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２１０７３ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）第７日 第１競走 ��１，０００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （芝・直線）

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

５５．４
５５．４

良

良

５５ リ ョ ウ ラ ン 牡２栗 ５４ 村田 一誠�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４５４＋ ４ ５６．７ ３．６�

６８ ギフテッドスマイル 牡２青鹿５４ 西田雄一郎瀧本 和義氏 田中 剛 青森 マルシチ牧場 ４４８－ ２ ５６．９１� ２４．０�
１１ ワンパクテンシ 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３２－ ４ 〃 ハナ ２．２�
８１２ フォーマリスト 牡２青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �スピードファーム 和田 正道 むかわ 渡辺 隆 ４５４－ ２ ５７．１１ ９．８�
２２ プーラヴィーダ 牡２栗 ５４ 北村 宏司伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４５０± ０ ５７．２� ５．０�
８１１ ジャパンファイト 牡２栗 ５４ 中舘 英二 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤井 益美 ４０６± ０ ５７．３� １５．０	
４４ 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 ４４８－ ２ 〃 クビ ４２．８

７１０ トワイライトダンス 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ３９６－ ６ ５７．４� ７９．０�
７９ ブルジュハリファ 牝２鹿 ５４ 伊藤 直人�和田牧場 和田 正道 新ひだか 藤原牧場 ４２８－ ８ ５７．６１� １１６．６�
５６ ベルモントブレイク 牡２鹿 ５４ 石神 深一 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ５００－ ８ ５７．７クビ ２１９．１
３３ ストレートアウェイ 牡２鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士島田 久氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４７２± ０ ５７．８� ４８．６�
６７ エクセレントアイ 牡２鹿 ５４

５１ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４１２－ ４ ５８．１２ ３９．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，５９１，６００円 複勝： ３１，０６５，１００円 枠連： １１，２２１，６００円

馬連： ３３，８７４，４００円 馬単： ２７，４７０，５００円 ワイド： １４，７４６，４００円

３連複： ４５，１４８，５００円 ３連単： ８７，０２６，８００円 計： ２６３，１４４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １３０円 � ４１０円 � １１０円 枠 連（５－６） ２，５６０円

馬 連 �� ４，７２０円 馬 単 �� ６，８２０円

ワ イ ド �� １，１５０円 �� １８０円 �� ９１０円

３ 連 複 ��� ２，８９０円 ３ 連 単 ��� ２５，４００円

票 数

単勝票数 計 １２５９１６ 的中 � ２８３４０（２番人気）
複勝票数 計 ３１０６５１ 的中 � ５８９２０（２番人気）� ８６９９（６番人気）� １４６７２０（１番人気）
枠連票数 計 １１２２１６ 的中 （５－６） ３２４４（９番人気）
馬連票数 計 ３３８７４４ 的中 �� ５３０６（１６番人気）
馬単票数 計 ２７４７０５ 的中 �� ２９７４（２２番人気）
ワイド票数 計 １４７４６４ 的中 �� ２６３３（１４番人気）�� ２６７９３（１番人気）�� ３４０２（１０番人気）
３連複票数 計 ４５１４８５ 的中 ��� １１５６０（９番人気）
３連単票数 計 ８７０２６８ 的中 ��� ２５２９（７０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１０．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．７―３３．７―４４．６

上り４F４４．６－３F３４．０
勝馬の
紹 介

リ ョ ウ ラ ン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１１．７．１０ 中山４着

２００９．５．１７生 牡２栗 母 ジャルダンデフルー 母母 リヴァーガール ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円

２１０７４ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）第７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）

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

８１５ アップターン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４８４－ ６１：１２．４ ３．８�

６１１ レッツゴーマークン 牡３栗 ５６ 江田 照男魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４３４± ０ 〃 ハナ ８．３�
６１０ ゴールドスマイル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４５８＋ ２１：１２．６１ ７．２�
５８ エムオーファミリー 牝３栗 ５４ 中舘 英二大浅 貢氏 古賀 慎明 新ひだか 石川 新一 ４６４＋ ８ 〃 クビ ６３．４�
２３ ヘラルドリー 牡３栗 ５６ 蛯名 正義吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５２－ ６１：１２．７� １．６�
２２ モーリマティーニ 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 ４７４± ０１：１３．０１� ３０．０�
３４ クリノハルチャンス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 日高大洋牧場 ４０４－ ２１：１３．７４ ６９４．５�
３５ パスザトーチ 牝３栗 ５４ 小林 淳一藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 ４９６－１０１：１３．８クビ １２９．２	
７１２ ラブインザレイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優安達 允彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４８２－１０ 〃 クビ ５０４．９

７１３ アンジェリカシチー 牝３栗 ５４ 伊藤 工真 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 千代田牧場 B４３４＋ ４１：１４．４３� ４４０．３�
８１４ シースプレイ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ４３８－１６１：１４．５� ８９．７
４６ キャリーオン 牝３栗 ５４ 五十嵐雄祐�広富牧場 藤原 辰雄 様似 様似堀牧場 ４５６ ―１：１４．６� ２４２．９�
５９ コウヨウワールド 牡３芦 ５６

５３ ▲高嶋 活士寺内 正光氏 的場 均 浦河 谷川牧場 ４４２－ ８１：１５．１３ ７７８．５�
４７ カ シ ノ ラ ム 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 坂東島 繁藤 ４５２± ０１：１５．３１� ４５５．２�
１１ タイキアンジェリカ 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ ４６４± ０ 〃 ハナ ４４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，７７０，７００円 複勝： ７１，２４１，４００円 枠連： １６，０２６，０００円

馬連： ３９，４２５，８００円 馬単： ３５，７３２，３００円 ワイド： １７，６４９，３００円

３連複： ５４，３８７，５００円 ３連単： １１５，４７５，９００円 計： ３６８，７０８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � ２００円 � ３６０円 � ４２０円 枠 連（６－８） ５４０円

馬 連 �� １，２００円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ３４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，９７０円 ３ 連 単 ��� ８，６１０円

票 数

単勝票数 計 １８７７０７ 的中 � ３９５３４（２番人気）
複勝票数 計 ７１２４１４ 的中 � １１５７０９（２番人気）� ４７９６６（３番人気）� ４０２２４（４番人気）
枠連票数 計 １６０２６０ 的中 （６－８） ２２１０１（３番人気）
馬連票数 計 ３９４２５８ 的中 �� ２４３７１（４番人気）
馬単票数 計 ３５７３２３ 的中 �� １４２５７（６番人気）
ワイド票数 計 １７６４９３ 的中 �� １５２２３（４番人気）�� １３３１３（５番人気）�� ８９３１（６番人気）
３連複票数 計 ５４３８７５ 的中 ��� ２０４７３（５番人気）
３連単票数 計１１５４７５９ 的中 ��� ９９０５（２５番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．８―１２．４―１２．１―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．９―４７．３―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アップターン �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ト ロ メ オ デビュー ２０１０．８．２２ 札幌８着

２００８．３．２９生 牡３栗 母 ダービーラブリネス 母母 スパニッシュサーチ １１戦１勝 賞金 １４，４５０，０００円
〔騎手変更〕 エムオーファミリー号の騎手田中勝春は，負傷のため中舘英二に変更。
〔発走状況〕 タイキアンジェリカ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タイキアンジェリカ号は，平成２３年８月７日から平成２３年８月２８日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 テイエムサウスダン号

第３回　新潟競馬　第７日



２１０７５ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）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 ４，８００，０００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

１１ ウインディーヒル 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ５１４－ ２１：５４．９ １．９�

４６ ツクバオトメ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：５５．０� ４．６�
５９ トーセンビート 牝３鹿 ５４ 武士沢友治島川 �哉氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４７８＋ ８１：５５．１クビ ７１．５�
６１１ ゴールドキリー 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 日高 豊郷牧場 ４１４＋ ４ 〃 ハナ １３２．５�
７１２ エメラルドインディ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信�大樹ファーム 久保田貴士 浦河 杵臼牧場 ４４４＋ ２１：５５．５２� ４．７	
８１４ コスモシャオロン 牝３鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４６０± ０１：５５．９２� １０．７

７１３ フィッシュザビート 牝３黒鹿５４ 江田 照男魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 福田牧場 ４２６－ ４１：５６．５３� １０６．９�
３５ キャンドルロード 牝３栗 ５４ 吉田 豊島田 久氏 柴崎 勇 新ひだか 沖田 忠幸 ４８０＋１６１：５７．２４ ７１．１�
３４ キョウエイヒドラ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４７８－ ４１：５７．３クビ ２２１．９
６１０ インヴァネス 牝３芦 ５４ 赤木高太郎�飛渡牧場 中川 公成 新冠 飛渡牧場 B４３２＋ ４１：５７．６２ １２１．４�
４７ ベネチアブルー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ２１：５７．８１� １４．５�
８１５ スズカクエーサー 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 ４１０＋１６１：５８．４３� ２６８．３�
２３ オンワードヘラ 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人�オンワード牧場 古賀 慎明 新冠 高橋 忍 ３９２－２６１：５９．０３� １４０．９�
５８ ホワイトスターズ 牝３芦 ５４ 中舘 英二エデンアソシエーション 牧 光二 新ひだか 田中 裕之 ４４６－ ４１：５９．１� ２２．２�
２２ オンワードフリッグ 牝３栗 ５４ 小林 淳一�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４３２－１４２：０３．０大差 ３２８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，４２６，５００円 複勝： ４０，２９０，１００円 枠連： １３，８９０，１００円

馬連： ４３，４４６，０００円 馬単： ３０，４９０，７００円 ワイド： １８，９１７，８００円

３連複： ５３，９１０，４００円 ３連単： ９８，５６５，１００円 計： ３１６，９３６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � ７２０円 枠 連（１－４） ２５０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １，１２０円 �� ２，６６０円

３ 連 複 ��� ４，６１０円 ３ 連 単 ��� １１，７９０円

票 数

単勝票数 計 １７４２６５ 的中 � ７６１１９（１番人気）
複勝票数 計 ４０２９０１ 的中 � １８７２４３（１番人気）� ５２９２８（３番人気）� ６９７７（７番人気）
枠連票数 計 １３８９０１ 的中 （１－４） ４１８０５（１番人気）
馬連票数 計 ４３４４６０ 的中 �� ８８８３８（１番人気）
馬単票数 計 ３０４９０７ 的中 �� ３２９４１（１番人気）
ワイド票数 計 １８９１７８ 的中 �� ２４２３０（２番人気）�� ３７８４（１１番人気）�� １５２０（２５番人気）
３連複票数 計 ５３９１０４ 的中 ��� ８６４５（１２番人気）
３連単票数 計 ９８５６５１ 的中 ��� ６１７１（３２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．８―１３．６―１３．０―１２．６―１３．０―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．７―５０．３―１：０３．３―１：１５．９―１：２８．９―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．０
１
３
１３（７，９，１５）１，１４－（４，８）５，１２，１１，６（２，１０）－３・（１３，９）（１５，１）（７，４）１４（１１，１２）－（５，６）＝（８，１０）－２＝３

２
４

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

ウインディーヒル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．１２．２６ 阪神２着

２００８．４．１８生 牝３黒鹿 母 ブリュメール 母母 ストーミーラン ５戦１勝 賞金 １０，８００，０００円
〔騎手変更〕 トーセンビート号の騎手田中勝春は，負傷のため武士沢友治に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンワードフリッグ号は，平成２３年１０月６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。
（非当選馬） ２頭 アトムウィナー号・サマーサルサ号

２１０７６ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：０１．４良

８１４ メジロジェラルド 牡４黒鹿６０ 江田 勇亮岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５０８± ０３：０５．０ ４．６�

３４ ドラゴンハンター 牡４青鹿６０ 石神 深一櫻井 正氏 岩戸 孝樹 日高 中川牧場 B４８６± ０３：０５．３１� １０．５�
３３ ディアマイホース 牡５黒鹿６０ 山本 康志吉橋 計氏 菊沢 隆徳 えりも 寺井 文秀 ４８０－２０３：０５．５１� １４．８�
１１ オンワードシェルタ 牡５鹿 ６０ 穂苅 寿彦�オンワード牧場 杉浦 宏昭 浦河 オンワード牧場 ４８８－ ４３：０５．８２ １２．１�
５８ ソークアップザサン 牡５栗 ６０ 草野 太郎 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４４２－ ４ 〃 ハナ ５２．４�
８１３ ダンスフォーウィン �８青鹿６０ 横山 義行杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４８８－ ２３：０５．９� ６．８	
４６ クリスタルウイング 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４９０－ ２３：０６．４３ ２．６

６１０� ボンジュールヒカリ 牡４栗 ６０ 高野 和馬田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ４９６＋ ２３：０６．５� １０６．１�
７１２ フローライゼ 牡４栗 ６０ 平沢 健治飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４９０－１２３：０６．６� ６５．２�
７１１ サンデーチョウサン 牡４栗 ６０ 浜野谷憲尚長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ５０４－ ２３：０７．４５ ５．６
６９ � ハ ツ ノ ボ リ 牝５栗 ５８ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４４４± ０３：０７．６１� ５１．９�
５７ エアキリヤン �６鹿 ６０ 柴田 大知 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４４４± ０３：０７．９２ １２４．７�
２２ グ ラ ド ゥ ス 牡４鹿 ６０ 水出 大介伊達 敏明氏 高柳 瑞樹 日高 サンシャイン

牧場 ４４０＋２０３：１０．０大差 １１８．２�
４５ � ボストンレッド 牡５鹿 ６０ 千葉 直人小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５２６－ ２３：１３．３大差 ３１３．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４３７，７００円 複勝： ２３，９２５，５００円 枠連： １３，１０６，６００円

馬連： ３４，１４８，６００円 馬単： ２６，９６８，８００円 ワイド： １５，１１５，４００円

３連複： ４７，４７８，８００円 ３連単： ７９，６７９，９００円 計： ２５４，８６１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � ２２０円 � ２７０円 � ５２０円 枠 連（３－８） ９４０円

馬 連 �� ２，０１０円 馬 単 �� ４，０７０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� １，１００円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ８，２７０円 ３ 連 単 ��� ３４，５３０円

票 数

単勝票数 計 １４４３７７ 的中 � ２４８１８（２番人気）
複勝票数 計 ２３９２５５ 的中 � ３２０５１（３番人気）� ２４４０４（４番人気）� １０６１８（７番人気）
枠連票数 計 １３１０６６ 的中 （３－８） １０３３１（５番人気）
馬連票数 計 ３４１４８６ 的中 �� １２５７８（８番人気）
馬単票数 計 ２６９６８８ 的中 �� ４８９３（１５番人気）
ワイド票数 計 １５１１５４ 的中 �� ５４１１（８番人気）�� ３３４４（１５番人気）�� ３１７９（１６番人気）
３連複票数 計 ４７４７８８ 的中 ��� ４２３９（２４番人気）
３連単票数 計 ７９６７９９ 的中 ��� １７０３（１１２番人気）

上り １マイル １：４４．０ ４F ５１．０－３F ３８．５
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メジロジェラルド �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００９．７．１８ 新潟２着

２００７．３．１８生 牡４黒鹿 母 メジロビクトリア 母母 メジロディッシュ 障害：５戦１勝 賞金 １１，３００，０００円



２１０７７ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）第７日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０７．８

良

良

２４ フィロパトール 牝２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 ４５４ ―１：１０．３ １．８�

７１４ エンドスケープ 牝２鹿 ５４ 赤木高太郎�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４４ ―１：１０．７２� ６．０�
６１２ コスモアステリクス 牝２黒鹿５４ 柴田 大知 �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 ４１６ ―１：１１．２３ １４．８�
６１１ ナンヨーマケナイワ 牝２栗 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 菊沢 隆徳 新冠 山岡ファーム ４３４ ―１：１１．５２ １７．０�
３６ ダイメイヘイロー 牝２鹿 ５４ 武士沢友治宮本 孝一氏 中島 敏文 新ひだか 中田 浩美 ４１８ ―１：１１．７１� １２７．０�
５１０ トニーズホーク 牡２鹿 ５４ 吉田 豊岡田 牧雄氏 高木 登 浦河 久保 昇 ４２８ ― 〃 クビ ７．４	
３５ マジックポスト 牡２青鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新ひだか 福岡 清 ４２８ ―１：１１．９１� １０２．３

７１３ ウ ミ ホ タ ル 牝２芦 ５４ 伊藤 直人�和田牧場 和田 正道 新ひだか 漆原 一也 ４２８ ―１：１２．１１� １２７．０�
１２ ダイメイホワイト 牝２芦 ５４ 嘉藤 貴行宮本 孝一氏 高橋 義博 新冠 大栄牧場 B４２０ ―１：１２．２クビ ２１１．９�
２３ フクノハナヒメ 牝２鹿 ５４

５１ ▲横山 和生福島 実氏 栗田 徹 新ひだか 佐藤 陽一 ４０２ ―１：１２．３� １３８．５�
４８ カリスマアキラ 牡２栗 ５４ 石橋 脩ディアレスト 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４５６ ― 〃 アタマ ２４．６
１１ トーセンピアス 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人島川 �哉氏 松永 康利 千歳 社台ファーム ４０４ ― 〃 ハナ １７．９�
８１５ ナムラセレナーデ 牝２青鹿５４ 中舘 英二奈村 信重氏 池上 昌弘 浦河 杵臼牧場 ４３２ ―１：１２．７２� １８．２�
８１７ マイネルセグメント 牡２栗 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４３８ ―１：１２．８クビ ２２．４�
４７ マイネルドラガン 牡２栗 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４２０ ―１：１３．４３� ３０．６�
８１６ ケイジーハンター 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲平野 優鹿倉 勝	氏 田中 剛 青森 野々宮牧場 ４０６ ―１：１３．６１� ２２２．２�
５９ フラッパーロード 牝２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太魚住 啓市氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム ４１０ ―１：１４．１３ １３８．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，２６９，９００円 複勝： ２６，８２９，９００円 枠連： １５，１６６，３００円

馬連： ４１，５１４，６００円 馬単： ３１，４３４，６００円 ワイド： １７，３１７，８００円

３連複： ５０，３３９，７００円 ３連単： ８１，１５３，９００円 計： ２８４，０２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（２－７） ５８０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ４１０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，４６０円 ３ 連 単 ��� ３，７１０円

票 数

単勝票数 計 ２０２６９９ 的中 � ８９３４２（１番人気）
複勝票数 計 ２６８２９９ 的中 � ８６７３９（１番人気）� ３７４８４（２番人気）� １８２３４（４番人気）
枠連票数 計 １５１６６３ 的中 （２－７） １９４５２（２番人気）
馬連票数 計 ４１５１４６ 的中 �� ５５９６６（１番人気）
馬単票数 計 ３１４３４６ 的中 �� ３０８４７（１番人気）
ワイド票数 計 １７３１７８ 的中 �� １９５０５（１番人気）�� １０４０５（２番人気）�� ５２２２（９番人気）
３連複票数 計 ５０３３９７ 的中 ��� ２５５０８（２番人気）
３連単票数 計 ８１１５３９ 的中 ��� １６１６４（１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．７―１１．９―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．５―４６．４―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フィロパトール �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Wild Again 初出走

２００９．４．５生 牝２鹿 母 ワイルドリリー 母母 Crillon １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ナンヨーマケナイワ号の騎手田中勝春は，負傷のため柴田善臣に変更。
〔制裁〕 マジックポスト号の騎手木幡初広は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（１番への進路

影響）
※出走取消馬 クライフォザムーン号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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 ラシーク号・リコンストラクト号

２１０７８ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）第７日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・左・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

５９ マヤリッシュ 牝３黒鹿５４ 江田 照男�まの 中島 敏文 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４１０－ ６１：４８．６ １５．８�

５１０ ブレインウェーブ 牝３青 ５４ 石橋 脩臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：４８．７� ３．８�
７１３ インディーグラブ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４４４ ―１：４８．８� ２．２�
８１６ マイネルトゥモロー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新ひだか 千代田牧場 ４５６± ０１：４８．９� １０．７�
３６ グラマラスラン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次齊藤四方司氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム ４９８± ０１：４９．１１� ３３．７�
７１４ コスモソルフェリノ 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �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 ４３４－ ６１：４９．３１ ７．６	
３５ エーブマンテン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 日高 シンコーファーム ４３２－ ６１：４９．５１� ３２２．８

７１５ マドンナスマイル 牝３鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士吉田 千津氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４３２－１６１：４９．６� ３２０．４�
２３ フジゴンファノン 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣荒木 誠氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 ４４６± ０ 〃 アタマ ３０．７�
８１７ オービーレディー 牝３芦 ５４

５１ ▲杉原 誠人�富士開発 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４４６± ０ 〃 クビ １２３．０
４７ ファストカラー 牝３栗 ５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４ 〃 ハナ １２．８�
１２ エースチョウサン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４２０± ０１：４９．８１� １８．８�
１１ ア マ レ ッ ト 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４５２－１０ 〃 ハナ ５２．８�
２４ ドラゴンパール 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優窪田 康志氏 牧 光二 浦河 バンダム牧場 ４４０＋１０１：５０．２２� ２４０．５�
６１１ チ ネ チ ッ タ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊村野 康司氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４０６－１６１：５０．４１� １１５．３�
８１８ セッカチクイーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太松田 整二氏 田島 俊明 新ひだか グランド牧場 ４２６－ ４１：５１．３５ ４７９．６�
６１２ ラシアンタンカード 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社
大原ファーム ４２６－１８１：５１．８３ ４４４．１�

４８ ダイブトゥーブルー 牡３黒鹿５６ 伊藤 直人�ターフ・スポート天間 昭一 浦河 市川フアーム ４８０± ０１：５２．７５ ４１８．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，３０１，０００円 複勝： ２９，６７５，１００円 枠連： １５，７７３，９００円

馬連： ４８，９１７，０００円 馬単： ３３，７０２，９００円 ワイド： ２１，０９９，１００円

３連複： ５５，４５１，８００円 ３連単： １００，２２０，４００円 計： ３２６，１４１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５８０円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � １４０円 枠 連（５－５） ２，１２０円

馬 連 �� １，９７０円 馬 単 �� ５，６１０円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ９２０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ２，３４０円 ３ 連 単 ��� ２５，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２１３０１０ 的中 � １０６３４（６番人気）
複勝票数 計 ２９６７５１ 的中 � ２１９０４（６番人気）� ６６１３９（２番人気）� ６９５２６（１番人気）
枠連票数 計 １５７７３９ 的中 （５－５） ５５０６（９番人気）
馬連票数 計 ４８９１７０ 的中 �� １８３３２（８番人気）
馬単票数 計 ３３７０２９ 的中 �� ４４４１（２１番人気）
ワイド票数 計 ２１０９９１ 的中 �� ７７５９（８番人気）�� ５１２９（１２番人気）�� ２２２６８（１番人気）
３連複票数 計 ５５４５１８ 的中 ��� １７５５９（４番人気）
３連単票数 計１００２２０４ 的中 ��� ２８８６（７２番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．３―１２．０―１３．２―１３．０―１２．６―１１．７―１０．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．４―３５．４―４８．６―１：０１．６―１：１４．２―１：２５．９―１：３６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．４
３ １８，１７（６，１６）９，１４（５，１５）（３，１２，１３）（２，４，１１）７（１，１０）８ ４ １８，１７（６，１６）９，１４（５，１５）（３，１３）１２（４，１１）２（１，７）１０－８

勝馬の
紹 介

マヤリッシュ �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 ヤシマソブリン デビュー ２０１１．４．１０ 小倉７着

２００８．３．２８生 牝３黒鹿 母 ブ ッ チ 母母 シンディーメモリー ５戦１勝 賞金 ５，７８０，０００円
〔騎手変更〕 フジゴンファノン号の騎手田中勝春は，負傷のため柴田善臣に変更。
〔発走状況〕 ブレインウェーブ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

セッカチクイーン号は，右前肢落鉄。発走時刻３分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダイブトゥーブルー号は，平成２３年１０月６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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アトミックデザイン号・ダイワコルツ号・マグピーソング号・ラブガール号



２１０７９ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）第７日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

５９ トウカイレジーナ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海内村 正則氏 安田 隆行 新冠 長浜牧場 ４４６－ ８１：１１．４ ３．３�

６１０ エリモエポナ 牝４黒鹿５５ 福永 祐一山本 敏晴氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント ５００＋ ６１：１１．９３ ２．９�
１１ ラガーリンリン 牝４芦 ５５ 田辺 裕信奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４７８＋ ２１：１２．０� ４．３�
６１１ ロックドクトリン 牝３黒鹿５２ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４５８＋ ２１：１２．２１� ２９．６�
４７ ツインテール 牝３栗 ５２ 北村 宏司山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５６＋１０１：１２．３� ３４．１�
８１５ ミニーバローズ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠猪熊 広次氏 武田 博 浦河 平成ファーム ４６６＋ ８１：１２．４クビ １６．６�
４６ ラブミーダン 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 B４５４－１２１：１２．６１� ８．４�
２２ オンワードセジール 牝５栗 ５５ 加藤士津八	オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４６２－ ２１：１２．７クビ ４９．７

３５ � スメルスイート 牝３黒鹿５２ 吉田 豊中村 和夫氏 栗田 徹 新ひだか 沖田 博志 B５０４－ ６１：１２．８� １０８．７�
８１４ ベルモントエルメス 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５２０＋ ６１：１２．９クビ １５．１
５８ � ダノンボンジュール 牝４鹿 ５５ 中舘 英二	ダノックス 菊沢 隆徳 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０－ １１：１３．０� ２９４．５�
７１３� シルキーカレント 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥有限会社シルク池上 昌弘 新ひだか 見上牧場 ４４６＋ ６１：１３．１クビ ２５４．９�
７１２ カナエチャン 牝３青鹿 ５２

４９ ▲平野 優長井 純一氏 松山 康久 浦河 上山牧場 B４３８＋１２１：１３．４２ ８７．４�
３４ フ レ イ ヤ 牝５鹿 ５５ 小島 太一岡田 牧雄氏 小島 太 静内 岡田スタツド ５３６＋２０１：１３．６１ ９０．９�
２３ ラッシュウインド 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲杉原 誠人 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 槇本牧場 ４４６＋ ２１：１４．１３ ３０４．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，７４５，５００円 複勝： ４４，０７９，４００円 枠連： １６，９５７，５００円

馬連： ６４，８２８，７００円 馬単： ３６，４７３，６００円 ワイド： ２５，８４２，４００円

３連複： ７２，４６８，３００円 ３連単： １２６，１１１，３００円 計： ４１２，５０６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（５－６） ３９０円

馬 連 �� ４００円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ２，８６０円

票 数

単勝票数 計 ２５７４５５ 的中 � ６２４０９（２番人気）
複勝票数 計 ４４０７９４ 的中 � ８６０９６（２番人気）� １３８６４８（１番人気）� ６３７７３（３番人気）
枠連票数 計 １６９５７５ 的中 （５－６） ３２５７５（１番人気）
馬連票数 計 ６４８２８７ 的中 �� １２１８１９（１番人気）
馬単票数 計 ３６４７３６ 的中 �� ２９１７９（２番人気）
ワイド票数 計 ２５８４２４ 的中 �� ３７３９３（１番人気）�� ２２６２２（３番人気）�� ２４３０４（２番人気）
３連複票数 計 ７２４６８３ 的中 ��� ９１７８４（１番人気）
３連単票数 計１２６１１１３ 的中 ��� ３２５６０（２番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．７―１１．６―１２．４―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．４―３４．０―４６．４―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．４
３ ・（１，８）１０（４，５，９）（７，１４）３，１５（２，６）－（１１，１２）１３ ４ ・（１，８）１０（４，５，９）（７，１４）－１５（３，６）２（１１，１２）１３

勝馬の
紹 介

トウカイレジーナ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．１６ 京都５着

２００７．２．２６生 牝４鹿 母 トウカイティアラ 母母 トウカイナチユラル １２戦３勝 賞金 ３１，４００，０００円
〔騎手変更〕 ダノンボンジュール号の騎手田中勝春は，負傷のため中舘英二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 タイホウパーリオ号

２１０８０ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）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 （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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

７１３ アッパーイースト 牡３黒鹿５４ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２－ ４１：４７．２ ２．２�

４８ マルタカシクレノン 牡３青鹿５４ 石橋 脩國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４８４＋ ２１：４７．３� ９．６�
６１１ 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 ４８２－ ４１：４７．４クビ １９．５�
６１２ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５４ 北村 宏司 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか シンボリ牧場 ４９６＋ ６１：４７．８２� １４．６�
３５ サクラトップクイン 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥櫻井 秀樹氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３６± ０１：４７．９クビ ７．６�
４７ � ジュンノアスカ 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥國分 純氏 高橋 義博 日高 ファニーフレンズファーム ４７２＋ ２１：４８．０� ２５０．７	
５９ ショウナンアルディ 牡５栗 ５７ 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４６０－ ２１：４８．１� １３．３

５１０ ゼロチョウサン 牡４鹿 ５７ 松岡 正海長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ４．０�
７１４� 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 ４５６－ ２１：４８．７３� ２６７．０�
１１ トーセンドンファン 牡４黒鹿５７ 吉田 豊島川 哉氏 清水 利章 浦河 バンブー牧場 ４７８± ０ 〃 アタマ ５５．４�
８１６ ケイジーシオン 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲平野 優鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４８４＋ ８ 〃 ハナ ６９．３�
８１５ ア ベ マ リ ア 牝３鹿 ５２

４９ ▲小野寺祐太畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ ３３１．０�
１２ オンザスローン 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎加藤 徹氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４３０－ ６ 〃 クビ ７８．１�
２４ � アドマイヤキャロル 牝４黒鹿５５ 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４７４－ ４１：４８．８クビ ２３．８�
２３ シルクペガサス 牡６栗 ５７ 柴田 善臣有限会社シルク大江原 哲 新冠 八木 常郎 ４５２－ ２１：４９．０１	 １１５．１�
３６ バックハウス 牡５栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ６０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２４，９０１，６００円 複勝： ３８，２５４，２００円 枠連： ２０，７０７，４００円

馬連： ６９，４２３，８００円 馬単： ４５，９５４，１００円 ワイド： ２８，７０３，９００円

３連複： ７５，５９９，８００円 ３連単： １３８，７７２，６００円 計： ４４２，３１７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １５０円 � ３４０円 � ３８０円 枠 連（４－７） １，２３０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ８９０円 �� ２，２２０円

３ 連 複 ��� ５，２８０円 ３ 連 単 ��� １７，９００円

票 数

単勝票数 計 ２４９０１６ 的中 � ９０２１１（１番人気）
複勝票数 計 ３８２５４２ 的中 � ９２８５０（２番人気）� ２５０６５（６番人気）� ２２０８８（８番人気）
枠連票数 計 ２０７０７４ 的中 （４－７） １２４４２（６番人気）
馬連票数 計 ６９４２３８ 的中 �� ４５３６６（３番人気）
馬単票数 計 ４５９５４１ 的中 �� ２０７８４（４番人気）
ワイド票数 計 ２８７０３９ 的中 �� １４９１６（３番人気）�� ７９４０（１１番人気）�� ２９９５（２６番人気）
３連複票数 計 ７５５９９８ 的中 ��� １０５８６（１５番人気）
３連単票数 計１３８７７２６ 的中 ��� ５７２３（４２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．８―１２．４―１２．６―１２．２―１１．６―１０．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．６―４８．０―１：００．６―１：１２．８―１：２４．４―１：３５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アッパーイースト �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Groom Dancer デビュー ２０１０．９．２６ 中山１着

２００８．２．４生 牡３黒鹿 母 ココパシオン 母母 Gaiete de Coeur ５戦２勝 賞金 １９，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔騎手変更〕 エーブポセイドーン号の騎手田中勝春は，負傷のため北村宏司に変更。



２１０８１ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）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８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２１０，０００円 ６０，０００円 ３０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

６６ エイシンキンチェム 牝２鹿 ５４ 福永 祐一平井 豊光氏 高野 友和 浦河 梅田牧場 ４５８－ ２１：２１．８ １．６�

８８ レオアクティブ 牡２栗 ５４ 松岡 正海田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４４８－１０ 〃 クビ １３．５�
７７ ルリシュブール 牡２鹿 ５４ 吉田 豊加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 前川牧場 ４６０＋ ４１：２２．２２� １５．１�
３３ プレノタート 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４４６－ ２ 〃 クビ ７．４�
５５ ダンスインザマミー 牝２黒鹿５４ 北村 宏司落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４１８＋ ６１：２２．３クビ １６．５�
２２ ブランダムール 牝２栗 ５４ 田辺 裕信�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４２８－ ２ 〃 アタマ ５．８�
１１ コスモパルダ 牡２青鹿５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム ４６８＋ ２１：２２．８３ ３７．３	
４４ シゲルスダチ 牡２芦 ５４ 石橋 脩森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４０２± ０１：２２．９� １７．２

８９ エーペックス 牡２青鹿５４ 中舘 英二魚住 啓市氏 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４７６± ０１：２３．６４ ３６．２�

（９頭）

売 得 金

単勝： ４５，１３２，８００円 複勝： ６９，４８２，８００円 枠連： １４，８７６，１００円

馬連： ８１，２７６，０００円 馬単： ６７，３９８，７００円 ワイド： ３０，０２４，２００円

３連複： ８５，８９９，４００円 ３連単： ２２６，８１２，０００円 計： ６２０，９０２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � ２８０円 枠 連（６－８） ７３０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，３００円

ワ イ ド �� ４２０円 �� ４８０円 �� １，４００円

３ 連 複 ��� ３，３６０円 ３ 連 単 ��� １０，８８０円

票 数

単勝票数 計 ４５１３２８ 的中 � ２２８４７２（１番人気）
複勝票数 計 ６９４８２８ 的中 � ３４８２３３（１番人気）� ４０６３８（４番人気）� ３８９８２（５番人気）
枠連票数 計 １４８７６１ 的中 （６－８） １５１８９（３番人気）
馬連票数 計 ８１２７６０ 的中 �� ５７９７５（３番人気）
馬単票数 計 ６７３９８７ 的中 �� ３８４７９（４番人気）
ワイド票数 計 ３００２４２ 的中 �� １８９８４（３番人気）�� １５９２７（６番人気）�� ４８５８（１８番人気）
３連複票数 計 ８５８９９４ 的中 ��� １８８９７（１１番人気）
３連単票数 計２２６８１２０ 的中 ��� １５３９４（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．０―３４．４―４６．８―５８．６―１：１０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３５．０
３ １（４，２）－（３，７）（５，６）８，９ ４ ・（１，４，２）－（３，７）６（５，８）－９
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

エイシンキンチェム �

父 フ ジ キ セ キ �


母父 Mr. Greeley デビュー ２０１１．７．９ 京都１着

２００９．２．１６生 牝２鹿 母 アルカイックレディ 母母 No More Ironing ２戦２勝 賞金 ２３，２１０，０００円
〔騎手変更〕 ダンスインザマミー号の騎手田中勝春は，負傷のため北村宏司に変更。

２１０８２ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�

し な の が わ

信 濃 川 特 別
発走１５時１０分 （芝・左・外）

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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

７１３ プティプランセス 牝５鹿 ５５ 武士沢友治中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４５４＋ ６１：５８．７ １８．７�

８１５ マ ナ ク ー ラ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４ 〃 ハナ ７．３�

４７ チュウワプリンス 牡５黒鹿５７ 松岡 正海中西 忍氏 大久保龍志 静内 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２± ０１：５８．８� ４８．８�

１１ � ロックバルーン 牡６栗 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch
Bages Ltd ４６８－ ２ 〃 クビ ７５．１�

６１１	 クラレットジャグ 
６鹿 ５７ 大庭 和弥 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４６６－ ４１：５８．９クビ １３２．９�
３５ レイナソフィア 牝５鹿 ５５ 柴田 善臣 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ８ 〃 クビ ７０．９	
７１４ ロードオブザリング 牡４鹿 ５７ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ５００＋ ４１：５９．０� １．７

２４ シゲルリジチョウ 牡３鹿 ５４ 木幡 初広森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 水丸牧場 ４９８± ０ 〃 クビ １９．４�
８１７ ローレルエルヴェル 牡６鹿 ５７ 小林 淳一 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４５４＋ ６ 〃 ハナ ３７１．４�
１２ アーバンウィナー 牡４黒鹿５７ 中舘 英二西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６６＋ ６１：５９．２１� ２４．１
２３ デンコウオクトパス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４３８＋ ４１：５９．３� ８．９�
５９ テイエムシバスキー 牡５鹿 ５７ 赤木高太郎竹園 正繼氏 柴田 光陽 新冠 競優牧場 ４６８＋ ２１：５９．４クビ ９．８�
３６ リープオブフェイス 牝４芦 ５５ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４６４－ ８２：００．１４ ４７．０�
８１６	 ベ ル タ リ ド 牡７鹿 ５７ 江田 照男伊藤 信之氏 嶋田 功 浦河 林 孝輝 ４７４－ ４２：００．２� １０９．２�
６１２ カネトシパサージュ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥兼松 利男氏 荒川 義之 浦河 鎌田 正嗣 ４５８－ ６ 〃 クビ １５．６�
４８ マイネルモデルノ 牡７鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４９４± ０２：００．４１� １３２．６�
５１０ ビューティファイン 牝５栗 ５５ 石橋 脩阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４８６± ０２：００．５� ９６．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４２，８８０，７００円 複勝： ８５，１８４，０００円 枠連： ３４，８０７，３００円

馬連： １３５，８５３，１００円 馬単： ８１，７４６，１００円 ワイド： ５１，４７９，４００円

３連複： １５９，９９５，８００円 ３連単： ２９２，５７５，２００円 計： ８８４，５２１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８７０円 複 勝 � ５９０円 � ２５０円 � １，３７０円 枠 連（７－８） ５４０円

馬 連 �� ６，３９０円 馬 単 �� １５，０００円

ワ イ ド �� １，８８０円 �� ８，８２０円 �� ３，７３０円

３ 連 複 ��� ７３，７６０円 ３ 連 単 ��� ４７３，５１０円

票 数

単勝票数 計 ４２８８０７ 的中 � １８０９８（６番人気）
複勝票数 計 ８５１８４０ 的中 � ３６４５７（６番人気）� １０６４９２（２番人気）� １４３７２（１０番人気）
枠連票数 計 ３４８０７３ 的中 （７－８） ４７９１１（２番人気）
馬連票数 計１３５８５３１ 的中 �� １５６９９（２１番人気）
馬単票数 計 ８１７４６１ 的中 �� ４０２３（４３番人気）
ワイド票数 計 ５１４７９４ 的中 �� ６８９０（１７番人気）�� １４１６（６８番人気）�� ３３９４（３４番人気）
３連複票数 計１５９９９５８ 的中 ��� １６０１（１４９番人気）
３連単票数 計２９２５７５２ 的中 ��� ４５６（８７８番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．０―１１．９―１２．０―１２．１―１１．７―１１．６―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３６．１―４８．０―１：００．０―１：１２．１―１：２３．８―１：３５．４―１：４６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プティプランセス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．６．６ 東京９着

２００６．３．２３生 牝５鹿 母 クリアーパス 母母 Masake １７戦３勝 賞金 ４０，６７３，０００円
〔騎手変更〕 アーバンウィナー号の騎手田中勝春は，負傷のため中舘英二に変更。



２１０８３ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）第７日 第１１競走 ��
��１，８００�

かんえつ

関越ステークス
発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，２２．８．７以降２３．７．３１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 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１２ ミラクルレジェンド 牝４栗 ５５ 北村 宏司吉田 照哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４３２－ ９１：５０．０ ４．５�

５７ ウインペンタゴン 牡５鹿 ５４ 中舘 英二�ウイン 石坂 正 浦河 笠松牧場 ４９２＋ ２１：５０．３１� ７．２�
３３ ナニハトモアレ 牡５黒鹿５５ 石橋 脩北側 雅司氏 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ５１８－ ２１：５０．８３ １３．０�
７１１ タマモクリエイト 牡６鹿 ５３ 大庭 和弥タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５１２－ ６１：５１．０１� ２９．７�
５６ メイショウブンブク 牡５栗 ５２ 木幡 初広松本 好雄氏 白井 寿昭 新ひだか 酒井 静男 ４７０＋ ２ 〃 クビ ９９．１�
４５ トーセンアレス 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ２１：５１．３１� １１．８	
２２ オウロプレット 牡５青鹿５３ 五十嵐雄祐 
社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ２１：５１．６２ ５８．２�
１１ トーホウオルビス 牡６栗 ５６ 蛯名 正義東豊物産� 谷 潔 門別 竹島 幸治 ５１６－ ２１：５１．８１� ６．３�
４４ � イ ン バ ル コ 牡５鹿 ５８ 松岡 正海藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita B５１４± ０１：５２．２２	 ２．４
６８ 
 サクラロミオ 牡６鹿 ５６ 田辺 裕信�さくらコマース羽月 友彦 静内 新和牧場 ４９８＋ ６１：５２．４１� １３．４�
７１０ サンマルセイコー 牝８黒鹿４８ 平野 優相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４８８－ ８１：５２．５	 ２８８．７�
８１３ アドマイヤダンク 牡７栗 ５３ 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１２＋ ２１：５２．９２	 ５６．７�
６９ ウエスタンマックス 牡９鹿 ５２ 吉田 豊西川 賢氏 柴田 政人 静内 北西牧場 ４９８－１２１：５６．３大差 ２６８．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ６３，４８１，２００円 複勝： １１４，６４０，８００円 枠連： ４８，９６７，０００円

馬連： ２７２，５０６，７００円 馬単： １５３，３９１，３００円 ワイド： ８７，６９６，１００円

３連複： ２９２，４４５，６００円 ３連単： ６３３，６２５，３００円 計： １，６６６，７５４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � ２００円 � ２５０円 � ３２０円 枠 連（５－８） １，３９０円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，３００円

ワ イ ド �� ６４０円 �� １，１４０円 �� １，３９０円

３ 連 複 ��� ７，２００円 ３ 連 単 ��� ３１，１６０円

票 数

単勝票数 計 ６３４８１２ 的中 � １１１６５４（２番人気）
複勝票数 計１１４６４０８ 的中 � １７４４７７（２番人気）� １２４０１５（３番人気）� ８５２８８（５番人気）
枠連票数 計 ４８９６７０ 的中 （５－８） ２６１０６（７番人気）
馬連票数 計２７２５０６７ 的中 �� １１５０６０（７番人気）
馬単票数 計１５３３９１３ 的中 �� ３４３６９（１０番人気）
ワイド票数 計 ８７６９６１ 的中 �� ３５１１５（７番人気）�� １８６８９（１５番人気）�� １５１６７（１８番人気）
３連複票数 計２９２４４５６ 的中 ��� ２９９８０（２２番人気）
３連単票数 計６３３６２５３ 的中 ��� １５００７（１０２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．０―１２．５―１２．０―１２．３―１２．６―１２．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３５．３―４７．８―５９．８―１：１２．１―１：２４．７―１：３７．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミラクルレジェンド �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Awesome Again デビュー ２００９．８．２２ 札幌６着

２００７．２．１７生 牝４栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend ８戦５勝 賞金 ９４，４２０，０００円
［他本会外：５戦１勝］

〔騎手変更〕 メイショウブンブク号の騎手田中勝春は，負傷のため木幡初広に変更。
〔その他〕 ウエスタンマックス号は，競走中に疾病〔右膝蓋骨脱臼〕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。

２１０８４ ８月６日 晴 良 （２３新潟３）第７日 第１２競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０分 （芝・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

１：１９．０
１：１９．０

良

良

３６ ミエノゴーゴー 牡３黒鹿５４ 福永 祐一里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４６２－ ２１：２１．５ ３．０�

６１１ ファビュラスセンス 牝５栗 ５５ 中舘 英二 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４２６± ０ 〃 クビ １９．８�
５９ サクラクローバー 牝４鹿 ５５ 石橋 脩�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４５４－ ４１：２１．７１� ５．１�
２３ テイエムジョニクロ 牡３黒鹿５４ 田辺 裕信竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 惣田 英幸 ４７４＋１４１：２１．８� ３３．５�
１２ マイネルナタリス 牡４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 ４６０＋ ６ 〃 クビ ２３．８�
５１０ ベルモントキーラ 牝３青鹿５２ 北村 宏司 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント

ファーム ４９６＋１２１：２１．９� ６．０	
７１４	 メイショウオリビア 牝４青鹿５５ 江田 照男松本 好
氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４４６＋ ８１：２２．０クビ １５．０�
６１２	 シャインドリーム 牝４芦 ５５

５２ ▲小野寺祐太皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４１４＋１６１：２２．２１� ２６３．８�
４８ ケ イ バ ズ キ 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４３２－ ２ 〃 クビ １６．４
４７ グランドジョラス 牡３青鹿５４ 蛯名 正義楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ５００＋ ２１：２２．３クビ １２．５�
２４ ラバーフロー 牡３栗 ５４ 村田 一誠 �キャロットファーム 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４１８＋ ８ 〃 ハナ ７５．４�
３５ メジロミョウホウ 牝３鹿 ５２

４９ ▲杉原 誠人岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４７４＋２０ 〃 クビ ４３．７�
７１５ クィンビークイーン 牝４鹿 ５５ 小林 淳一竹森 幹雄氏 小西 一男 浦河 大成牧場 ４４６＋ ２１：２２．５１� ４０．８�
８１７ オメガブルーライン 牝４芦 ５５ 松岡 正海原 
子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３２－ ４１：２２．７１� １８．２�
７１３ ラ ヴ セ ン ス 牝４黒鹿５５ 伊藤 工真 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 追分ファーム ４５０＋ ６１：２２．９１� ２６７．２�
８１６ メジロツボネ 牝３芦 ５２ 大野 拓弥岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４２４－ ４１：２３．９６ １１．２�
１１ 	 ビ ー ラ イ ト 牡４黒鹿５７ 吉田 豊金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４７４－ ６１：２４．５３� １５１．９�
８１８ ショウナンサンガ �５黒鹿 ５７

５４ ▲平野 優�湘南 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４５８＋１６１：２８．６大差 ６８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４１，３６５，５００円 複勝： ６６，２９６，５００円 枠連： ４２，１９４，８００円

馬連： １２７，５８９，８００円 馬単： ７１，８０６，９００円 ワイド： ５３，５４５，４００円

３連複： １６２，９３５，３００円 ３連単： ２９５，７９５，８００円 計： ８６１，５３０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � ４１０円 � １９０円 枠 連（３－６） ２，６９０円

馬 連 �� ３，２６０円 馬 単 �� ５，０６０円

ワ イ ド �� １，２１０円 �� ３８０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ６，０３０円 ３ 連 単 ��� ３２，６５０円

票 数

単勝票数 計 ４１３６５５ 的中 � １０９８１９（１番人気）
複勝票数 計 ６６２９６５ 的中 � １５７５８４（１番人気）� ３１１３１（９番人気）� ９６６１８（２番人気）
枠連票数 計 ４２１９４８ 的中 （３－６） １１５８２（１２番人気）
馬連票数 計１２７５８９８ 的中 �� ２８９５０（１０番人気）
馬単票数 計 ７１８０６９ 的中 �� １０４８２（１４番人気）
ワイド票数 計 ５３５４５４ 的中 �� １０３８５（１２番人気）�� ３８５８５（１番人気）�� ７１６０（２１番人気）
３連複票数 計１６２９３５３ 的中 ��� １９９４８（１３番人気）
３連単票数 計２９５７９５８ 的中 ��� ６６８６（５６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．１―１１．７―１２．０―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．６―３３．７―４５．４―５７．４―１：０９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．８―３F３６．１
３ １０－（６，１８，１７）７（５，１５）（３，１６）（４，１３）（２，１４）（９，１１）１２，８＝１ ４ １０，１７，６，１５（７，１６）（１８，３，１４）（５，２）（１３，１１）（４，９）（１２，８）＝１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミエノゴーゴー �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．８．７ 新潟２着

２００８．２．２７生 牡３黒鹿 母 クイーンアイリス 母母 セニョラージェ ６戦２勝 賞金 １９，５００，０００円
〔騎手変更〕 ビーライト号の騎手田中勝春は，負傷のため吉田豊に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ショウナンサンガ号は，平成２３年９月６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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サニーヘイロー号
（非抽選馬） ４頭 クロフォード号・デラコリーナ号・ドリームゲイル号・マシラ号



（２３新潟３）第７日 ８月６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 １７９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

２０４，８７０，０００円
３，２２０，０００円
１０，８５０，０００円
１，２３０，０００円
１９，３９０，０００円
６１，３９３，０００円
５，３２８，８００円
１，７７２，１００円

勝馬投票券売得金
３４８，３０４，７００円
６４０，９６４，８００円
２６３，６９４，６００円
９９２，８０４，５００円
６４２，５７０，５００円
３８２，１３７，２００円
１，１５６，０６０，９００円
２，２７５，８１４，２００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 ６，７０２，３５１，４００円

総入場人員 ９，１５２名 （有料入場人員 ７，８７９名）


