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２００８５ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （芝・左）

牝，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

６１１ ネロディアマンテ 牝２青 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８２－ ６１：２１．８ １．４�

５９ マイネライムライト 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �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 ４２２－ ４１：２１．９� ５７．１�

４８ ラ ノ ラ ラ ク 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 ４５６－ ２１：２２．０� ３０．７�
８１７ ベ ル ラ イ ン 牝２栗 ５４ 藤岡 康太永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４３０－ ８１：２２．１� ４．７�
７１５ ディアバイブル 牝２栗 ５４ 江田 照男ディアレスト 牧 光二 日高 沖田牧場 B５０２－ ４ 〃 アタマ ２６．４�
２４ マプティット 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４２４－ ２１：２２．２� ２４．４	
６１２ コスモハヅキ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 八木 常郎 ４４４＋ ４１：２３．０５ ６１．２

３５ ア ト キ リ ナ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４３４± ０ 〃 クビ ３４．１�
２３ エ チ ュ ー ド 牝２青鹿５４ 柴田 善臣星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ４２４＋ ２１：２３．１クビ ６１．２�
１１ ナイトブルーミング 牝２芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 ４４８－ ２１：２３．３１� ４８．２
７１４ チェリッシュハート 牝２鹿 ５４ 幸 英明中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４１８－ ６ 〃 クビ ２９９．６�
１２ トーセンレイリ 牝２黒鹿５４ 西田雄一郎島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４０６＋ ６１：２３．５１ ５３０．５�
４７ クリノアマダブラム 牝２栗 ５４ 内田 博幸栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４３２－ ８１：２３．６� １２．９�
３６ ウインラヴタイム 牝２栗 ５４ 和田 竜二�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 前田 宗将 ４００－ ８１：２３．７� ９８．５�
７１３ チ ャ ッ ピ ー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ８１．２�
８１６ ラ ン ギ ョ ク 牝２青鹿５４ 中舘 英二�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４６８－ ２１：２３．９１� ２４３．３�
５１０ プ ラ リ ネ 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４３８± ０１：２４．０� ９９．１�

８１８ ワ ッ フ ル 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介石川 達絵氏 鈴木 伸尋 平取 中川 隆 ４４６＋ ２１：２４．２１� ３８４．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，０１３，０００円 複勝： ６５，７５３，３００円 枠連： １５，８００，１００円

馬連： ４８，１２４，７００円 馬単： ４１，７１０，５００円 ワイド： ２３，４７４，７００円

３連複： ６６，０４２，１００円 ３連単： １２３，８４４，４００円 計： ４０６，７６２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ９００円 � ５００円 枠 連（５－６） ２，６４０円

馬 連 �� ４，０４０円 馬 単 �� ４，７３０円

ワ イ ド �� １，４２０円 �� ７５０円 �� ７，３６０円

３ 連 複 ��� １７，３６０円 ３ 連 単 ��� ５８，０００円

票 数

単勝票数 計 ２２０１３０ 的中 � １２５０６３（１番人気）
複勝票数 計 ６５７５３３ 的中 � ４２８０７４（１番人気）� ７５７９（１１番人気）� １４８３９（７番人気）
枠連票数 計 １５８００１ 的中 （５－６） ４４３２（７番人気）
馬連票数 計 ４８１２４７ 的中 �� ８８１０（１１番人気）
馬単票数 計 ４１７１０５ 的中 �� ６５２０（１３番人気）
ワイド票数 計 ２３４７４７ 的中 �� ４０８３（１０番人気）�� ８０７５（７番人気）�� ７４９（５２番人気）
３連複票数 計 ６６０４２１ 的中 ��� ２８０９（４９番人気）
３連単票数 計１２３８４４４ 的中 ��� １５７６（１５６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．３―１１．７―１２．２―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．９―３４．２―４５．９―５８．１―１：０９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネロディアマンテ �
�
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 ２０１２．７．１４ 新潟２着

２０１０．３．１０生 牝２青 母 アドマイヤマダム 母母 ファームキャット ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 ディアバイブル号の騎手江田照男は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１３番・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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 フェアリーシチー号・プルーフ号・ヨシカワクン号

２００８６ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８日 第２競走 ��
��２，４００�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 ４，６００，０００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

２：２５．０
２：２２．１

良

良

３６ カ ー バ 牡３青鹿５６ 和田 竜二�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム B４９０± ０２：２８．０ ９．０�

１２ アスカノラポール 牡３栗 ５６ 石橋 脩豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５２８－ ２ 〃 ハナ ７．０�

３５ � アシュヴィン 牡３栗 ５６ 吉田 豊前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd
& Samac Ltd B４５２＋ ２２：２８．２１� ８．７�

２３ マイネルツァウバー 牡３青鹿５６ 柴田 大知 �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 ４５６± ０ 〃 ハナ ９．９�

１１ インパクトシチー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 幾千世牧場 ４１０－ ６ 〃 クビ １３．４�
４８ オメガインペリアル 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６２：２８．３クビ ４．３	
４７ クラーロデルナ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 ４７６＋ ８２：２８．５１	 ３．８

８１８ 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 ４９０－ ２ 〃 ハナ ４７．０�
６１１ ズルフィカール 牡３黒鹿５６ 江田 照男宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４５２－ ６２：２８．６クビ ８．５�
７１５ アスペンゴールド 牝３栗 ５４ 北村 宏司�G１レーシング 久保田貴士 新ひだか 追分ファーム ４３０＋ ２２：２８．８１� ２９．３
８１６ プリンスオブパゴダ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �サンデーレーシング 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４３０± ０ 〃 ハナ ９８．４�
６１２ スイートカトレヤ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４６０＋１４２：２９．６５ ３９７．６�
８１７ ダブルピース 牡３黒鹿５６ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４８２＋ ８２：２９．７クビ ２５５．２�
７１３ フェザーフォンテン 牡３青鹿５６ 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４４４± ０２：２９．８	 ３０１．４�
７１４ ディープアンドソン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣有限会社シルク宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２２：３０．０１ ７４．１�
５９ シャイニークラウン 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次小林 昌志氏 和田正一郎 平取 コアレススタッド ４４６－ ４２：３１．１７ ２９８．０�
５１０ レヴィストーン 牝３栗 ５４ 武士沢友治岡田 牧雄氏 尾関 知人 新ひだか 小倉 光博 ４６８－ ６２：３２．６９ ２３１．１�
２４ センノメグミ 牝３青鹿５４ 二本柳 壮本田 恒雄氏 武市 康男 新ひだか 水上 習孝 B４５６－ ４２：３２．７クビ １９２．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，４４５，９００円 複勝： ３３，４６８，３００円 枠連： １７，９２１，４００円

馬連： ４５，３９７，１００円 馬単： ３０，０３７，０００円 ワイド： ２１，３８７，５００円

３連複： ６４，３５２，２００円 ３連単： ９４，１９０，２００円 計： ３２３，１９９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９００円 複 勝 � ２８０円 � ２９０円 � ２７０円 枠 連（１－３） １，０５０円

馬 連 �� ２，７８０円 馬 単 �� ５，７５０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ９９０円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ５，７２０円 ３ 連 単 ��� ３２，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６４４５９ 的中 � １４４９４（６番人気）
複勝票数 計 ３３４６８３ 的中 � ３２０６５（４番人気）� ３０４４６（５番人気）� ３４４０８（３番人気）
枠連票数 計 １７９２１４ 的中 （１－３） １２６３４（５番人気）
馬連票数 計 ４５３９７１ 的中 �� １２０６１（１３番人気）
馬単票数 計 ３００３７０ 的中 �� ３８５９（２６番人気）
ワイド票数 計 ２１３８７５ 的中 �� ５７３８（１１番人気）�� ５３６２（１２番人気）�� ４８１１（１５番人気）
３連複票数 計 ６４３５２２ 的中 ��� ８３０８（２２番人気）
３連単票数 計 ９４１９０２ 的中 ��� ２１６９（１１０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１１．７―１２．４―１３．０―１３．４―１２．９―１２．５―１２．５―１２．４―１１．４―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２４．３―３６．０―４８．４―１：０１．４―１：１４．８―１：２７．７―１：４０．２―１：５２．７―２：０５．１―２：１６．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カ ー バ �
�
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 ２０１１．１１．２０ 京都３着

２００９．４．２１生 牡３青鹿 母 キタノスザク 母母 キタノオゴジョ ８戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔制裁〕 アスカノラポール号の騎手石橋脩は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※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 クライマックス号・マイネルレジェール号・リバーオリエンタル号

第２回 新潟競馬 第８日



２００８７ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８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 ４，６００，０００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

８１５ グランプレージョ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム ４８６－ ４１：５６．０ １．６�

５８ ベルウッドハピネス 牡３鹿 ５６ 木幡 初広鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 岡田スタツド B４６６＋１０１：５６．３２ ２４．６�
５９ ゼンノグライム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義大迫久美子氏 鈴木 伸尋 新冠 村上 欽哉 ５１０＋ ２ 〃 クビ １１．３�
７１２ ミスターナインワン 牡３鹿 ５６ 江田 照男増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４６４＋ ２１：５６．４クビ ２０５．８�
７１３ メイショウイチフジ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太松本 好雄氏 尾形 充弘 浦河 三嶋牧場 ４７２＋ ４ 〃 アタマ ４１．５�
２２ アクセラレーター 牡３栗 ５６ 大野 拓弥�ノースヒルズ 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６－ ４１：５６．６１ ３１．７	
６１１ ボンジュールスカイ 牡３鹿 ５６ 藤岡 佑介田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５２２－１８１：５６．７� ２１．８

３５ ファイアーアゲン 牝３栗 ５４ 和田 竜二浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 B４５０－ ４１：５７．６５ １４４．４�
３４ ヤマニンロゴス 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５０６－ ２１：５７．７クビ ５５．２�
２３ マイネルピトレスク 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０± ０１：５８．１２� ７．５
１１ ゴシェナイト 牡３黒鹿５６ 村田 一誠 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４７０－ ６ 〃 クビ ４．９�
８１４ メイショウウルフィ 牡３芦 ５６ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 様似 ホウセイ牧場 ４５０± ０１：５８．２� １９８．７�
４７ ハ レ ー �３栗 ５６ 岩部 純二 K.C．タン氏 和田 正道 新ひだか 三木田 尚大 ４７８－ ８１：５８．９４ ２１７．３�
６１０ オーゴンビクトリー 牡３栗 ５６ 吉田 豊永田 清男氏 谷原 義明 日高 いとう牧場 ４６０ ―１：５９．９６ ２１９．２�

（１４頭）
４６ タイキスカイロン 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人�大樹ファーム 藤沢 和雄 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，１３７，３００円 複勝： ４８，１２６，０００円 枠連： １４，６７６，４００円

馬連： ４３，４７６，８００円 馬単： ３８，２１５，８００円 ワイド： ２１，６１１，３００円

３連複： ５６，１４６，０００円 ３連単： １１７，１３７，１００円 計： ３５８，５２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２３０円 � ２１０円 枠 連（５－８） ４３０円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ２８０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� ６，９９０円

票 数

単勝票数 計 １９１３７３ 的中 � ９８３５０（１番人気）
複勝票数 計 ４８１２６０ 的中 � ２６４４６０（１番人気）� ３０５６６（５番人気）� ３３６５４（４番人気）
枠連票数 計 １４６７６４ 的中 （５－８） ２５７００（２番人気）
馬連票数 計 ４３４７６８ 的中 �� ２９００４（４番人気）
馬単票数 計 ３８２１５８ 的中 �� １８０９４（５番人気）
ワイド票数 計 ２１６１１３ 的中 �� １０２２１（６番人気）�� ２１４１６（２番人気）�� ５０１０（１３番人気）
３連複票数 計 ５６１４６０ 的中 ��� ２２１６６（５番人気）
３連単票数 計１１７１３７１ 的中 ��� １２３８０（１８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．８―１３．９―１３．５―１２．６―１３．１―１２．７―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３７．１―５１．０―１：０４．５―１：１７．１―１：３０．２―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３８．９
１
３
１２，７（１，８）（４，１５）（３，５，１４）－９－１３，１１，２＝１０
１２，８，１５（１，７）１１，５，４（３，９）（２，１３）－１４＝１０

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

勝馬の
紹 介

グランプレージョ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．３．１７ 中山７着

２００９．４．１４生 牡３鹿 母 プレギエーラ 母母 プレイズポーラ ５戦１勝 賞金 ７，６５０，０００円
〔出走取消〕 タイキスカイロン号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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 オマエニホレタ号

２００８８ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８日 第４競走 ��１，２００�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 ４，６００，０００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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

３４ バサラヴォーグ 牡３芦 ５６ 北村 宏司湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 ４７４＋１０１：１２．３ ４．６�

６１０ ドラゴンプライド 牝３鹿 ５４ 内田 博幸窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６４－１０１：１２．４� ６．４�
２２ メイショウムロト 牡３鹿 ５６ 和田 竜二松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４６６－ ２１：１２．５クビ ２．４�
７１３ ヒカルランナー 牡３鹿 ５６ 石神 深一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ５２０－ ８１：１２．７１� ３．７�
２３ ジ ョ ー イ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広磯波 勇氏 高木 登 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－ ２１：１２．９１� １７．８�
８１５ ハッピーウェーブ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義道永 幸治氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：１３．９６ １８．９�
７１２ ビッグヘッド 牡３青 ５６ 藤岡 佑介ディアレスト 松永 康利 新ひだか 大平牧場 ５０２＋２２１：１４．１１� ３１０．１�
６１１ キンショーダイシ 牡３栗 ５６ 江田 照男礒野日出夫氏 田島 俊明 日高 中川 欽一 ４６６＋ ８１：１４．４１� ４９．４	
４７ ブラックキャット 牝３青 ５４

５１ ▲嶋田 純次 
高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４４４± ０１：１４．６１� ３０８．４�
３５ ケイティドリーム 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎瀧本 和義氏 田中 剛 新ひだか へいはた牧場 ４８４＋ ４１：１４．８１� ３８５．４�
５９ クリノショータイム 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 本間 忍 日高 川島 良一 ４４８－１２１：１５．２２� ３７．３
５８ マサノジョバンナ 牝３青鹿５４ 田中 博康中村 時子氏 木村 哲也 新ひだか 中田 英樹 ５０６＋１６ 〃 クビ ５１８．１�
８１４ テンシエイメイ 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠土肥 俊彦氏 杉浦 宏昭 浦河 浦河土肥牧場 ４４４ ―１：１５．３� ５３０．９�
４６ トニーズホーク 牡３鹿 ５６ 幸 英明岡田 牧雄氏 高木 登 浦河 久保 昇 ４３４＋ ６１：１５．５１� ３２．０�

（１４頭）
１１ ア レ ジ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８６ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： ２１，７５９，６００円 複勝： ３２，５０６，０００円 枠連： １１，６６４，７００円

馬連： ４４，９２３，５００円 馬単： ３４，１６３，９００円 ワイド： １９，９９１，８００円

３連複： ５６，８５３，９００円 ３連単： １０９，１００，７００円 計： ３３０，９６４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（３－６） １，６１０円

馬 連 �� １，７４０円 馬 単 �� ３，１１０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ３３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ９，９４０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１７５９６（返還計 ２８４５） 的中 � ３７２７８（３番人気）
複勝票数 差引計 ３２５０６０（返還計 ４６４９） 的中 � ４４５５６（３番人気）� ４３８９９（４番人気）� ９１７５１（１番人気）
枠連票数 差引計 １１６６４７（返還計 ５２０５） 的中 （３－６） ５３６３（８番人気）
馬連票数 差引計 ４４９２３５（返還計 １６４２０） 的中 �� １９０８５（８番人気）
馬単票数 差引計 ３４１６３９（返還計 １３１３８） 的中 �� ８１２８（１４番人気）
ワイド票数 差引計 １９９９１８（返還計 ９５７２） 的中 �� ６８１８（８番人気）�� １５７９６（３番人気）�� １６５２９（２番人気）
３連複票数 差引計 ５６８５３９（返還計 ４２００４） 的中 ��� ３５９９４（３番人気）
３連単票数 差引計１０９１００７（返還計 ７５９６３） 的中 ��� ８１０６（３０番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１２．１―１２．８―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．９―４７．７―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バサラヴォーグ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１１．１１．２０ 東京２着

２００９．４．２８生 牡３芦 母 ナリタランバード 母母 Quiet Liaison ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔競走除外〕 アレジ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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 カシノモンスター号・コンティヌアトーレ号



２００８９ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８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

４４ ローザズカレッジ 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４６０ ―１：５０．０ １．４�

２２ トーセンワープ 牡２鹿 ５４ 内田 博幸島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ
スティファーム ４５８ ―１：５０．１� ２８．０�

１１ トーコーグリーン 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４９６ ―１：５０．４１� １１．８�
３３ エビスグレイト 牡２黒鹿５４ 北村 宏司加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ４７０ ―１：５０．６１ ５．６�
８９ ネオドラゴン 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４４４ ― 〃 クビ １０．１�
６６ トーセンワイルド 牡２青 ５４ 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６８ ―１：５０．７クビ ８６．５	
５５ ケイアイチョウサン 牡２黒鹿５４ 石橋 脩長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４４ ― 〃 クビ ２６．９

７７ マイネルミラノ 牡２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４５０ ―１：５０．９１� ５６．２�
８１０ トゥイードルダム 牡２鹿 ５４ 幸 英明吉田 和美氏 吉村 圭司 日高 日高大洋牧場 ４７６ ―１：５１．９６ １９．０
７８ ボンジュールキボウ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥田中善次郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 水上 習孝 ５２２ ―１：５２．１１� ５６．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２６，８９８，２００円 複勝： ５６，７７６，６００円 枠連： １０，９０２，４００円

馬連： ４１，２３１，８００円 馬単： ３８，３７２，５００円 ワイド： ２０，０４５，９００円

３連複： ５２，６７０，２００円 ３連単： １３４，６２２，１００円 計： ３８１，５１９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ３９０円 � ２２０円 枠 連（２－４） １，３７０円

馬 連 �� １，３８０円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ２５０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ２，５７０円 ３ 連 単 ��� ７，０００円

票 数

単勝票数 計 ２６８９８２ 的中 � １５５０７２（１番人気）
複勝票数 計 ５６７７６６ 的中 � ３８０５５３（１番人気）� １４１４１（６番人気）� ３２２８５（４番人気）
枠連票数 計 １０９０２４ 的中 （２－４） ５８７６（６番人気）
馬連票数 計 ４１２３１８ 的中 �� ２２１８６（５番人気）
馬単票数 計 ３８３７２５ 的中 �� １８９６３（６番人気）
ワイド票数 計 ２００４５９ 的中 �� ９２４７（５番人気）�� ２４２５９（２番人気）�� ２７１７（１７番人気）
３連複票数 計 ５２６７０２ 的中 ��� １５１７０（９番人気）
３連単票数 計１３４６２２１ 的中 ��� １４２０１（２１番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．１―１２．４―１３．０―１３．０―１２．７―１１．４―１０．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．０―３７．４―５０．４―１：０３．４―１：１６．１―１：２７．５―１：３８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローザズカレッジ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Fire Maker 初出走

２０１０．５．１生 牡２黒鹿 母 ローザロバータ 母母 May Day Ninety １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出走取消馬 マイネルストラーノ号（事故のため）

２００９０ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８日 第６競走 ��
��１，６００�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 ４，６００，０００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

２３ フ ァ ー ゴ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４１４± ０１：３５．２ １８．５�

４７ アクアライン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４４０－１０１：３５．３� ３．９�
２４ 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± ０１：３５．５１ ９．７�
７１４ ラ ス リ ー ズ 牝３栃栗５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４４０＋ ２ 〃 クビ ４．１�
１２ コスモミレネール 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４２８± ０ 〃 クビ ６．８�
８１８ ベネフィットユー 牡３黒鹿５６ 和田 竜二宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム ４４６＋ ２１：３５．８２ １５．７�
５９ ロ ジ テ ー ル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：３５．９� ８．１	
６１１ サンマルダーム 牝３栗 ５４ 木幡 初広相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 ４２４＋ ２ 〃 クビ ３１６．７

６１２ アローサンベリーナ 牝３青 ５４ 西田雄一郎矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ３８６－ ６１：３６．１１� ２１４．７�
１１ アポロドーロス 牡３鹿 ５６ 幸 英明アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４７２± ０ 〃 アタマ ７．３�
３６ ティアップハッピー 牝３栗 ５４ 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 天羽牧場 ４８８± ０１：３６．２� ５０．０
４８ レッドサイファー 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８６ ―１：３６．３� ２１．６�
５１０ イカルストミー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治五十嵐政則氏 根本 康広 浦河 秋場牧場 ４３６＋ ４１：３６．４クビ ５８．７�
７１５ コスモアステリクス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム ４２４＋ ４ 〃 クビ ９６．４�
７１３ カンカラコモデケア 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行福田 光博氏 根本 康広 白老 社台牧場 ４４６－ ２１：３６．５� ４４７．３�
３５ ア ラ デ ィ ン 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６＋ ４１：３６．６� ４８．５�
８１７ ヤマニンラピエール 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 ４４６＋ ８１：３６．７� ５４２．２�
８１６ ワンマンライブ 牡３黒鹿５６ 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 様似 小田 誠一 ４６４ ―１：３７．０１� ２８２．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，６６６，５００円 複勝： ４５，５５５，８００円 枠連： ２０，２１３，６００円

馬連： ５９，９１６，０００円 馬単： ３６，８７６，９００円 ワイド： ２８，６５３，１００円

３連複： ８５，８３８，０００円 ３連単： １３７，７９１，６００円 計： ４３８，５１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８５０円 複 勝 � ４００円 � １８０円 � ２７０円 枠 連（２－４） １，０９０円

馬 連 �� ３，３４０円 馬 単 �� ８，６５０円

ワ イ ド �� １，４２０円 �� １，４９０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ８，２００円 ３ 連 単 ��� ６１，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２３６６６５ 的中 � １０１３１（８番人気）
複勝票数 計 ４５５５５８ 的中 � ２５９１１（８番人気）� ８３４００（１番人気）� ４３５１６（６番人気）
枠連票数 計 ２０２１３６ 的中 （２－４） １３８０２（５番人気）
馬連票数 計 ５９９１６０ 的中 �� １３２４２（１６番人気）
馬単票数 計 ３６８７６９ 的中 �� ３１４９（３８番人気）
ワイド票数 計 ２８６５３１ 的中 �� ４８７８（１９番人気）�� ４６５６（２１番人気）�� １０２５４（８番人気）
３連複票数 計 ８５８３８０ 的中 ��� ７７２７（３０番人気）
３連単票数 計１３７７９１６ 的中 ��� １６４８（２１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．７―２３．８―３６．３―４９．８―１：０２．０―１：１３．２―１：２３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ー ゴ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．１１．５ 東京６着

２００９．２．１２生 牝３栗 母 マチカネササメユキ 母母 Russian Ballet ６戦１勝 賞金 ７，０６０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アポロズスピアー号・ピエモンテ号
（非抽選馬） １頭 ストレイバード号



２００９１ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

８１４ サクラトップクイン 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４２＋ ８１：５３．１ １．４�

７１３ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４４２＋ ６１：５４．３７ ２０．７�
７１２ ニシノキュアノス 牝５青鹿５５ 大野 拓弥西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B５１２＋ ４１：５４．５１� １２．４�
４６ デルマアプサラス 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４６８＋１４１：５４．９２� ２４７．１�
３５ トーセンビート 牝４鹿 ５５ 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４８８± ０１：５５．３２� ８．３�
５８ � アドマイヤキャロル 牝５黒鹿５５ 幸 英明近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５００＋１４１：５５．６１� ７０．２�
８１５� カイカセンゲン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲原田 和真	宮内牧場 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ ５０６．２

３４ ラヴァズアゲイン 牝３栗 ５２ 藤岡 康太岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント B４７２＋ ６ 〃 アタマ ９．９�
２３ � マ レ ン カ ヤ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠加藤 厚子氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ １１１．４�
６１１ ユリオプスデイジー 牝３栗 ５２

４９ ▲嶋田 純次飯田 正剛氏 安田 隆行 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋１２１：５５．９１� １００．１
４７ � ベネチアブルー 牝４黒鹿５５ 柴田 大知 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４５４－ ４１：５６．６４ １３３．３�
５９ オクシペタルム 牝４黒鹿５５ 江田 照男広田 伸七氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：５７．４５ １９８．７�
６１０ シェイクラブハート 牝４栗 ５５ 中舘 英二飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 ４５０－ ４１：５７．９３ ２２．１�
１１ アルディートプリエ 牝３黒鹿５２ 和田 竜二吉岡 泰治氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ５２２＋２２２：０１．６大差 ２９．３�
２２ オメガエンブレム 牝３青 ５２ 藤岡 佑介原 	子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４４４＋ ４２：０２．１３ ５８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，４２７，９００円 複勝： ７４，５７７，８００円 枠連： ２２，１１５，７００円

馬連： ５９，８６７，３００円 馬単： ４９，８７２，５００円 ワイド： ２７，５００，７００円

３連複： ７４，２５８，８００円 ３連単： １６８，９０７，６００円 計： ５０４，５２８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � １９０円 枠 連（７－８） ３１０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２３０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� １，４９０円 ３ 連 単 ��� ４，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２７４２７９ 的中 � １６６１２７（１番人気）
複勝票数 計 ７４５７７８ 的中 � ４６９４８２（１番人気）� ２９７７６（５番人気）� ５３９３８（３番人気）
枠連票数 計 ２２１１５７ 的中 （７－８） ５２９２６（２番人気）
馬連票数 計 ５９８６７３ 的中 �� ５１４８０（４番人気）
馬単票数 計 ４９８７２５ 的中 �� ３８０９９（４番人気）
ワイド票数 計 ２７５００７ 的中 �� １８８１１（４番人気）�� ３５２０４（２番人気）�� ５８２９（１１番人気）
３連複票数 計 ７４２５８８ 的中 ��� ３６７９６（４番人気）
３連単票数 計１６８９０７６ 的中 ��� ２７５６７（９番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１２．４―１３．０―１２．７―１２．４―１３．１―１２．５―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．６―３６．０―４９．０―１：０１．７―１：１４．１―１：２７．２―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３９．０
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

サクラトップクイン �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．２．５ 東京３着

２００８．２．９生 牝４鹿 母 マストシーストップ 母母 マ ガ ロ １１戦３勝 賞金 ３０，６１０，０００円
〔制裁〕 マレンカヤ号の騎手村田一誠は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（９番・８番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルディートプリエ号・オメガエンブレム号は，平成２４年９月５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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 オメガフレグランス号・サワキック号

２００９２ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８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

７１２� ア グ ン 牡３鹿 ５４ 岩田 康誠林 正道氏 友道 康夫 米 Whisper Hill
Farm LLC ５３６＋ ２１：１１．５ ３．１�

５８ リックムファサ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４７６＋ ４１：１１．６� ３．５�
８１５ トーセンナスクラ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７２＋ ４１：１１．９２ ４．６�
６１０ ゴールドエンジュ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４５０＋ ６１：１２．８５ ８３．３�
５９ グランプリブルー 牡３栗 ５４ 吉田 豊�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B４６８± ０１：１２．９	 １５．３	
４６ � パラダイムシフト 牡５黒鹿５７ 石橋 脩池谷 誠一氏 萩原 清 米 Brookdale Thor-

oughbreds LLC ４４６＋ ２１：１３．０� ４５．７

７１３
 ゴールドサムソン 牡５青鹿５７ 和田 竜二金井 順一氏 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ５００－１０１：１３．４２	 ７７．２�
３４ ドリームリーグ 牡３栗 ５４ 柴田 大知セゾンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ５００－１０ 〃 クビ ２８．４�
６１１ ヒ シ ョ ウ �４栗 ５７ 中舘 英二岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド ４４０－ ４ 〃 同着 ７０．５
１１ � アンディタード 牝３黒鹿５２ 北村 宏司�大樹ファーム 古賀 慎明 米 Mr. & Mrs. C.

W. McNeely III ４７８＋１０１：１３．５	 １４．８�
４７ 
 ブラックアース 牡４黒鹿５７ 村田 一誠�野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ４９８－ ３ 〃 アタマ ５３．０�
３５ 
 サ ト シ ッ ク 牡５鹿 ５７ 中谷 雄太小林 照弘氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ５２０－ ２ 〃 ハナ １５５．４�
２２ カフェキングアイ 牡４鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 静内白井牧場 ４４０＋ ２１：１３．９２	 ２２８．４�
２３ ゴールドゲッター 牡３鹿 ５４ 木幡 初広居城 要氏 宗像 義忠 新冠 北勝ファーム B５１２＋１０１：１４．３２	 ３６．８�
８１４ ナムラケイオス 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４９６－ ２１：１５．０４ ７．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，８４６，３００円 複勝： ４３，１１３，４００円 枠連： ２２，８８２，３００円

馬連： ６８，６７７，４００円 馬単： ４５，１６７，３００円 ワイド： ２９，８８５，６００円

３連複： ８７，７４３，０００円 ３連単： １５２，９４２，５００円 計： ４７６，２５７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（５－７） ４９０円

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ３４０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ４，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２５８４６３ 的中 � ６７６１７（１番人気）
複勝票数 計 ４３１１３４ 的中 � ９２４３３（１番人気）� ８５８９９（２番人気）� ７１０７８（３番人気）
枠連票数 計 ２２８８２３ 的中 （５－７） ３４６９０（３番人気）
馬連票数 計 ６８６７７４ 的中 �� ８６２８２（１番人気）
馬単票数 計 ４５１６７３ 的中 �� ３０９４３（１番人気）
ワイド票数 計 ２９８８５６ 的中 �� ３６５５８（１番人気）�� ２０８０２（３番人気）�� ２４４８０（２番人気）
３連複票数 計 ８７７４３０ 的中 ��� ７１３０８（１番人気）
３連単票数 計１５２９４２５ 的中 ��� ２７９６７（１番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．５―１２．６―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３４．７―４７．３―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ア グ ン �
�
父 Indian Charlie �

�
母父 Carson City デビュー ２０１１．９．１７ 札幌１着

２００９．５．２生 牡３鹿 母 Mama Tia 母母 Ticket to Houston ５戦２勝 賞金 １７，１００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
※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。
（非抽選馬） ４頭 ツクバヴァンクール号・ノボシャンパーニュ号・バルスピュール号・レグルスハート号



２００９３ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８日 第９競走 ��
��２，０００�

つばめ

燕 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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

３５ エアルプロン 牡３鹿 ５４ 内田 博幸 �ラッキーフィールド池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４９６＋ ６１：５９．４ ４．２�

４８ � トーセンインディ 牝４芦 ５５ 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４６＋ ６ 〃 ハナ ２６．２�

５９ ディサイファ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８６± ０１：５９．５� １．８�

１１ � 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± ０１：５９．７１	 ６８．１�
８１５ ランフォージン 牡３黒鹿５４ 和田 竜二 �社台レースホース清水 出美 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋ ４ 〃 クビ ２０．３	
２４ マイネルディーン 牡３青 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 ４４０－ ６１：５９．８クビ １２．０

５１０ インディーグラブ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３６－ ４１：５９．９� １０．２�
６１２ コスモマスタング 牡４黒鹿５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋１２２：００．０
 ３８．０�
７１３ ストーンヘンジ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０＋ ６２：００．１
 １４．６
３６ ドラゴンウィンズ �４芦 ５７ 幸 英明窪田 康志氏 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４７４－１０２：００．３１	 １６８．５�
６１１� マルターズタイム 牡５鹿 ５７ 武士沢友治藤田 在子氏 蛯名 利弘 日高 天羽 禮治 ４９０＋ ８２：００．５１	 ４５４．７�
２３ ブライトボーイ 牡３鹿 ５４ 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４７６＋ ４ 〃 ハナ ２４．４�
１２ ダッシュアキチャン 牝７黒鹿５５ 横山 義行遠藤 喜松氏 成島 英春 三石 沖田 忠幸 ４５０－ ２ 〃 クビ ５１５．５�
７１４� アルティスト 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣塩入とめ子氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４９４＋ ４２：０１．２４ １４３．９�
４７ トーセンフリージア 牝５鹿 ５５ 田中 博康島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４９４＋ ４２：０２．２６ ３８１．９�
８１６ トーセンリョウマ 牡４青鹿５７ 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 日高 藤本ファーム B４９２＋１２２：０２．４１	 １６３．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４３，５６０，７００円 複勝： ６９，９８６，６００円 枠連： ２７，７１７，２００円

馬連： １１５，５１６，２００円 馬単： ７２，８６３，６００円 ワイド： ４４，２６１，４００円

３連複： １３４，６０３，５００円 ３連単： ２６７，６０４，７００円 計： ７７６，１１３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � ４００円 � １１０円 枠 連（３－４） ４，６７０円

馬 連 �� ４，９８０円 馬 単 �� ６，８３０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� １８０円 �� ７１０円

３ 連 複 ��� ２，３２０円 ３ 連 単 ��� ２２，３００円

票 数

単勝票数 計 ４３５６０７ 的中 � ８２４４３（２番人気）
複勝票数 計 ６９９８６６ 的中 � １３９５１８（２番人気）� ２５３６１（８番人気）� ２４７２３４（１番人気）
枠連票数 計 ２７７１７２ 的中 （３－４） ４３８７（１４番人気）
馬連票数 計１１５５１６２ 的中 �� １７１２１（１６番人気）
馬単票数 計 ７２８６３６ 的中 �� ７８７９（２４番人気）
ワイド票数 計 ４４２６１４ 的中 �� ７５２３（１７番人気）�� ８４０４７（１番人気）�� １３１７８（１１番人気）
３連複票数 計１３４６０３５ 的中 ��� ４２９９７（６番人気）
３連単票数 計２６７６０４７ 的中 ��� ８８５８（６３番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．７―１１．９―１３．１―１２．９―１１．９―１１．６―１０．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．５―３５．２―４７．１―１：００．２―１：１３．１―１：２５．０―１：３６．６―１：４７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアルプロン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１２．１．２９ 京都２着

２００９．２．２２生 牡３鹿 母 エアデジャヴー 母母 アイドリームドアドリーム ５戦２勝 賞金 ２１，７２６，０００円

２００９４ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�

い い で

飯 豊 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．８．６以降２４．７．２９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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

２２ ゴーハンティング 牡４黒鹿５７．５ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム ４９６－ ８１：０８．２ ５．６�

４７ ストロングロビン 牡６鹿 ５４ 北村 宏司村木 篤氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ４８０± ０１：０８．３� １３．６�
５８ � ノブクィーン 牝５黒鹿５０ 嶋田 純次前田 亘輝氏 清水 久詞 日高 シンボリ牧場 ４５４－ ４１：０８．５１ ７２．３�
４６ ゴールデンムーン 牝３栗 ５３ 蛯名 正義�G１レーシング 須貝 尚介 厚真 大川牧場 ４６４＋ ４ 〃 アタマ １．７�
６１１ タイセイジーニアス 牡４黒鹿５５ 幸 英明田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか カントリー牧場 ４７０＋ ４１：０８．６クビ １９．１�
８１４� 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± ０ 〃 クビ １７．３	
７１２ ナンヨークイーン 牝６鹿 ５０ 石神 深一中村 �也氏 池上 昌弘 早来 ノーザンファーム B４４８＋ ４１：０８．７� １０２．７

２３ フリートアロー 牡３栗 ５３ 杉原 誠人矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４８８± ０１：０８．８� １３．８�
５９ マ ヤ ノ マ ヤ 牝６鹿 ５３ 柴田 善臣田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ３７．０�
１１ 	 セイウンリファイン 牡６鹿 ５３ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B４７８－ ４１：０９．０１
 ２４０．０
８１５ ライステラス 牝４芦 ５５ 中舘 英二 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７０＋ ４ 〃 クビ １１．１�
７１３ マドモアゼルノン 牝５黒鹿５０ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５４－ ４１：０９．４２� ４２７．４�
３５ メロークーミス 牝４鹿 ５１ 吉田 豊井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４７０± ０１：０９．６１ ５３．５�
３４ サンマルヘイロー 牡６鹿 ５４ 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４７０－ ８１：０９．８１
 ８０．６�
６１０ マウンテンファスト 牡３鹿 ５３ 和田 竜二山本 堅治氏 服部 利之 新ひだか 前田牧場 ４６４＋１４１：１０．３３ ２７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，６５１，７００円 複勝： ５３，５３８，１００円 枠連： ３３，１９５，６００円

馬連： １１４，４６５，７００円 馬単： ８０，５９３，７００円 ワイド： ４０，５３８，６００円

３連複： １３８，４５０，９００円 ３連単： ２９９，４４３，１００円 計： ７９４，８７７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � ２４０円 � ４１０円 � １，７４０円 枠 連（２－４） ３３０円

馬 連 �� ３，７００円 馬 単 �� ６，７９０円

ワ イ ド �� １，２４０円 �� ５，４８０円 �� ６，７００円

３ 連 複 ��� ７５，２５０円 ３ 連 単 ��� ３２４，５１０円

票 数

単勝票数 計 ３４６５１７ 的中 � ４８９４８（２番人気）
複勝票数 計 ５３５３８１ 的中 � ６９７５４（２番人気）� ３４２１９（４番人気）� ６８１３（１２番人気）
枠連票数 計 ３３１９５６ 的中 （２－４） ７４９４６（１番人気）
馬連票数 計１１４４６５７ 的中 �� ２２８６１（１１番人気）
馬単票数 計 ８０５９３７ 的中 �� ８７７０（１８番人気）
ワイド票数 計 ４０５３８６ 的中 �� ８３１９（１１番人気）�� １７９５（４６番人気）�� １４６３（５２番人気）
３連複票数 計１３８４５０９ 的中 ��� １３５８（１３９番人気）
３連単票数 計２９９４４３１ 的中 ��� ６８１（６０７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．１―１１．７―１１．１―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３３．６―４５．３―５６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴーハンティング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１１．７．９ 中山１着

２００８．３．１１生 牡４黒鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング ７戦４勝 賞金 ４５，６５９，０００円

２レース目



２００９５ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８日 第１１競走 ��
��１，８００�第４回レパードステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （ダート・左）

３歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
地方競馬全国協会理事長賞（１着）

賞 品
本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１２ ホッコータルマエ 牡３鹿 ５６ 幸 英明矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 市川フアーム ４９６－ １１：５１．８ ４．６�

８１４ ナムラビクター 牡３鹿 ５６ 和田 竜二奈村 信重氏 野村 彰彦 日高 いとう牧場 ５１０＋ ８ 〃 クビ ６．３�
２２ � イ ジ ゲ ン 牡３芦 ５６ 内田 博幸林 正道氏 堀 宣行 米 Patricia

Pavlish ４８２－ ２１：５２．２２� ２．４�
３４ ダノンゴールド 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３８＋ ４１：５２．６２� ８．８�
８１５ メテオライト 牡３栗 ５６ 中舘 英二 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム ４９６－ ２１：５２．７� ８５．０�
６１１ キングブレイク 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介金井 順一氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 ５０２－ ４１：５２．９１ １０．５	
２３ ヴァンヌーヴォー 牡３鹿 ５６ 藤岡 康太 H.H．シェイク・ハムダン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５００＋ ８ 〃 クビ １０８．６

４７ フリートストリート 牡３芦 ５６ 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９４± ０１：５３．０クビ ９．６�
３５ メイスンキャプテン 牡３栗 ５６ 武士沢友治梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 B４９２＋ ４１：５３．７４ １１４．０�
７１３ タマブラックホール 牡３黒鹿５６ 石橋 脩玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４９８－ ２１：５３．８� ６６．０
６１０ トミケンユークアイ 牡３黒鹿５６ 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 ４８８＋ ６１：５３．９クビ １２３．０�
４６ アントニオピサ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊市川 義美氏 角田 晃一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０２＋２４１：５４．０� ７７．１�
５９ ダイワスパンキー 牡３栗 ５６ 柴田 大知大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋１４１：５５．４９ ９１．７�
５８ アドマイヤレイ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２６＋ ２１：５５．６１	 １５．７�
１１ 
 ア ス ペ ク ト 牡３栗 ５６ 山本 政聡山本 武司氏 桜田 浩三 平取 びらとり牧場 ４７４－ ９１：５６．０２� ２６４．８�

（岩手） （岩手）

（１５頭）

売 得 金
単勝： １２７，１８１，０００円 複勝： １８４，８８０，３００円 枠連： ８６，２５５，０００円 馬連： ４７５，３７７，５００円 馬単： ２６８，４５４，５００円

ワイド： １５１，８１７，４００円 ３連複： ６３４，０３８，３００円 ３連単： １，２８４，２６２，６００円 ５重勝： ９０１，７５６，６００円 計： ４，１１４，０２３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（７－８） １，１７０円

馬 連 �� １，２３０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ２６０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ７，５８０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����� ４１９，０８０円

票 数

単勝票数 計１２７１８１０ 的中 � ２２０７３０（２番人気）
複勝票数 計１８４８８０３ 的中 � ３４４３８７（２番人気）� ２５１５５７（３番人気）� ４９０７７２（１番人気）
枠連票数 計 ８６２５５０ 的中 （７－８） ５４５７５（５番人気）
馬連票数 計４７５３７７５ 的中 �� ２８６２８０（５番人気）
馬単票数 計２６８４５４５ 的中 �� ７６５９３（８番人気）
ワイド票数 計１５１８１７４ 的中 �� ８４４３４（４番人気）�� １５６７５０（１番人気）�� １１０４８４（２番人気）
３連複票数 計６３４０３８３ 的中 ��� ４００６３２（１番人気）
３連単票数 計１２８４２６２６ 的中 ��� １２５１３１（８番人気）
５重勝票数 計９０１７５６６ 的中 ����� １５８８

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．１―１３．２―１２．６―１２．６―１３．０―１２．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３５．６―４８．８―１：０１．４―１：１４．０―１：２７．０―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．８
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホッコータルマエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Cherokee Run デビュー ２０１２．１．１４ 京都１１着

２００９．５．２６生 牡３鹿 母 マダムチェロキー 母母 アンフォイルド ８戦４勝 賞金 ７２，５９０，０００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 ワイルドロジャー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２００９６ ８月５日 晴 良 （２４新潟２）第８日 第１２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時３０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 ７，２００，０００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

５３．７
５３．７

良

良

１２ トップモデル 牝４鹿 ５５ 幸 英明間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B４４０＋ ２ ５４．８ ７．４�

７１４ ダイワスペシャル �４栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ４９４± ０ ５４．９� ３．４�
５９ コマノガレオス 牡３鹿 ５４ 松岡 正海長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ５０２＋ ２ ５５．２２ １０．１�
１１ オレニホレルナヨ 牡３栗 ５４ 和田 竜二 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４９８＋ ６ ５５．３� ５．７�
６１２ ヘイハチスカイ 牡３鹿 ５４ 藤岡 康太伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 ４５４± ０ ５５．４� ４７．５�
８１６ ポピュラーストック 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �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 ４８０－ ４ 〃 クビ ９．１�
８１８� サクラエスケープ �５鹿 ５７ 西田雄一郎	さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ４９０＋１２ ５５．５クビ ３７．３

６１１ ショウナンサンガ �６黒鹿５７ 大野 拓弥�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５０＋ ２ ５５．７１� ５７．８�
３６ プレミアムパス 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B４６８－ ８ 〃 クビ ３９．８�
５１０ ピースオブアイ 牝３栗 ５２

４９ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４７６＋ ６ ５５．８クビ ５．０
４８ ミ ス ネ バ ー 牝３栗 ５２ 武士沢友治澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ ２２．８�
２４ プライドワン �４鹿 ５７ 鈴来 直人三枝 栄二氏 小野 次郎 日高 新井 昭二 B４７８＋ ８ 〃 ハナ ６４．５�
４７ バトルデーオ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩宮川 秋信氏 和田正一郎 登別 登別上水牧場 ４４０－ ２ ５５．９クビ ５２．２�
７１５ ラインロバート 牡３青鹿５４ 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４６２－ ２ ５６．１１� ５９．３�
８１７ ハワイアンシュガー 牡４黒鹿５７ 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４３６± ０ ５６．４２ ３５．０�
２３ � バージンロード 牝３鹿 ５２ 江田 照男泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 ４５６＋ ８ ５６．５� ８４．７�
３５ ワンモアマイウエイ 牡６栗 ５７ 中谷 雄太松井 一三氏 高市 圭二 新冠 長浜 秀昭 ４８８± ０ ５６．８２ １０２．２�
７１３� クリノワンチャンス 牝４芦 ５５

５２ ▲高嶋 活士栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 ４３４＋１０ ５７．０１� ２１５．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６５，６０５，５００円 複勝： ８９，７９９，４００円 枠連： ６４，８２４，４００円

馬連： １７４，０６５，０００円 馬単： １００，１４０，５００円 ワイド： ７２，１１３，９００円

３連複： ２４９，４６４，２００円 ３連単： ４５０，２７７，５００円 計： １，２６６，２９０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７４０円 複 勝 � ２５０円 � １５０円 � ２７０円 枠 連（１－７） ６５０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ３，８６０円

ワ イ ド �� ６００円 �� １，４４０円 �� ８００円

３ 連 複 ��� ４，９７０円 ３ 連 単 ��� ２８，５２０円

票 数

単勝票数 計 ６５６０５５ 的中 � ７０５２１（４番人気）
複勝票数 計 ８９７９９４ 的中 � ８３９２０（４番人気）� ２０２１８３（１番人気）� ７６０２３（５番人気）
枠連票数 計 ６４８２４４ 的中 （１－７） ７４６６４（２番人気）
馬連票数 計１７４０６５０ 的中 �� ８１６１１（４番人気）
馬単票数 計１００１４０５ 的中 �� １９１８６（１４番人気）
ワイド票数 計 ７２１１３９ 的中 �� ３１２２６（４番人気）�� １１８２２（１４番人気）�� ２２２４０（７番人気）
３連複票数 計２４９４６４２ 的中 ��� ３７０５４（１２番人気）
３連単票数 計４５０２７７５ 的中 ��� １１６５２（６５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１０．６―１０．３―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．４―３３．０―４３．３

上り４F４２．８－３F３２．４
勝馬の
紹 介

トップモデル �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー ２０１０．８．２８ 札幌１着

２００８．３．２６生 牝４鹿 母 タフネススター 母母 ユキノサクラ １２戦３勝 賞金 ２６，７１６，０００円
※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） ４頭 クラウンハッピー号・コウヨウメビウス号・デリケートアーチ号・ニケ号
（非抽選馬） ２頭 アードバーク号・レッツマンボウ号

５レース目



（２４新潟２）第８日 ８月５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 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

２２０，１８０，０００円
６，９５０，０００円
１，８１０，０００円
１９，９００，０００円
６２，５２１，５００円
５，０９１，０００円
１，７８５，６００円

勝馬投票券売得金
４５４，１９３，６００円
７９８，０８１，６００円
３４８，１６８，８００円
１，２９１，０３９，０００円
８３６，４６８，７００円
５０１，２８１，９００円
１，７００，４６１，１００円
３，３４０，１２４，１００円
９０１，７５６，６００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
５ 重 勝
計 １０，１７１，５７５，４００円

総入場人員 １２，６１５名 （有料入場人員 １０，７０１名）



平成２４年度 第２回新潟競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４４１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

１，５５１，３３０，０００円
４，１６０，０００円
６８，９４０，０００円
１１，６１０，０００円
１３７，９７０，０００円
４９０，５７３，０００円
４１，４０１，０００円
１３，８３３，６００円

勝馬投票券売得金
２，９６４，０２０，３００円
４，９３１，４２２，２００円
２，２６９，４１６，２００円
８，４６２，８０２，６００円
５，３４５，９３４，８００円
３，２７５，７９８，３００円
１０，８８９，５８２，８００円
２０，７１４，１２９，４００円
３，７０１，４８４，１００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 ６２，５５４，５９０，７００円

総入場延人員 ９２，７０７名 （有料入場延人員 ７９，０１２名）


