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２１０３７ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）第４日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０７．８

良

良

１１ パワーヒッター 牡２鹿 ５４ 吉田 豊丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 ４８２－ ８１：１１．２ １．４�

６６ ハートヴァイン 牝２芦 ５４ 柴田 善臣 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４３２－ ２ 〃 クビ １２．４�
８８ エキゾチックバニラ 牝２芦 ５４ 石神 深一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４０＋ ８１：１１．６２� ６．１�
３３ タニセンジャッキー 牡２鹿 ５４ 松岡 正海染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４６０± ０１：１１．８１� ５．６�
２２ シーキングザスター 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 中本 隆志 ４１８－ ２１：１２．１１� １１．６�
７７ クレバーアストレア 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優田� 正明氏 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム ４０４± ０ 〃 クビ ７９．３	
５５ ハルピュイア 牝２芦 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４５０＋ ２１：１２．５２� １３１．２

４４ アナーヒター 牝２栗 ５４ 中谷 雄太�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム ４１４－ ２１：１３．０３ １５４．５�

（８頭）

売 得 金

単勝： １７，７７２，７００円 複勝： ６１，２３７，３００円 枠連： 発売なし

馬連： ３５，７９２，８００円 馬単： ３４，７６８，０００円 ワイド： １４，２９４，４００円

３連複： ３６，７３０，３００円 ３連単： １２７，８９３，３００円 計： ３２８，４８８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １４０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド �� ２２０円 �� １６０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� ２，４４０円

票 数

単勝票数 計 １７７７２７ 的中 � １０２２５５（１番人気）
複勝票数 計 ６１２３７３ 的中 � ４２２７６９（１番人気）� ４１３３０（４番人気）� ５５２８８（３番人気）
馬連票数 計 ３５７９２８ 的中 �� ４０５５２（３番人気）
馬単票数 計 ３４７６８０ 的中 �� ３２１１２（３番人気）
ワイド票数 計 １４２９４４ 的中 �� １５５７９（３番人気）�� ２７３９４（２番人気）�� ７３９５（７番人気）
３連複票数 計 ３６７３０３ 的中 ��� ４１８５９（３番人気）
３連単票数 計１２７８９３３ 的中 ��� ３８７７６（８番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．３―１２．２―１２．６―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．３―３５．５―４８．１―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パワーヒッター �

父 ゼンノエルシド �


母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．６．１８ 中山２着

２００９．３．１３生 牡２鹿 母 ナイキショウリ 母母 ミスタイモア ３戦１勝 賞金 ９，８００，０００円

２１０３８ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）第４日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

５８ スマートレモラ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４８４－ ６１：１２．９ ５．３�

８１５ フュージョン 牝３芦 ５４ 江田 照男吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７８＋１０１：１３．１１� ２９．７�
３５ ラストメッセージ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４２６＋ ２１：１３．２� １．７�
６１０ パ ヤ ド ー ル 牝３栗 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：１３．４１� ４．９�
４７ マイネクォーツ 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 浦河 カナイシスタッド ４３２－ ２ 〃 クビ １３．３�
２３ クイーンエステル 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣 �キャロットファーム 伊藤 圭三 安平 ノーザンファーム ４４２－ ２１：１３．７１� ４４．２	
４６ タケデンレッド 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４７８＋ ２１：１３．９１ ３５．６

１１ ス ナ ン 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 安藤牧場 ４５８＋ ８１：１４．１１� １８．４�
７１２ ピュアプレジャー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 岡田スタツド B４７２ ― 〃 ハナ ７２．６�
６１１ ダンサーラヴ 牝３鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 ５１２＋３４１：１４．９５ ２４７．３
８１４ トライマイカップ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知�中山牧場 鈴木 伸尋 浦河 中山牧場 ４６４ ―１：１５．５３� ７９２．９�
５９ ホワイトブリム 牝３栗 ５４ 武士沢友治吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５１８ ―１：１６．２４ １１４．１�
７１３ トーアプルメリア 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥高山ランド� 鈴木 勝美 豊浦トーア牧場 ４４２ ―１：１６．７３ ４３５．３�
３４ ラ ブ ガ ー ル 牝３栗 ５４ 伊藤 工真オールラブクラブ 南田美知雄 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４８２＋ ２１：１６．９１� ４９３．８�
２２ ヒールザワールド 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士吉田 好雄氏 天間 昭一 新冠 山岡牧場 ４７６ ―１：１７．６４ ５８６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，４３０，１００円 複勝： ７１，１４７，９００円 枠連： １１，７３５，３００円

馬連： ４７，８１２，８００円 馬単： ３９，９２８，６００円 ワイド： ２１，３９７，４００円

３連複： ６０，９２３，４００円 ３連単： １２１，６９１，０００円 計： ３９６，０６６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １７０円 � ５４０円 � １１０円 枠 連（５－８） ６，３２０円

馬 連 �� ７，５６０円 馬 単 �� １２，７１０円

ワ イ ド �� １，６１０円 �� ２３０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，６１０円 ３ 連 単 ��� ３２，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２１４３０１ 的中 � ３２２６６（３番人気）
複勝票数 計 ７１１４７９ 的中 � ５２５８３（３番人気）� １０６５５（８番人気）� ４９５０５８（１番人気）
枠連票数 計 １１７３５３ 的中 （５－８） １３７１（１４番人気）
馬連票数 計 ４７８１２８ 的中 �� ４６６９（１８番人気）
馬単票数 計 ３９９２８６ 的中 �� ２３２０（３０番人気）
ワイド票数 計 ２１３９７４ 的中 �� ２８０５（１６番人気）�� ２７９２１（２番人気）�� ８２０３（６番人気）
３連複票数 計 ６０９２３４ 的中 ��� １７２６８（７番人気）
３連単票数 計１２１６９１０ 的中 ��� ２７８４（８３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１２．０―１３．０―１２．１―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３５．０―４８．０―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートレモラ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．２．１３ 東京３着

２００８．３．３生 牝３鹿 母 スノースタイル 母母 シャルムダンサー ６戦１勝 賞金 ９，６３０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒールザワールド号は，平成２３年８月２４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 クリスタリン号・クールダンス号

第３回　新潟競馬　第４日



２１０３９ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）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）

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

５９ ゲンパチボロン 牡３栗 ５６
５３ ▲平野 優平野 武志氏 相沢 郁 新ひだか タガミファーム B４８８＋ ６１：５５．４ ８．９�

５８ ドラゴンヴォイス 牡３鹿 ５６
５３ ▲横山 和生窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４５６＋１０１：５５．５� １０７．５�

１１ ジャマイカラー 牝３青鹿５４ 田辺 裕信齊藤四方司氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ２．９�
６１０ リベラルアーツ 牡３黒鹿５６ 福永 祐一�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４－ ４１：５５．７１� ６．３�
３５ ジャパンプライド 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４６２± ０１：５５．９１� ３．９�
２３ 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 ４３４± ０１：５６．１１� １１．５�
８１５ ダイワコンフォート 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４６２＋ ２１：５６．３１� ５．０	
４７ チェスナットパーク 牡３栗 ５６

５５ ☆高倉 稜吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２－ ２１：５６．８３ ７７．９

８１４ ダイワセインツ 牡３黒鹿５６ 柴田 大知大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４５６＋ ６１：５６．９クビ ３４３．８�
７１２ エーブマンガン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 日高 山田 政宏 ４４２＋ ２１：５７．２１� ５３．５�
４６ ムラマサノヨーカイ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥新井 孝治氏 高木 登 浦河 岡本 昌市 ４９２＋ ４１：５７．６２� ２３０．４
２２ スパーキーブラウン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一佐々木 勇氏 南田美知雄 浦河トラストスリーファーム ４６８－ ２１：５７．８１� ２６０．８�
６１１ コパノハリケーン 牡３鹿 ５６ 田中 勝春小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 乾 皆雄 ４８０－ ６１：５８．０１� ２６．０�
７１３ ハンセンロード 牡３黒鹿５６ 江田 照男田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 ４９６－１８１：５８．２１� １５８．５�
３４ カツノサード 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎勝野 �治氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 ４９６－１０２：０３．６大差 ５６６．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，２８３，０００円 複勝： ３１，９６８，４００円 枠連： １３，６８２，７００円

馬連： ５２，７５６，２００円 馬単： ３５，１１６，４００円 ワイド： ２２，４９４，２００円

３連複： ６５，９１９，５００円 ３連単： １０７，８６３，８００円 計： ３５０，０８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８９０円 複 勝 � ２９０円 � １，７７０円 � １６０円 枠 連（５－５） １９，５７０円

馬 連 �� ２５，５７０円 馬 単 �� ５４，４５０円

ワ イ ド �� ６，１３０円 �� ４８０円 �� ３，２５０円

３ 連 複 ��� ２７，２７０円 ３ 連 単 ��� ２３８，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２０２８３０ 的中 � １８０１７（５番人気）
複勝票数 計 ３１９６８４ 的中 � ２８４２０（５番人気）� ３４７８（１０番人気）� ７０８６５（１番人気）
枠連票数 計 １３６８２７ 的中 （５－５） ５１６（２９番人気）
馬連票数 計 ５２７５６２ 的中 �� １５２３（３６番人気）
馬単票数 計 ３５１１６４ 的中 �� ４７６（７６番人気）
ワイド票数 計 ２２４９４２ 的中 �� ８５２（４１番人気）�� １２９８７（６番人気）�� １６２６（２５番人気）
３連複票数 計 ６５９１９５ 的中 ��� １７８４（５８番人気）
３連単票数 計１０７８６３８ 的中 ��� ３３４（４２０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．７―１３．３―１４．１―１３．５―１２．８―１２．７―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．５―３７．８―５１．９―１：０５．４―１：１８．２―１：３０．９―１：４２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．２
１
３
９，７（１，８）（３，５，１０）（２，１５）１２（４，１１，１３）－６－１４
９（１，７，８）（５，１０）（３，１５）（２，１２，１３）１１，６－（４，１４）

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチボロン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Stop the Music デビュー ２０１０．１２．１２ 中山８着

２００８．４．１２生 牡３栗 母 ビヨンザレルム 母母 Autumn Glory ６戦１勝 賞金 ７，２００，０００円
〔制裁〕 ジャマイカラー号の騎手田辺裕信は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
〔その他〕 カツノサード号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

２１０４０ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：０１．４良

８１４ クリーバレン 牡５鹿 ６０ 山本 康志吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５５０－ ５３：０５．２ １６．９�

４５ マジェスティバイオ 牡４鹿 ６２ 柴田 大知バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ５００＋ ８ 〃 ハナ ２．９�
６１０ トリビュートソング 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム B４９０－ ２３：０５．３� ３．７�
１１ バ イ ヨ ン 牡６栗 ６０ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４４４－ ４３：０５．６２ ３７．０�
６９ � ナカヤマスナイパー 牡９黒鹿６０ 金子 光希和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 米 Richard S.

Kaster ５２２± ０３：０６．０２� １７．２�
３４ サトノバロン �５黒鹿６０ 横山 義行里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ５２０＋ ２３：０６．５３ ６．５	
７１２ ハ ク サ ン 牡５黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４０＋ ４３：０６．６� ２６．４

５７ トキノナスティア 牝５黒鹿５９ 浜野谷憲尚田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５４－ ２３：０６．８１� ７．０�
５８ スズマーシャル 牡５栗 ６０ 鈴木 慶太成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４７８＋ ２３：０７．１１	 １２７．４�
８１３ メイショウブソン 牡４鹿 ６０ 植野 貴也松本 好雄氏 高橋 隆 浦河 大島牧場 ４４２－１２３：０７．８４ ９８．２
４６ ヴェルトマイスター 牡７鹿 ６０ 大庭 和弥 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ４９６－ ６３：０８．６５ １５．３�
７１１ ユウターラッキー 牡４鹿 ６０ 池崎 祐介北前孔一郎氏 南田美知雄 浦河 江島牧場 ４８４＋１２３：０８．９１	 ２７０．０�
２２ バトルブリンディス 牡６青鹿６０ 高田 潤宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム ４６２± ０３：１０．５１０ ２２．９�
３３ トーセンジョーカー 牡８栗 ６２ 大江原 圭島川 �哉氏 菅原 泰夫 静内 増本牧場 B４５８＋ ４ （競走中止） ３５．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，３８２，９００円 複勝： ２４，０２７，４００円 枠連： １３，３６０，２００円

馬連： ４１，２６３，３００円 馬単： ２８，３３２，７００円 ワイド： １７，５０６，８００円

３連複： ５８，４４８，５００円 ３連単： ８９，９１３，１００円 計： ２８８，２３４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６９０円 複 勝 � ４２０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（４－８） １，９６０円

馬 連 �� ２，４９０円 馬 単 �� ７，１４０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� １，０８０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ３，５９０円 ３ 連 単 ��� ３５，６６０円

票 数

単勝票数 計 １５３８２９ 的中 � ７１８６（６番人気）
複勝票数 計 ２４０２７４ 的中 � ９８３４（９番人気）� ５４４４４（２番人気）� ５７７９３（１番人気）
枠連票数 計 １３３６０２ 的中 （４－８） ５０５２（８番人気）
馬連票数 計 ４１２６３３ 的中 �� １２２７０（８番人気）
馬単票数 計 ２８３３２７ 的中 �� ２９２９（２５番人気）
ワイド票数 計 １７５０６８ 的中 �� ４２５９（１０番人気）�� ３７１０（１５番人気）�� １５５２８（１番人気）
３連複票数 計 ５８４４８５ 的中 ��� １２０３１（８番人気）
３連単票数 計 ８９９１３１ 的中 ��� １８６１（１０８番人気）

上り １マイル １：４１．８ ４F ４９．２－３F ３７．２
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリーバレン �
�
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 ２００８．１０．２５ 東京１１着

２００６．３．２９生 牡５鹿 母 ア ズ サ ユ ミ 母母 ファーストクラス 障害：８戦２勝 賞金 ２７，５８０，０００円
〔騎手変更〕 ナカヤマスナイパー号の騎手宗像徹は，第３日第４競走での落馬負傷のため金子光希に変更。
〔競走中止〕 トーセンジョーカー号は，６号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 リアルヴィクトリー号
（非抽選馬） ５頭 コンフェルヴォーレ号・ゴールデンカイザー号・ゴールドヘラクレス号・プレストキララ号・マッキーケインズ号



２１０４１ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）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

１１ メイショウグラハム 牡２栗 ５４ 蛯名 正義松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 ４７０ ―１：４９．４ １．８�

８１８ ブレイズアトレイル 牡２芦 ５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８２ ―１：４９．６１� １６．１�
８１６ 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 ４９８ ― 〃 ハナ ８．５�
６１１ クラヴェジーナ 牝２栗 ５４ 福永 祐一�G１レーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７０ ― 〃 ハナ ３．５�
５９ セントトーマス 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信田島榮二郎氏 大江原 哲 様似 小田 誠一 ４９０ ―１：５０．５５ ２４２．９�
３６ ビービージャパン 牡２栗 ５４ 田中 勝春�坂東牧場 千田 輝彦 新ひだか 山際 智 ４６２ ―１：５０．７１� ２５．１	
２３ マイネルツァウバー 牡２青鹿５４ 石橋 脩 �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 ４４８ ―１：５０．８� ７５．４

６１２ ジェイケイドリーム 牝２黒鹿５４ 江田 照男小谷野次郎氏 河野 通文 新ひだか 藤川フアーム ４７８ ―１：５０．９クビ ４５．９�
１２ ティアップハッピー 牝２栗 ５４ 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 天羽牧場 ４９６ ―１：５１．３２� ５８．０�
７１５ ショウナンカンパク 牡２鹿 ５４ 木幡 初広国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 静内フアーム ４７０ ―１：５２．２５ ４４．８
２４ 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 ―１：５２．５１� ９８．９�
５１０ ミヤビリファイン 牡２青鹿５４ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 ４７０ ―１：５２．６� ２３．８�
３５ プレジャーサイン 牡２鹿 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４７８ ―１：５３．３４ ２１２．８�
８１７ マイネルソウル 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 ４８２ ― 〃 クビ ７８．２�

７１４ シゲルメロン 牡２黒鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 長谷川 一男 ４７０ ―１：５３．４� ７３．０�

７１３ フォーユアプレジャ 牡２黒鹿５４ 松岡 正海�G１レーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム ５２０ ―１：５３．５� ７５．８�
４８ エピクリオス 牡２鹿 ５４ 小林 淳一日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 ５２２ ―１：５４．５６ ２４１．３�
４７ シャイニーアース 牡２黒鹿５４ 武士沢友治小林 昌志氏 菊川 正達 日高 原田牧場 ５１６ ― （競走中止） ４３６．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，５１８，１００円 複勝： ２９，８５５，９００円 枠連： １７，７０９，６００円

馬連： ５５，７１９，２００円 馬単： ４２，０６２，２００円 ワイド： ２４，０４３，３００円

３連複： ６９，１１２，１００円 ３連単： １１８，１９８，４００円 計： ３８４，２１８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ３３０円 � １９０円 枠 連（１－８） ４８０円

馬 連 �� １，６７０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ３１０円 �� １，３８０円

３ 連 複 ��� ３，３４０円 ３ 連 単 ��� １３，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２７５１８１ 的中 � １２４４９３（１番人気）
複勝票数 計 ２９８５５９ 的中 � １０１６７０（１番人気）� １５９２８（４番人気）� ３６３０４（３番人気）
枠連票数 計 １７７０９６ 的中 （１－８） ２７３８３（２番人気）
馬連票数 計 ５５７１９２ 的中 �� ２４７６０（５番人気）
馬単票数 計 ４２０６２２ 的中 �� １２７９４（８番人気）
ワイド票数 計 ２４０４３３ 的中 �� ８１０１（４番人気）�� ２１９６６（２番人気）�� ３８９６（１５番人気）
３連複票数 計 ６９１１２１ 的中 ��� １５３００（７番人気）
３連単票数 計１１８１９８４ 的中 ��� ６２６２（２８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．４―１２．４―１３．６―１３．１―１２．０―１１．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３５．４―４７．８―１：０１．４―１：１４．５―１：２６．５―１：３７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３４．９
３ １０，８，１，１１－（２，６）－（３，４，１７）（５，９，１８）１６（１５，１２）＝１４，１３ ４ １０（８，１）１１，６（２，１７）（３，４，１８）（５，９，１６）（１５，１２）＝（１４，１３）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウグラハム �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Capote 初出走

２００９．４．７生 牡２栗 母 オブザーヴァント 母母 Patently Clear １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 シャイニーアース号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エピクリオス号は，平成２３年８月２４日まで平地競走に出走できない。

２１０４２ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）第４日 第６競走 ��
��１，４００�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 ４，８００，０００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

７１３ エパティック 牝３鹿 ５４ 福永 祐一齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４７６ ―１：２１．８ ３．５�

２３ エフティレフア 牝３青鹿 ５４
５１ ▲横山 和生吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B４３８－ ４１：２２．１２ ３９．７�

６１２ 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 B４７４± ０１：２２．２� ６．４�
１２ アップルジャック 牡３黒鹿５６ 北村 宏司藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ５０６－ ２ 〃 ハナ ８．３�
３６ クイーンオリーブ 牝３青鹿５４ 中舘 英二有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 ４４０＋ ２ 〃 ハナ ３．５�
４８ レッドイデア 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 久保田貴士 日高 下河辺牧場 ４６６－ ６１：２２．４１� ８．７	
６１１ ブルーアンブロシア 牡３芦 ５６ 大野 拓弥 �ブルーマネジメント加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ６１：２２．５クビ ３２．７

８１８ ソルトキャスケード 牝３鹿 ５４ 松岡 正海伊藤 仁氏 萱野 浩二 日高 白井牧場 ４５６± ０１：２２．９２� ２１．８�
７１５ コスモアトミック 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 様似 ホウセイ牧場 ４５０＋２０１：２３．０クビ １４．４�
３５ アレルヤトウブ 牡３栗 ５６ 小林 淳一真部 晴�氏 佐藤 吉勝 日高 下河辺牧場 ４２８＋１０ 〃 ハナ ５７７．０
５９ トウショウレグルス 牡３栗 ５６ 田辺 裕信トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６０－ ８ 〃 クビ １８．１�
１１ コスモセクシー 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 浦河 高岸 順一 ４４４＋ ２１：２３．４２� ２６８．４�
２４ アパレシーダ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �キャロットファーム 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２ ―１：２３．５� ３８．５�

５１０ シンビジューム 牝３栗 ５４ 田中 勝春�ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 ４４２± ０１：２３．８１� ５８．２�
８１７ ウエスタンオードウ 牡３鹿 ５６ 小島 太一西川 賢氏 小島 太 新ひだか 北西牧場 ４５２－ ６ 〃 ハナ ５９２．５�
７１４� ビターアンドハイ 牡３鹿 ５４ 大庭 和弥吉田 和美氏 栗田 徹 豪 Makybe Rac-

ing & Breeding B５０６＋ ４１：２４．９７ ６３７．４�
４７ ナイトキャップ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広櫻井 盛夫氏 高市 圭二 新ひだか 有限会社石川牧場 ４３０ ―１：２６．３９ ４４４．８�
８１６ フレアスター 牡３栗 ５６ 村田 一誠 �キャロットファーム 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５５６ ― （競走中止） １２１．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，４０４，８００円 複勝： ３６，０８８，８００円 枠連： １５，４８５，０００円

馬連： ６１，３８４，６００円 馬単： ３８，４５９，７００円 ワイド： ２４，６２５，１００円

３連複： ７２，９６７，０００円 ３連単： １１５，８５７，７００円 計： ３８７，２７２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � ２００円 � ７１０円 � ２００円 枠 連（２－７） ２，８００円

馬 連 �� ８，３４０円 馬 単 �� １１，３００円

ワ イ ド �� ２，３００円 �� ６４０円 �� ２，５７０円

３ 連 複 ��� １１，９９０円 ３ 連 単 ��� ７９，５４０円

票 数

単勝票数 計 ２２４０４８ 的中 � ５１２８５（２番人気）
複勝票数 計 ３６０８８８ 的中 � ５４３５７（３番人気）� １０２９３（１０番人気）� ５４８６８（２番人気）
枠連票数 計 １５４８５０ 的中 （２－７） ４０９１（１３番人気）
馬連票数 計 ６１３８４６ 的中 �� ５４３６（２９番人気）
馬単票数 計 ３８４５９７ 的中 �� ２５１２（４０番人気）
ワイド票数 計 ２４６２５１ 的中 �� ２５６３（２８番人気）�� １０１０７（６番人気）�� ２２８４（３３番人気）
３連複票数 計 ７２９６７０ 的中 ��� ４４９３（４０番人気）
３連単票数 計１１５８５７７ 的中 ��� １０７５（２４８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．４―１１．２―１２．０―１２．１―１１．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２２．９―３４．１―４６．１―５８．２―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エパティック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sky Classic 初出走

２００８．３．３０生 牝３鹿 母 スカイアライアンス 母母 Swift Alliance １戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔競走中止〕 フレアスター号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイトキャップ号は，平成２３年８月２４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。
（非当選馬） １頭 ルージュマジック号
（非抽選馬） ２頭 エスプレッソラテ号・ビヨンドトゥモロー号



２１０４３ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）第４日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．２
１：５６．４

良

良

７１２ エーブフウジン 牡３栗 ５６ 蛯名 正義 �レーシングホース
ジャパン 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４６６＋ ６２：０２．７ １．７�

５７ シルクスローン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信有限会社シルク田中 清隆 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４６８± ０ 〃 ハナ ９．７�

２２ ゴッドツヨシ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４８４＋ ２２：０２．９１� １１．３�
５８ シュヴァルツシルト 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ４２：０３．１１� １０．６�
７１１ グッドランスター 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優小林 章氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４７２－ ６２：０３．３１� ５１１．７�
６９ グラスルビー 牝３栗 ５４ 大野 拓弥半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４２：０３．４� ２５．５	
１１ 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 ４７６＋ ８２：０３．５クビ ２５６．２

４５ ライフイズライフ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治吉田 安惠氏 松山 康久 安平 追分ファーム ４３０－ ８２：０３．６� ７９．８�
８１３ レオマジェスティ 牡３青鹿５６ 柴田 善臣田中 博之氏 古賀 慎明 平取 びらとり牧場 ４５６－ ６２：０３．７� ３．７�
３３ コスモインスパイア 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 中前牧場 ４６８＋２２ 〃 クビ １２７．３
８１４ ローレルガイア 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太 �ローレルレーシング 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 B４７４± ０２：０３．８クビ ４３９．６�
６１０ ブートジョロキア 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７８＋１０２：０３．９� ２７．９�
４６ ハートオブロー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士大原 詔宏氏 大久保洋吉 えりも エクセルマネジメント B４１８－１０２：０４．０� ５７０．６�
３４ シルクマグナム 牡３芦 ５６ 小林 淳一有限会社シルク保田 一隆 日高 ヤナガワ牧場 ４６８－ ２２：０４．５３ ３９９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２４，５４３，５００円 複勝： ６５，９４９，７００円 枠連： １８，０９３，７００円

馬連： ５３，５６０，８００円 馬単： ４７，０８７，４００円 ワイド： ２３，２３０，２００円

３連複： ６５，１５８，６００円 ３連単： １４２，６８５，４００円 計： ４４０，３０９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（５－７） ３４０円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ３１０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� ４，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２４５４３５ 的中 � １１５９５４（１番人気）
複勝票数 計 ６５９４９７ 的中 � ４３６４１９（１番人気）� ３６５７４（４番人気）� ４１０４９（３番人気）
枠連票数 計 １８０９３７ 的中 （５－７） ３９８９５（２番人気）
馬連票数 計 ５３５６０８ 的中 �� ５６０９８（３番人気）
馬単票数 計 ４７０８７４ 的中 �� ３７６０７（３番人気）
ワイド票数 計 ２３２３０２ 的中 �� ２１５４６（２番人気）�� １９７３４（３番人気）�� ６４２２（９番人気）
３連複票数 計 ６５１５８６ 的中 ��� ３２６２８（５番人気）
３連単票数 計１４２６８５４ 的中 ��� ２２２１６（１１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１２．３―１３．２―１２．６―１２．８―１２．７―１１．８―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．１―３５．４―４８．６―１：０１．２―１：１４．０―１：２６．７―１：３８．５―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．０
１
３
７（２，１３）（１１，１２）１，８（６，９，１４）（３，１０）（４，５）
７（１３，１２）２（１１，８）１（９，１４）（６，３，１０）（４，５）

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

勝馬の
紹 介

エーブフウジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．３．５ 中山７着

２００８．３．１５生 牡３栗 母 ダイイチサクラ 母母 ダイイチフローネ ６戦１勝 賞金 １２，０００，０００円

２１０４４ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）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 ７，４００，０００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

４６ タンジブルアセット 牡４鹿 ５７ 江田 照男安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４７８＋ ４１：１１．４ １．４�

８１４ トーホウブエナス 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ ５．０�
２３ ニシノブイシェープ 牡４栗 ５７ 蛯名 正義西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５０２－ ６１：１２．４６ ８．８�
４７ ナ ス ザ ン 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ４９８± ０１：１２．５クビ ２９７．０�
３５ ジャーグラット 牡３栗 ５４ 柴田 善臣本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４２０－ ２ 〃 ハナ １３．０�
５８ ヒ シ ョ ウ 牡３栗 ５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４４８－ ６１：１２．８１� １４．３�
８１５ シャイニーグルーム 牡４黒鹿５７ 武士沢友治小林 昌志氏 和田 正道 新ひだか カタオカフアーム ４６０－ ２１：１３．０１� ６１９．６	
６１０ レオカミカゼ 牡４黒鹿５７ 村田 一誠田中 博之氏 古賀 慎明 日高 若林 武雄 B４７６－ ２１：１３．３１� １９６．６

５９ アスパイヤリング 牡３鹿 ５４ 中舘 英二木村 直樹氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 ４９８＋１２１：１３．５１� ８０．５�
３４ � ホッコーファルコン 牡４鹿 ５７ 柴田 大知矢部 幸一氏 河野 通文 新ひだか 桜井牧場 ４９０＋１７１：１４．２４ １７１．２�
１１ コ ス モ レ ニ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次 ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 石原牧場 ４５４± ０ 〃 アタマ ３２．５�
２２ � コスモハイスペック 牝５栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ５００＋４８１：１４．３� ２２６．０�
７１３ アグネスクイック 牡５鹿 ５７ 田中 勝春渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５１６＋ ２１：１４．４クビ ２５８．５�
７１２ スターリバイバル 牡５栗 ５７ 西田雄一郎出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５１６＋ ２１：１５．２５ １８６．６�

（１４頭）
６１１ センジンジョー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 大狩部牧場 ４５０＋ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ２３，７４４，８００円 複勝： ８７，３４５，９００円 枠連： １６，９６０，３００円

馬連： ５２，８５３，２００円 馬単： ４２，９３３，２００円 ワイド： ２１，５９６，５００円

３連複： ４９，２０９，１００円 ３連単： １１１，７２８，３００円 計： ４０６，３７１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １００円 � １２０円 � １７０円 枠 連（４－８） ３１０円

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ３６０円

ワ イ ド �� １３０円 �� １９０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� １，４１０円

票 数

単勝票数 差引計 ２３７４４８（返還計 ２４２７６） 的中 � １３７４１７（１番人気）
複勝票数 差引計 ８７３４５９（返還計 ４２９６３） 的中 � ６４１３４９（１番人気）� ９３４６０（２番人気）� ４２８２８（３番人気）
枠連票数 差引計 １６９６０３（返還計 ３０７） 的中 （４－８） ４１１８５（１番人気）
馬連票数 差引計 ５２８５３２（返還計１６６３４３） 的中 �� １４９２３４（１番人気）
馬単票数 差引計 ４２９３３２（返還計１２７１０８） 的中 �� ８８４６７（１番人気）
ワイド票数 差引計 ２１５９６５（返還計 ６３２５３） 的中 �� ５７０７８（１番人気）�� ２６０２４（２番人気）�� １０７０５（５番人気）
３連複票数 差引計 ４９２０９１（返還計２９０３８７） 的中 ��� ６８２１０（１番人気）
３連単票数 差引計１１１７２８３（返還計６９４３８４） 的中 ��� ５８８３０（１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．９―１２．２―１１．８―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３５．２―４７．４―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タンジブルアセット �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ホ リ ス キ ー デビュー ２００９．８．１５ 新潟１４着

２００７．２．２７生 牡４鹿 母 ノースミッチー 母母 ノースエンゼル ２０戦３勝 賞金 ４２，７７２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走除外〕 センジンジョー号は，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 サマーソング号・フレンチミシル号



２１０４５ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

む ら か み

村 上 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 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

５１０ アスカクリチャン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４８４＋ ６１：３３．７ ７．９�

２３ 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 ４７４＋ ８１：３３．９１� １０．７�

２４ ラインジェシカ 牝４栗 ５５ 福永 祐一大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９６＋ ６１：３４．０� ３．６�
５９ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５７ 田嶋 翔山田 博康氏 小島 貞博 浦河 鮫川 啓一 ４９２＋ ２１：３４．１� ５．５�
４７ 	 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 ４９８± ０１：３４．４１� １４．２�
７１４ シ ー マ ー ク 牡４栗 ５７ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム B５３２± ０１：３４．６１
 ７２．７	
６１２ コスモマスタング 牡３黒鹿５４ 武士沢友治 �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 B４７０± ０１：３４．７� １７７．８

４８ シンボリカージナル 牡５鹿 ５７ 江田 照男シンボリ牧場 高橋 祥泰 静内 シンボリ牧場 ４８６－ ４ 〃 クビ ４１．２�
３６ フィンデルムンド 牡３鹿 ５４ 木幡 初広 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：３４．８クビ ４７．０�
１２ カワキタラブポップ 牝５鹿 ５５ 高倉 稜川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８４－ ２１：３５．２２� ３７０．６
８１６ コスモマクスウェル 牝４鹿 ５５ 蛯名 正義 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新冠 コスモヴューファーム B４６８＋１０ 〃 アタマ ２１．３�
７１３ 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 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ３４０．１�
６１１ バックハウス 牡５栗 ５７ 柴田 善臣池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４７０＋ ６１：３５．７３ ４４．０�
１１ トーセンソニア 牝３鹿 ５２ 中舘 英二島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８± ０１：３６．０２ １３０．２�
８１５ ナゲットスマイル 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥竹本いずみ氏 松山 将樹 むかわ 新井牧場 ４６０＋ ２１：３６．１クビ １６６．７�
３５ � ケイアイルーラー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 米 Morihiro

Kameda ４７２＋１４ （競走中止） ２．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３５，０３６，８００円 複勝： ６１，９４９，０００円 枠連： ２９，６９２，３００円

馬連： １２０，２３３，９００円 馬単： ７０，０４４，９００円 ワイド： ３９，７９２，３００円

３連複： １３９，０００，１００円 ３連単： ２６３，１１０，０００円 計： ７５８，８５９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２１０円 � ３５０円 � １５０円 枠 連（２－５） ５１０円

馬 連 �� ４，０８０円 馬 単 �� ８，３９０円

ワ イ ド �� １，４００円 �� ４９０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� ４，７００円 ３ 連 単 ��� ３７，７３０円

票 数

単勝票数 計 ３５０３６８ 的中 � ３５１４９（４番人気）
複勝票数 計 ６１９４９０ 的中 � ７８０９８（４番人気）� ３６２６３（６番人気）� １４４７３８（２番人気）
枠連票数 計 ２９６９２３ 的中 （２－５） ４３５４４（３番人気）
馬連票数 計１２０２３３９ 的中 �� ２１７８７（１５番人気）
馬単票数 計 ７００４４９ 的中 �� ６１６７（２９番人気）
ワイド票数 計 ３９７９２３ 的中 �� ６６７４（１６番人気）�� ２１１８６（５番人気）�� １２５３６（７番人気）
３連複票数 計１３９０００１ 的中 ��� ２１８６０（１４番人気）
３連単票数 計２６３１１００ 的中 ��� ５１４７（１１８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．０―１２．４―１２．１―１１．５―１０．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．５―４７．９―１：００．０―１：１１．５―１：２２．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスカクリチャン �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ダイナレター デビュー ２００９．９．６ 小倉３着

２００７．４．１１生 牡４鹿 母 ローレルワルツ 母母 スワンスキー １８戦３勝 賞金 ４６，１２３，０００円
〔競走中止〕 ケイアイルーラー号は，競走中に疾病〔右第１趾骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出走取消馬 オマワリサン号（疾病〔右肩跛行〕のため）

２１０４６ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�

さ ど

佐 渡 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．１

良

良

２２ 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 ４６０＋ ６２：１４．０ １．４�

４４ ショウナンバーズ 牡３鹿 ５４ 北村 宏司国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９４＋１０２：１４．１� ８．５�
５６ カネトシパサージュ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４６４± ０２：１４．４２ ６．３�
７９ � ヒカルマンテンボシ 牡６鹿 ５７ 松岡 正海�橋 京子氏 勢司 和浩 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４＋ ６２：１４．７１� １０．０�
８１１ メイショウイチバン 牡７鹿 ５７ 高倉 稜松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 B５２０＋ ２２：１４．９１	 ２７．４�
５５ シンボリローレンス 
６黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９０－ ２２：１５．０� １６０．８�
８１２ ハ イ ゲ ー ト 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２６＋ ４ 〃 アタマ ６７．４�
６７ ネオスピリッツ 牡６鹿 ５７ 中舘 英二 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２２：１５．２１ ４６．３

３３ ベルグミサイル 牡７芦 ５７ 武士沢友治山田 五月氏 田中 剛 静内 グランド牧場 ４７４－ ８２：１５．４１� ３０７．５�
７１０ メジロミドウ 牝３黒鹿５２ 江田 照男岩� 伸道氏 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４２６－１４２：１６．１４ ２７．０�
６８ � ア リ ガ タ イ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 B４７６－ ４ 〃 ハナ ２１８．６
１１ � ミウラリチャード 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥佐藤 明氏 柄崎 孝 新冠 前川 隆範 B５１８－ ４２：１６．３１� ５０５．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４１，２７８，６００円 複勝： １００，３４２，３００円 枠連： ２３，４２８，０００円

馬連： １０９，０８５，７００円 馬単： ９５，０３６，９００円 ワイド： ３５，２５７，０００円

３連複： １２２，２６４，１００円 ３連単： ３４９，６９４，８００円 計： ８７６，３８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １４０円 枠 連（２－４） ４８０円

馬 連 �� ４８０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� １７０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ６１０円 ３ 連 単 ��� １，８５０円

票 数

単勝票数 計 ４１２７８６ 的中 � ２４８４１７（１番人気）
複勝票数 計１００３４２３ 的中 � ６９７３２４（１番人気）� ５８８９２（４番人気）� ９３９１０（２番人気）
枠連票数 計 ２３４２８０ 的中 （２－４） ３６１２７（３番人気）
馬連票数 計１０９０８５７ 的中 �� １６９３４９（２番人気）
馬単票数 計 ９５０３６９ 的中 �� １１９５７２（２番人気）
ワイド票数 計 ３５２５７０ 的中 �� ３７６４５（３番人気）�� ６２３２１（１番人気）�� １５２４３（６番人気）
３連複票数 計１２２２６４１ 的中 ��� １４８２０８（１番人気）
３連単票数 計３４９６９４８ 的中 ��� １３９７７５（３番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．８―１２．９―１３．９―１２．８―１２．６―１２．１―１１．７―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�
１２．５―２３．３―３５．１―４８．０―１：０１．９―１：１４．７―１：２７．３―１：３９．４―１：５１．１―２：０２．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

モ ン テ エ ン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．９．１３ 中山１着

２００７．５．８生 牡４鹿 母 サンセットキス 母母 アフターザサン ８戦４勝 賞金 ５３，６８０，０００円

２レース目



２１０４７ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�

りゅうと

柳都ステークス
発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．７．２４以降２３．７．１７まで１回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４７ メイショウエンジン 牡７栗 ５３ 木幡 初広松本 好雄氏 増本 豊 浦河 三嶋牧場 ４８０－１４１：５１．９ ３４３．０�

６１０� アストレーション 牡５栗 ５５ 柴田 善臣広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower
Bloodstock ４９８＋ ２ 〃 クビ １５．２�

３４ グリッターウイング 牡４栗 ５７．５ 福永 祐一吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１６± ０１：５２．０クビ ３．２�
７１３ トーセンアレス 牡４鹿 ５８ 田辺 裕信島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４７４± ０１：５２．７４ ３．９�
７１２ フォーティファイド 牡６栗 ５６ 吉田 豊吉田 和美氏 石坂 正 門別 中前 義隆 ４９４－ ４ 〃 アタマ １１．２�
５８ ラ ル ー チ ェ 牝５芦 ５２ 藤懸 貴志植中 倫子氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４９２＋ ２ 〃 ハナ ６２．７	
２２ ポイマンドレース 牡５栗 ５５ 江田 照男 
サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１８－１２ 〃 クビ ３２．８�
４６ トーセンスターン 牡６鹿 ５４ 北村 宏司島川 �哉氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２ 〃 アタマ ８１．６�
２３ トーセンアドミラル 牡４鹿 ５７．５ 高倉 稜島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５１６＋１２１：５２．８� ５．２
８１４ マリアージュ 牝６栗 ５２ 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４８＋ ４１：５２．９� ２８．８�
８１５ サンマルセイコー 牝８黒鹿５０ 平野 優相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４９６＋１４ 〃 アタマ ３２２．１�
６１１ タイセイレジェンド 牡４栗 ５７．５ 石橋 脩田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ６１：５３．０クビ ５．１�
３５ ヤマニンバッスル 牡５鹿 ５５ 伊藤 工真土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ５０４＋ ２ 〃 ハナ ６９．７�
５９ � トウカイプライム 牡６黒鹿５３ 武士沢友治内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５２－ ６１：５３．１	 ２４９．６�
１１ � プラチナメーン 牡６栗 ５４ 中舘 英二広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &

Delia McGehee ５００－ ４１：５６．０大差 ４３．４�

（１５頭）

売 得 金
単勝： ６０，３７２，３００円 複勝： ８７，６４５，４００円 枠連： ５９，６９４，４００円 馬連： ２８３，７７８，６００円 馬単： １５７，２１５，３００円

ワイド： ７９，８７４，９００円 ３連複： ３１８，７３０，６００円 ３連単： ６７５，９９４，２００円 ５重勝： １，２４９，０７６，３００円 計： ２，９７２，３８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４，３００円 複 勝 � ５，６２０円 � ４３０円 � １５０円 枠 連（４－６） ８，５４０円

馬 連 �� １９３，２００円 馬 単 �� ４６７，８５０円

ワ イ ド �� ３５，８７０円 �� １１，９９０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２０２，６１０円 ３ 連 単 ��� ２，９８７，３３０円

５ 重 勝
対象競走：京都１０R／新潟１０R／函館１１R／京都１１R／新潟１１R

キャリーオーバー なし����� １５，３６３，６４０円

票 数

単勝票数 計 ６０３７２３ 的中 � １３８７（１５番人気）
複勝票数 計 ８７６４５４ 的中 � ２９７０（１５番人気）� ４６２５４（６番人気）� ２１８０２０（１番人気）
枠連票数 計 ５９６９４４ 的中 （４－６） ５１６４（２３番人気）
馬連票数 計２８３７７８６ 的中 �� １０８４（９３番人気）
馬単票数 計１５７２１５３ 的中 �� ２４８（１８３番人気）
ワイド票数 計 ７９８７４９ 的中 �� ５３２（９０番人気）�� １５９９（６１番人気）�� ２２６５５（９番人気）
３連複票数 計３１８７３０６ 的中 ��� １１６１（２１５番人気）
３連単票数 計６７５９９４２ 的中 ��� １６７（１６５６番人気）
５重勝票数 計１２４９０７６３ 的中 ����� ６０

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．９―１３．６―１３．１―１２．５―１２．９―１２．２―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．０―３４．９―４８．５―１：０１．６―１：１４．１―１：２７．０―１：３９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

メイショウエンジン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Zilzal デビュー ２００７．３．４ 阪神４着

２００４．５．３１生 牡７栗 母 シルヴァーキャップ 母母 Over Your Shoulder ２４戦５勝 賞金 ７３，８８４，０００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） ３頭 トウショウゲーム号・プリンセスペスカ号・ラターシュ号

２１０４８ ７月２４日 晴 良 （２３新潟３）第４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

６１１ トップモデル 牝３鹿 ５２ 村田 一誠間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B４３０＋ ４ ５４．８ ９．６�

４８ ヤサカシャイニー 牝３栗 ５２ 福永 祐一志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４４６－ ２ ５５．０１� ３．０�
８１５ 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＋ ８ ５５．３１� ６．４�
５９ 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－ ２ ５５．４� ４．７�
４７ 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＋ ２ 〃 クビ ２７．２�
７１３ スマイルダンサー 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４７８＋ ８ ５５．６１� ２８．６�
３５ � アラマサマンボウ 牝４栗 ５５ 大庭 和弥�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７６＋ ２ ５５．７� １０９．１	
７１４ アナタノネガイ 牝４栗 ５５ 西田雄一郎村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 ４６８－ ６ 〃 クビ ５．４

８１６ トロピカルマドンナ 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４９２＋ ２ 〃 ハナ ２２．１�
２４ � クリノテンペスタ 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４５８± ０ ５５．８� ２５．７�
５１０ ブルーエンジェル 牝４鹿 ５５ 江田 照男三ツ矢組合 矢野 英一 新冠 浜口牧場 ４５０－ ２ ５６．２２� １６５．２
３６ プリンシプルレディ 牝４鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次�大北牧場 伊藤 圭三 浦河 大北牧場 B４５０－ ６ ５６．６２� １６．８�
１２ � エイティスパシーバ 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太中山 速水氏 浅野洋一郎 新冠 中本牧場 ４４０＋１０ ５６．８１� ９５．７�
６１２� グレイシャスドータ 牝５青鹿５５ 武士沢友治安達 允彦氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ４４８＋１２ ５７．０１� ２６３．１�
１１ メイケイファルコン 牡５鹿 ５７

５６ ☆高倉 稜名古屋競馬� 田中 章博 門別 下河辺牧場 ４４６＋ ６ ５７．４２� １５７．２�
２３ デュークビスティー 牡４芦 ５７ 石橋 脩備前島敏子氏 松山 将樹 新ひだか 畠山牧場 ４５６＋ ４ ５７．６１� １１０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ５４，０４８，０００円 複勝： ６３，１６４，０００円 枠連： ４１，５５８，５００円

馬連： １５２，３８９，６００円 馬単： ９３，３２０，５００円 ワイド： ５５，４９９，０００円

３連複： １９２，３７５，６００円 ３連単： ３９４，４６５，０００円 計： １，０４６，８２０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９６０円 複 勝 � ２８０円 � １６０円 � ２００円 枠 連（４－６） １，６５０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ４，１７０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� １，３３０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ４，１５０円 ３ 連 単 ��� ２７，２９０円

票 数

単勝票数 計 ５４０４８０ 的中 � ４４４９３（５番人気）
複勝票数 計 ６３１６４０ 的中 � ５１５６２（５番人気）� １２６３３３（１番人気）� ８５０７８（４番人気）
枠連票数 計 ４１５５８５ 的中 （４－６） １８６１０（７番人気）
馬連票数 計１５２３８９６ 的中 �� ６３４６３（７番人気）
馬単票数 計 ９３３２０５ 的中 �� １６５４６（１５番人気）
ワイド票数 計 ５５４９９０ 的中 �� ２０９０２（７番人気）�� ９６３８（１５番人気）�� ３２４１７（３番人気）
３連複票数 計１９２３７５６ 的中 ��� ３４２４４（９番人気）
３連単票数 計３９４４６５０ 的中 ��� １０６６８（６６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１０．８―１０．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．１―３２．９―４３．４

上り４F４２．９－３F３２．７
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３鹿 母 タフネススター 母母 ユキノサクラ ７戦２勝 賞金 １４，４００，０００円

５レース目



（２３新潟３）第４日 ７月２４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 １７５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

１９５，８２０，０００円
６，３９０，０００円
９，２３０，０００円
１，４４０，０００円
１８，５６０，０００円
５９，９１２，５００円
５，２２４，８００円
１，７３２，５００円

勝馬投票券売得金
３６３，８１５，６００円
７２０，７２２，０００円
２６１，４００，０００円
１，０６６，６３０，７００円
７２４，３０５，８００円
３７９，６１１，１００円
１，２５０，８３８，９００円
２，６１９，０９５，０００円
１，２４９，０７６，３００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 ８，６３５，４９５，４００円

総入場人員 １１，９５６名 （有料入場人員 １０，４０６名）


