的中 （３－６） ６５１７（８番人気）
馬連票数 計 ６３１７８１ 的中 �� １９６６９（７番人気）
馬単票数 計 ４７２８２８ 的中 �� ７７４４（１３番人気）
ワイド票数 計 ３０３１９５ 的中 �� ９０６６（７番人気）�� ３０５３（２２番人気）�� １６７５（３６番人気）
３連複票数 計 ８７０２００ 的中 ��� ２３７４（６５番人気）
３連単票数 計１６２８６３６ 的中 ��� １６８８（１８９番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．９―１２．３―１２．８―１２．４―１３．０―１３．２―１２．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．６―３５．９―４８．７―１：０１．１―１：１４．１―１：２７．３―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．６
１
３
８，９（１，２，１０）１５（６，３）１１，７，１４（５，１３）４，１２・（８，１１）－１０（２，９，１５）（６，３）（７，１３）１４，１２（５，４）＝１

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

勝馬の
紹 介

トルバドゥール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cox’s Ridge デビュー ２０１０．１０．９ 東京２着

２００８．５．２２生 牡４栃栗 母 サワズソング 母母 Yestday’s Kisses ９戦３勝 賞金 ３２，０６４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔その他〕 カリエンニキテス号は，向正面で砂をかぶり前進気勢を欠いたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カリエンニキテス号は，平成２４年９月４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 トーホウベスト号



２００８１ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７日 第９競走 ��
��１，４００�ダ リ ア 賞

発走１４時３５分 （芝・左）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金７５０万円毎１�増
賞 品

本 賞 １５，０００，０００円 ６，０００，０００円 ３，８００，０００円 ２，３００，０００円 １，５００，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

３３ � エイシンラトゥナ 牝２黒鹿５４ 内田 博幸平井 豊光氏 松元 茂樹 米 R. S. Evans ４８４－ ４１：２１．８ ２．５�

８１０ エフティチャーミー 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 ４３８－ ８ 〃 クビ ８．２�
６６ リアリティー 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４４６－ ４１：２１．９� ９．８�
７８ ファンアットコート 牝２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム ４４６－ ４１：２２．２２ ４７．７�
２２ アイサレジョウズ 牝２鹿 ５４ 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４００＋ ８ 〃 アタマ ２７．９�
５５ ウエスタンソーレ 牡２芦 ５４ 田中 勝春西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム ４７２－ ６１：２２．３	 ９．２�
１１ モーニングムーン 牝２栗 ５４ 大野 拓弥�ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 ４４２± ０１：２２．４クビ １３．１	
８９ コスモリープリング 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ ３．３

４４ アイディンビュー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司米井 勝氏 伊藤 伸一 新ひだか 三木田牧場 ４４８＋１２１：２２．６１
 ３８．７�
７７ インティワタナ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 城地 清満 ４３６＋ ８１：２３．０２� １６．５�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ３２，７５９，１００円 複勝： ４５，９３５，６００円 枠連： １６，７１７，４００円

馬連： ７２，９６６，９００円 馬単： ５０，６６５，９００円 ワイド： ２７，７５７，４００円

３連複： ８３，３３２，４００円 ３連単： １８４，２８６，２００円 計： ５１４，４２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ２３０円 枠 連（３－８） ２８０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� １，７４０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ４２０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� １０，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３２７５９１ 的中 � １０５０３９（１番人気）
複勝票数 計 ４５９３５６ 的中 � １３３０５９（１番人気）� ４６４９６（３番人気）� ４３５９６（４番人気）
枠連票数 計 １６７１７４ 的中 （３－８） ４５３９２（１番人気）
馬連票数 計 ７２９６６９ 的中 �� ４９７８７（３番人気）
馬単票数 計 ５０６６５９ 的中 �� ２１５２０（５番人気）
ワイド票数 計 ２７７５７４ 的中 �� １５９２０（４番人気）�� １６９４３（２番人気）�� ６３２８（１３番人気）
３連複票数 計 ８３３３２４ 的中 ��� ２０５０２（８番人気）
３連単票数 計１８４２８６２ 的中 ��� １２７５９（２３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．３―４６．３―５８．３―１：０９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エイシンラトゥナ 
�
父 Exchange Rate 

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１２．７．１５ 中京１着

２０１０．３．１１生 牝２黒鹿 母 Queen’s Play 母母 Colonial Play ２戦２勝 賞金 ２２，２３１，０００円

２００８２ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７日 第１０競走 ��１，８００�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走１５時１０分 （芝・左・外）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

５６ ゴールデングローブ 牝４栗 ５５ 松岡 正海 H.R.H．プリンセス・ハヤ 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５８＋ ４１：４５．４ ６．０�

６９ ブリッジクライム 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４６０＋１４ 〃 クビ １６．９�
５７ ラスヴェンチュラス 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４１８－ ４１：４５．５クビ ２．０�
４５ マイネオーチャード 牝４栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４５６＋ ４１：４５．７１� ５．５�
６８ リトルダーリン 牝４黒鹿５５ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 えりも エクセルマネジメント ４２８＋１６１：４５．９１� ２５．０�
３３ プレノタート 牝３鹿 ５２ 吉田 豊有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４４６－ ４１：４６．１１� １０．１�
２２ オメガブルーハワイ 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣原 �子氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４６２＋ ８ 〃 クビ ５６．５	
７１１ カ ル マ ー ト 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠 
サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８４± ０１：４６．５２� ８．８�
８１３ メジロスプレンダー 牝６黒鹿５５ 中谷 雄太岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６４－１０１：４６．７１� １８６．３�
１１ チャーチクワイア 牝３栗 ５２ 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 ４４８＋ ８ 〃 クビ ２９．０
４４ アイアムエレガント 牝４黒鹿５５ 大庭 和弥堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９２－ ３１：４６．８クビ ２５２．１�
８１２ ユメノトキメキ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４８０－ ８１：４８．１８ ７６．２�
７１０ ア カ リ 牝６栗 ５５ 江田 照男山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４４８－ ６１：４８．２� ６９．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３８，３４５，１００円 複勝： ６４，５８９，４００円 枠連： ２５，２７８，０００円

馬連： １１４，０９８，７００円 馬単： ６９，９９６，７００円 ワイド： ４１，３９３，５００円

３連複： １３２，９３３，３００円 ３連単： ２６６，６２９，８００円 計： ７５３，２６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １７０円 � ３５０円 � １２０円 枠 連（５－６） ６２０円

馬 連 �� ４，０６０円 馬 単 �� ７，１４０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� ２７０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，０３０円 ３ 連 単 ��� ２０，６００円

票 数

単勝票数 計 ３８３４５１ 的中 � ５０３９７（３番人気）
複勝票数 計 ６４５８９４ 的中 � ９３４４１（３番人気）� ３２１３４（６番人気）� ２１２５２５（１番人気）
枠連票数 計 ２５２７８０ 的中 （５－６） ３０５２１（３番人気）
馬連票数 計１１４０９８７ 的中 �� ２０７８３（１４番人気）
馬単票数 計 ６９９９６７ 的中 �� ７２４２（２６番人気）
ワイド票数 計 ４１３９３５ 的中 �� ７７４０（１５番人気）�� ４５３２２（２番人気）�� １６２９５（６番人気）
３連複票数 計１３２９３３３ 的中 ��� ４８３４８（６番人気）
３連単票数 計２６６６２９８ 的中 ��� ９５５４（６４番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．４―１２．６―１２．７―１１．８―１１．０―１０．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３５．４―４８．０―１：００．７―１：１２．５―１：２３．５―１：３３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．７―３F３２．９
３ ４（１２，１３）９（１，６）－８（３，１１）７（２，１０）－５ ４ ・（４，１２，１３）（１，６，９）（３，８，１１，７）（２，１０）－５

勝馬の
紹 介

ゴールデングローブ �
�
父 Shamardal �

�
母父 Forty Niner デビュー ２０１１．２．５ 京都４着

２００８．４．２９生 牝４栗 母 ゴールドサンライズ 母母 Seattle Dawn １２戦４勝 賞金 ４５，７６０，０００円



２００８３ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�

ほくりく

北陸ステークス
発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

５８ シセイオウジ 牡５栗 ５７ 木幡 初広猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６０＋１２１：１１．２ ６．０�

４６ フィールドシャイン 牡５栗 ５７ 北村 宏司地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ２ 〃 クビ ２５．２�
３４ ガ ン ジ ス 牡３栗 ５４ 岩田 康誠林 正道氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ４１：１１．４１� ５．７�
４７ キヲウエタオトコ 牡７鹿 ５７ 中谷 雄太小田切有一氏 高橋 祥泰 門別 大江牧場 B４６６－ ２１：１１．７１� １０１．８�
６１０ ヒシコモンズ 牡６栗 ５７ 武士沢友治阿部雅一郎氏 佐々木晶三 浦河 中村 雅明 ４８８＋ ４ 〃 クビ ６０．５�
３５ チャンピオンラブ 牡６青鹿５７ 大野 拓弥坪野谷純子氏 柄崎 孝 新冠 川上 悦夫 ４９０－ ６１：１１．９１ ８０．４�
５９ メジャーアスリート 牡３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 ５０４＋ ４１：１２．０� ８．０	
１１ 	 シゲルソウサイ 牡４鹿 ５７ 内田 博幸森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments ５１０＋１０１：１２．１� ４．４

２２ 	 アイアムルビー 牝５栗 ５５ 松岡 正海堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４５２－ ４１：１２．２クビ ３．６�
７１２ コウエイフラッシュ 
６鹿 ５７ 石橋 脩西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４７６－ ２１：１２．４１� ２４．６�
２３ ゴーイングパワー 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６６＋ ４１：１３．０３� ７．８
７１３ グローリールピナス 牝６栃栗５５ 田中 勝春大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７４± ０ 〃 アタマ １５４．４�
８１４ ウインバンディエラ 牡６栗 ５７ 江田 照男�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６６－ ８１：１３．８５ ５７．４�
６１１� コパノカチーノ 牡６栗 ５７ 中舘 英二小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 ５３８± ０ 〃 クビ ８８．９�
８１５ レイクエルフ 牡７黒鹿５７ 嘉藤 貴行�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４４８－ ４１：１４．１１� ２７２．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５１，９８２，０００円 複勝： ９２，２２２，４００円 枠連： ５１，６３８，６００円

馬連： ２２１，２３０，４００円 馬単： １１９，８０６，９００円 ワイド： ７０，５１２，９００円

３連複： ２７５，１５７，２００円 ３連単： ５５７，４９２，１００円 計： １，４４０，０４２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２３０円 � ４８０円 � ２３０円 枠 連（４－５） ３，４８０円

馬 連 �� ６，９２０円 馬 単 �� １０，３５０円

ワ イ ド �� １，５６０円 �� ８３０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� １０，９７０円 ３ 連 単 ��� ８２，１４０円

票 数

単勝票数 計 ５１９８２０ 的中 � ６９２８０（４番人気）
複勝票数 計 ９２２２２４ 的中 � １１５５３４（４番人気）� ４３８６９（７番人気）� １１７６３３（３番人気）
枠連票数 計 ５１６３８６ 的中 （４－５） １０９６４（１２番人気）
馬連票数 計２２１２３０４ 的中 �� ２３６１９（２３番人気）
馬単票数 計１１９８０６９ 的中 �� ８５５０（３８番人気）
ワイド票数 計 ７０５１２９ 的中 �� １０９５６（１９番人気）�� ２１６６９（９番人気）�� １０７８９（２０番人気）
３連複票数 計２７５１５７２ 的中 ��� １８５１７（３３番人気）
３連単票数 計５５７４９２１ 的中 ��� ５００９（２３２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．５―１２．４―１２．３―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．２―４６．６―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シセイオウジ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．３．７ 中山５着

２００７．３．３生 牡５栗 母 ブライアンズイブ 母母 シーヴィーナス １８戦５勝 賞金 ６８，８１３，０００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 サザンブレイズ号・サマーソング号

２００８４ ８月４日 晴 良 （２４新潟２）第７日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時３０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．３

良

良

４８ メイブリーズ 牝３芦 ５２ 柴田 善臣千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０＋ ８１：３４．４ ７．６�

６１２ エパティック 牝４鹿 ５５ 内田 博幸村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４６６＋１６１：３４．５� ２．７�
６１１ トップスカーレット 牝３栗 ５２ 岩田 康誠林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４３６－ ６１：３４．６� ３２．７�
７１４ ヴィーヴァブーケ 牝６青鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド ４０６－１２ 〃 ハナ １３０．８�
３５ ジョーオリオン 牡３栗 ５４ 北村 宏司上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４６６± ０ 〃 クビ ４．１�
５１０ ルネッタアスール 牝３鹿 ５２ 松岡 正海青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４５２－ ４１：３５．０２� １２．０�
８１７ ミヤコライジング 牝３鹿 ５２ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム ４４６＋ ２１：３５．１� ６．４�
８１６� ドリームパワー 牝３鹿 ５２ 木幡 初広	大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４２２＋ ８１：３５．２� ７８．３

７１３ キトゥンブルー 牝４青鹿５５ 石橋 脩 	社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９８＋ ６１：３５．４１� ５４．７�
５９ マイネルナタリス 牡５黒鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム ４７２＋ ４１：３５．６１� ３５．０
４７ ヴュルデバンダム 牝３青鹿５２ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４３８＋ ６１：３５．７� ５７．２�
２３ アルアラビアン 牡５鹿 ５７ 中舘 英二	エーティー 昆 貢 新ひだか 岡田牧場 ４８６＋ ２１：３５．８� ８７．３�
２４ ゴールドヘクター 牡３黒鹿５４ 吉田 豊�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５０４± ０ 〃 アタマ ５５．２�
８１８ ウエスタンディオ 牡５鹿 ５７ 江田 照男西川 賢氏 千田 輝彦 新ひだか 北西牧場 ４７８－ ４１：３５．９� ３２．３�
７１５ フォゲラバーディ 牝３青鹿５２ 大野 拓弥平田 修氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２６－ ２ 〃 ハナ ３０３．５�
１１ フライングバルーン 牝３栗 ５２ 蛯名 正義吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３２－ ４１：３６．１１� １３．２�
３６ � プラススキーラブ 牝３黒鹿５２ 中谷 雄太鈴木与四郎氏 高橋 祥泰 日高 船越牧場 ４５４＋４２１：３６．４１� ２５７．２�
１２ ダイワカリエンテ 牝３栗 ５２

４９ ▲杉原 誠人大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４６＋ ６１：３７．８９ １２３．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４６，１７８，０００円 複勝： ７４，８０６，５００円 枠連： ３７，３７４，６００円

馬連： １３７，７６０，６００円 馬単： ７７，４１０，３００円 ワイド： ５５，３３４，０００円

３連複： １７３，２８１，８００円 ３連単： ３２２，９７３，７００円 計： ９２５，１１９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � ６５０円 枠 連（４－６） ８９０円

馬 連 �� １，０００円 馬 単 �� ３，１１０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ３，２２０円 �� １，３７０円

３ 連 複 ��� １１，８４０円 ３ 連 単 ��� ６３，３００円

票 数

単勝票数 計 ４６１７８０ 的中 � ４８０５４（４番人気）
複勝票数 計 ７４８０６５ 的中 � ８５４４９（４番人気）� １７２１２８（１番人気）� ２２１８１（９番人気）
枠連票数 計 ３７３７４６ 的中 （４－６） ３１１２６（３番人気）
馬連票数 計１３７７６０６ 的中 �� １０２１０５（３番人気）
馬単票数 計 ７７４１０３ 的中 �� １８３９７（９番人気）
ワイド票数 計 ５５３３４０ 的中 �� ３７１７２（２番人気）�� ３９３９（３６番人気）�� ９５５５（１３番人気）
３連複票数 計１７３２８１８ 的中 ��� １０８０８（３２番人気）
３連単票数 計３２２９７３７ 的中 ��� ３７６６（１７０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２４．１―３６．７―４９．３―１：０１．０―１：１２．０―１：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．１―３F３３．４
３ ・（６，１６）（１５，９）（５，１１）（１２，８）（２，１０，１８）（７，１３）（１，３，１７）（４，１４） ４ ・（６，１６，９）（５，１１，１５）（１２，８）（２，１０）１８（１，７，１３）１７（３，４，１４）

勝馬の
紹 介

メイブリーズ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．８．２１ 札幌２着

２００９．１．８生 牝３芦 母 シーサイドブリーズ 母母 サマーベイブ １１戦２勝 賞金 ２１，６３０，０００円
〔制裁〕 プラススキーラブ号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（１０番・２番・１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。
（非抽選馬） ２頭 クイーンアルタミラ号・シルヴァースプーン号



（２４新潟２）第７日 ８月４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８６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

１８７，１９０，０００円
９，５９０，０００円
１，２４０，０００円
１６，５３０，０００円
６３，９３２，０００円
５，５１０，８００円
１，７８５，６００円

勝馬投票券売得金
３１７，８６６，８００円
５４０，７８９，７００円
２５１，１３９，３００円
８９２，７７８，６００円
５６１，３０６，２００円
３５５，１８４，０００円
１，１２６，７６０，８００円
２，１０５，５４７，９００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 ６，１５１，３７３，３００円

総入場人員 ８，５２５名 （有料入場人員 ７，２２４名）


