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２４０２５ ８月２０日 曇 良 （２３新潟４）第３日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０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

６８ フライングバルーン 牝２栗 ５４ 蛯名 正義吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３０－ ２１：３５．５ ５．７�

５７ ラ パ ー ジ ュ 牝２青鹿５４ 中舘 英二 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４５８＋ ６１：３６．１３� ３．７�
６９ エアロケット 牡２黒鹿５４ 福永 祐一 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５０－ ４１：３６．２� ３５．６�
８１２ マイネルディーン 牡２青 ５４ 石橋 脩 �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 ４４２＋１０ 〃 クビ １．９�
１１ ハギノグラシアス 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３８± ０１：３６．４１� １０．１�
８１３ コスモリボン 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ２ 〃 クビ ５０．０	
４５ セイファート 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４５６－ ４１：３６．６１� ２３．０

７１０ ポ ッ プ イ ン 牝２鹿 ５４

５１ ▲平野 優島田 久氏 小野 次郎 日高 今井牧場 ４１０＋ ２１：３７．２３� ７５．０�
２２ ガッテンラヴ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広大島 敏氏 本間 忍 浦河 日田牧場 ４６８＋ ２１：３７．８３� １６．９�
４４ ジョウノソナタ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司小川 義勝氏 武藤 善則 日高 三城牧場 ４６４＋ ４１：３８．３３ ３６９．２
３３ サニースペシャル 牝２黒鹿５４ 田中 勝春宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４７２－ ４１：３８．６２ ８３．０�
５６ トーセンレングス 牡２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人島川 �哉氏 中島 敏文 日高 村下 秀明 ４８０－ ４１：３９．６６ ５４８．６�

（１２頭）
７１１ コンティヌアトーレ 牡２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １７，０５３，７００円 複勝： ３６，７４３，３００円 枠連： １０，２５８，７００円

馬連： ４０，４０４，７００円 馬単： ３１，９１４，４００円 ワイド： １９，０１６，７００円

３連複： ５３，５７５，８００円 ３連単： ９７，６８７，７００円 計： ３０６，６５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � １６０円 � ７７０円 枠 連（５－６） ６８０円

馬 連 �� ８４０円 馬 単 �� １，９８０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� １，５３０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ４，７７０円 ３ 連 単 ��� ２５，４４０円

票 数

単勝票数 差引計 １７０５３７（返還計 １３０） 的中 � ２３７９５（３番人気）
複勝票数 差引計 ３６７４３３（返還計 ２２４） 的中 � ４５２２１（３番人気）� ８１０１１（２番人気）� ９１７４（６番人気）
枠連票数 差引計 １０２５８７（返還計 １３） 的中 （５－６） １１２６３（３番人気）
馬連票数 差引計 ４０４０４７（返還計 １１０５） 的中 �� ３５５６３（３番人気）
馬単票数 差引計 ３１９１４４（返還計 ６７５） 的中 �� １１９０６（８番人気）
ワイド票数 差引計 １９０１６７（返還計 ６０２） 的中 �� １６９６６（３番人気）�� ２８００（１９番人気）�� ４７６３（１１番人気）
３連複票数 差引計 ５３５７５８（返還計 ３２２４） 的中 ��� ８２９７（１６番人気）
３連単票数 差引計 ９７６８７７（返還計 ５９２３） 的中 ��� ２８３４（７６番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．９―１２．３―１２．７―１２．７―１１．６―１０．６―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２３．９―３６．２―４８．９―１：０１．６―１：１３．２―１：２３．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フライングバルーン �
�
父 デュランダル �

�
母父 Flying Victor デビュー ２０１１．７．３０ 新潟３着

２００９．２．２０生 牝２栗 母 フライングインザレーン 母母 Misery Lane ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔出走取消〕 コンティヌアトーレ号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンレングス号は，平成２３年９月２０日まで平地競走に出走できない。

２４０２６ ８月２０日 曇 稍重 （２３新潟４）第３日 第２競走 １，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３５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

６１１ スノウプリンス 牡３栗 ５６ 田辺 裕信野口 弘司氏 小西 一男 浦河 畔高牧場 ４６４± ０１：１２．７ ８．４�

６１０ スオウタカモリ 牡３青鹿５６ 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 松浦牧場 ４３４＋ ６ 〃 クビ ８．７�
５９ シベリアンソアー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４４８－ ２１：１２．８クビ １．７�
７１２ シ ュ ヤ ク 牝３鹿 ５４ 田中 勝春田中 春美氏 嶋田 潤 浦河 桑田 正己 ４５２－１１１：１２．９� ９．７�
８１４ ヒラボクローレル �３鹿 ５６ 北村 宏司�平田牧場 古賀 慎明 浦河 辻 牧場 ４４８－ ４１：１３．１１� ４６．３�
２３ ケイオーワールド 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４５４± ０ 〃 ハナ １８．２�
７１３ 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± ０１：１３．４２ ２３．７

３５ ヴェントディーオ 牡３芦 ５６ 西田雄一郎大野 數芳氏 松山 将樹 日高 川端 正博 ４７４－ ４１：１３．５� ６４．１�
３４ シーズアップルズ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次野崎 宗信氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 ４３２＋ ４１：１３．６� ６．６�
４７ ベルウッドショット 牡３栗 ５６ 江田 照男鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 飯岡牧場 ４７４＋ ６１：１３．７� １９８．０
５８ ナスハヤブサ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河 高松牧場 ４２６± ０１：１３．９１� １４２．３�
２２ デ ン エ ン 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優田口 廣氏 武藤 善則 安平 田口 廣 B４３２＋ ６１：１４．４３ １９３．０�
８１５ テイエムタカシオ 牡３栗 ５６ 二本柳 壮竹園 正繼氏 加藤 和宏 新ひだか 山田牧場 ４３８－１６１：１４．７１� １７３．９�
４６ プレスミーダ 牝３鹿 ５４ 石神 深一魚住 明氏 南田美知雄 浦河 恵比寿牧場 ４３２± ０１：１５．７６ ４６３．４�
１１ グランディス 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人福本 次雄氏 天間 昭一 日高 藤本 直弘 ４５６ ―１：１６．４４ ４８３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，４６３，９００円 複勝： ５６，４８４，４００円 枠連： １１，４７７，２００円

馬連： ３８，４５４，８００円 馬単： ３２，４１３，９００円 ワイド： １７，０１１，６００円

３連複： ５０，１８３，２００円 ３連単： ９３，５２６，８００円 計： ３１８，０１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２１０円 � ２３０円 � １１０円 枠 連（６－６） ３，０５０円

馬 連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ７，０００円

ワ イ ド �� ９８０円 �� ２９０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，５８０円 ３ 連 単 ��� ２１，３９０円

票 数

単勝票数 計 １８４６３９ 的中 � １７４６３（３番人気）
複勝票数 計 ５６４８４４ 的中 � ３５００７（３番人気）� ３０５３５（５番人気）� ３５４５１１（１番人気）
枠連票数 計 １１４７７２ 的中 （６－６） ２７７８（９番人気）
馬連票数 計 ３８４５４８ 的中 �� ９３６９（１１番人気）
馬単票数 計 ３２４１３９ 的中 �� ３４２２（２６番人気）
ワイド票数 計 １７０１１６ 的中 �� ３７３２（１１番人気）�� １５７９４（２番人気）�� １３５５２（４番人気）
３連複票数 計 ５０１８３２ 的中 ��� ２３５１３（５番人気）
３連単票数 計 ９３５２６８ 的中 ��� ３２２７（６５番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．８―１２．２―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３５．１―４７．３―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノウプリンス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２０１０．１１．２１ 東京９着

２００８．３．１９生 牡３栗 母 ウインターソング 母母 ミスブライトリー ８戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円

第４回　新潟競馬　第３日



２４０２７ ８月２０日 曇 良 （２３新潟４）第３日 第３競走 １，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

５１０ 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 ４４２＋ ２１：４７．５ ６．３�

７１５ オーガストウェイ 牝３黒鹿５４ 福永 祐一吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３６＋１０１：４８．１３� １７．４�
３６ エフティレフア 牝３青鹿５４ 北村 宏司吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B４４６＋ ８ 〃 アタマ ７．９�
１２ メマンチンタ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥坂田 行夫氏 高橋 祥泰 浦河 笹島 政信 ４３８－ ２１：４８．２クビ １３．６�
８１６ ル ー ジ ュ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ １．８�
３５ メイアイヘルプユー 牝３栗 ５４ 江田 照男野島 春男氏 中川 公成 日高 野島牧場 ４４２＋２２１：４８．４１� ２５．６�
７１４ トーホウビューティ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５６－ ２１：４８．６１� ４１．４	
７１３ ハイランドダンス 牝３青 ５４ 田辺 裕信 
キャロットファーム 菊川 正達 安平 ノーザンファーム B４２４－ ４１：４９．２３� ８．６�
５９ クリールダイナー 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優横山 修二氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４１０－ ８１：４９．４１� ４４５．０�
２３ スイートジョリ 牝３青 ５４ 田中 勝春シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 ４６６＋１０１：４９．５クビ １４３．３
８１７ クロスザレイチェル 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４５４＋１４１：４９．８２ ２０．２�
４８ ナイトラーク 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太栗山 良子氏 武市 康男 安平 追分ファーム ４０８－１０１：５０．６５ ３４５．０�
６１２ ヒ ノ コ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４２６－ ６１：５０．７クビ ３９１．７�
１１ モ ン ス テ ラ 牝３青鹿５４ 伊藤 工真魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 B４４４－ ４１：５０．８� １３９．７�
２４ 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 ４５８－ ６１：５１．８６ ４８３．６�
８１８ マ リ カ ナ 牝３青鹿５４ 二本柳 壮熊坂富寿雄氏 萱野 浩二 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４１４＋ ２１：５２．０１� ４３２．２�
４７ アトムウィナー 牝３鹿 ５４ 熊沢 重文永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４８６± ０１：５２．８５ ５１６．９�
６１１ 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 ５００＋ ２ （競走中止） ３２．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，０８５，９００円 複勝： ４６，９９４，７００円 枠連： １４，２４３，４００円

馬連： ４４，９６２，７００円 馬単： ３４，５５９，６００円 ワイド： ２０，２１４，８００円

３連複： ５８，６３０，３００円 ３連単： １０１，６０４，９００円 計： ３４０，２９６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２５０円 � ５２０円 � ４００円 枠 連（５－７） １，３７０円

馬 連 �� ４，４００円 馬 単 �� ８，０２０円

ワ イ ド �� １，１３０円 �� ７６０円 �� １，６３０円

３ 連 複 ��� １０，３００円 ３ 連 単 ��� ５３，８００円

票 数

単勝票数 計 １９０８５９ 的中 � ２３８８８（２番人気）
複勝票数 計 ４６９９４７ 的中 � ５６２９８（２番人気）� ２１９２４（５番人気）� ３０３６５（４番人気）
枠連票数 計 １４２４３４ 的中 （５－７） ７６９９（５番人気）
馬連票数 計 ４４９６２７ 的中 �� ７５５４（１８番人気）
馬単票数 計 ３４５５９６ 的中 �� ３１８３（２６番人気）
ワイド票数 計 ２０２１４８ 的中 �� ４３８８（１４番人気）�� ６７８１（６番人気）�� ２９８９（２０番人気）
３連複票数 計 ５８６３０３ 的中 ��� ４２０１（３５番人気）
３連単票数 計１０１６０４９ 的中 ��� １３９４（１５０番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１２．０―１２．４―１２．７―１２．１―１１．３―１０．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．２―４８．６―１：０１．３―１：１３．４―１：２４．７―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クイーンオリーブ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１１．３．２１ 阪神３着

２００８．３．２１生 牝３青鹿 母 オリーブブランチ 母母 ソプラニーノ ７戦１勝 賞金 １０，０１０，０００円
〔競走中止〕 グラマラスラン号は，競走中に疾病〔左腸骨々折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トライマイカップ号・マリカナ号・アトムウィナー号は，平成２３年９月２０日まで平地競走に出走で

きない。

２４０２８ ８月２０日 曇 良 （２３新潟４）第３日 第４競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時３５分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

５１０ ス ナ ン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司加藤 信之氏 藤沢 和雄 浦河 安藤牧場 B４５６－ ２ ５５．４ １７．１�

７１５ サトノヴィクトリア 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲平野 優里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム B４６６－ ２ 〃 クビ ３．２�

８１７ ノンパッサーレ 牡３黒鹿５６ 江田 照男佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４８２＋ ２ ５５．８２� ５．０�
７１３ トップデュタン 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鳴海 芳明氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 ４４８－ ８ ５５．９クビ ５２．７�
４７ ケイオークラウン 牡３栗 ５６ 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 浦河 荻伏三好フ

アーム ４８８＋ ２ ５６．０� １０．１�
６１１ サクラスパークル 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�さくらコマース伊藤 圭三 新ひだか 谷岡牧場 ４５２－ ６ ５６．１� １６７．２�
８１８ ゲームオブモレッタ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠井上 修一氏 浅野洋一郎 浦河 市正牧場 ４５０＋１０ 〃 アタマ ７．３	
２３ ソニックフリート 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信中村 浩章氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４００－ ４ ５６．４２ １００．７

３６ ビヨンドトゥモロー 牝３青鹿５４ 石橋 脩吉田 哲哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４２６± ０ ５６．５クビ ５０．８�
２４ エレガンテココ 牝３青 ５４ 大庭 和弥岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 ４３０＋ ４ 〃 ハナ １２．３�
１２ レ モ ス カ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義井山 登氏 矢野 照正 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４８－ ２ 〃 ハナ １９．９
５９ セイユアドリーム 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ
ファーム ４３６＋ ８ ５６．６� ２９．２�

８１６ コスモアトミック 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 様似 ホウセイ牧場 ４４８－ ２ ５６．７� ４．８�
４８ ソ ア リ ン グ 牡３芦 ５６

５３ ▲杉原 誠人柴田 洋一氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 B４２０＋ ４ ５７．２３ ２８８．５�
７１４ カチドキハル 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 ４４６＋１０ ５７．６２� ２９０．３�
６１２ フォレストシーン 牝３鹿 ５４ 小林 淳一日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 B４２２＋ ８ 〃 クビ ２９７．７�
１１ カディッシュ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太�ターフ・スポート高柳 瑞樹 新ひだか タイヘイ牧場 ４７２＋ ２ ５７．８１� ３５６．１�
３５ クーファバステト 牝３青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太大迫久美子氏 伊藤 正徳 新冠 村上 欽哉 ４２０＋ ２ ５８．２２� ５９２．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，７５６，０００円 複勝： ２７，５０６，４００円 枠連： １７，３１２，２００円

馬連： ４４，４３３，５００円 馬単： ２９，９５０，１００円 ワイド： １９，６１５，３００円

３連複： ６１，６５０，２００円 ３連単： １０４，２１３，２００円 計： ３２２，４３６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７１０円 複 勝 � ２８０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（５－７） １，８００円

馬 連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ６，９３０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� １，１２０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ４，５４０円 ３ 連 単 ��� ４０，５３０円

票 数

単勝票数 計 １７７５６０ 的中 � ８１９０（７番人気）
複勝票数 計 ２７５０６４ 的中 � １９７６０（６番人気）� ６６３５２（１番人気）� ４７２４８（２番人気）
枠連票数 計 １７３１２２ 的中 （５－７） ７１０８（８番人気）
馬連票数 計 ４４４３３５ 的中 �� １３３４９（１１番人気）
馬単票数 計 ２９９５０１ 的中 �� ３１９０（２５番人気）
ワイド票数 計 １９６１５３ 的中 �� ８２６２（６番人気）�� ３９４１（１６番人気）�� １６３５７（１番人気）
３連複票数 計 ６１６５０２ 的中 ��� １００３８（１２番人気）
３連単票数 計１０４２１３２ 的中 ��� １８９８（１２１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１０．８―１０．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．４―３３．２―４３．６

上り４F４３．３－３F３３．０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ス ナ ン �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 キャロルハウス デビュー ２０１１．１．２３ 中山４着

２００８．４．８生 牝３鹿 母 コメットハンター 母母 ネクストムービー ８戦１勝 賞金 ８，２６０，０００円



２４０２９ ８月２０日 曇 稍重 （２３新潟４）第３日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１２時２５分 （ダート・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

１：１１．３
１：１０．２

良

不良

８１４� フリスコベイ 牝２栗 ５４ 福永 祐一�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine
Stables, LLC ４９０ ―１：１３．９ ２．３�

１１ トップフライアー 牡２青鹿５４ 木幡 初広井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 ４６０ ―１：１４．３２� ４．９�
８１５ デルマエビス 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４４２ ―１：１４．５１� ５１３．４�
６１１ マウントビスティー 牡２栗 ５４ 武士沢友治備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４５４ ―１：１４．７１� １１．１�
３４ エスジーブルーム 牝２鹿 ５４ 村田 一誠窪田 滋氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４７０ ―１：１５．０２ ４．４�
２３ キングスバーン 牡２鹿 ５４ 的場 勇人林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 ４７６ ―１：１５．１� ８４．０�
６１０ スターゲイジング 牝２黒鹿５４ 柴田 大知	ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８６ ―１：１５．４１� １４０．４

７１３ トーセンプラチナ 牡２鹿 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６４ ―１：１６．０３� ３６．９�
４６ ズ ー ム イ ン 牡２栗 ５４ 田中 勝春島田 久氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 ４９４ ―１：１６．２１ ２２．４
５９ スターサファイア 牝２青鹿５４ 小牧 太	和田牧場 和田正一郎 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：１６．６２� ３３．７�
２２ フクノゴールド 牡２鹿 ５４ 小林 淳一福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４５０ ― 〃 ハナ ９２．５�
４７ ボンズバード 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人鳳サラブレッドレーシ
ングチーム 大和田 成 新ひだか 畠山牧場 ４４６ ―１：１６．９２ ４９２．６�

３５ ラブファンディ 牡２鹿 ５４
５１ ▲高嶋 活士オールラブクラブ 南田美知雄 日高 坂口 豊翼 ４２４ ―１：１７．０クビ ２５４．０�

５８ トーアアルマダ 牡２鹿 ５４ 中舘 英二高山ランド� 武藤 善則 豊浦トーア牧場 ４６８ ―１：１７．６３� １２．７�
７１２ ヘリオスフィア 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４７０ ―１：１７．７クビ １１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，５００，６００円 複勝： ２４，３３５，８００円 枠連： １３，３２７，１００円

馬連： ４４，４４７，１００円 馬単： ３１，２２３，１００円 ワイド： １７，５３６，１００円

３連複： ５１，７８２，８００円 ３連単： ８７，４６３，０００円 計： ２８８，６１５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � １９０円 � ４，０７０円 枠 連（１－８） ６５０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� １２，６８０円 �� ２０，３５０円

３ 連 複 ��� ９７，２５０円 ３ 連 単 ��� １８０，８１０円

票 数

単勝票数 計 １８５００６ 的中 � ６４００３（１番人気）
複勝票数 計 ２４３３５８ 的中 � ６７８３１（１番人気）� ３３５６９（３番人気）� ９７１（１３番人気）
枠連票数 計 １３３２７１ 的中 （１－８） １５２４９（２番人気）
馬連票数 計 ４４４４７１ 的中 �� ４９６６２（２番人気）
馬単票数 計 ３１２２３１ 的中 �� ２０２９２（２番人気）
ワイド票数 計 １７５３６１ 的中 �� １５０１８（２番人気）�� ３１２（６４番人気）�� １９４（７３番人気）
３連複票数 計 ５１７８２８ 的中 ��� ３９３（１４５番人気）
３連単票数 計 ８７４６３０ 的中 ��� ３５７（４０４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１２．２―１３．０―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．５―３５．７―４８．７―１：０１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フリスコベイ �
�
父 Hard Spun �

�
母父 El Prado 初出走

２００９．４．７生 牝２栗 母 Frisco Belle 母母 Runaway Ashleigh １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１３頭 カバリノランパンテ号・コズミックガール号・タツブライト号・テヌート号・ドラゴンフラッシュ号・

ニシノセレーノ号・ハヤブサロック号・ハリファックス号・フォゲラバーディ号・ブラックビーン号・フローリア号・
ラブリースター号・ワールドエンド号

２４０３０ ８月２０日 曇 良 （２３新潟４）第３日 第６競走 １，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時５５分 （芝・左）

牝，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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

２４ サウンドオブハート 牝２栗 ５４ 松岡 正海�ターフ・スポート松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４５４ ―１：２２．３ １．６�

３５ クリスタルブランカ 牝２黒鹿５４ 石橋 脩嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４４２ ―１：２３．０４ １２．１�
６１２ アサクサウタヒメ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４６ ―１：２３．２１� ６．２�
１２ ラ ス リ ー ズ 牝２栃栗５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４２４ ―１：２３．３� ２４．７�
２３ フューワーズ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４７４ ― 〃 クビ ３９．８�
３６ ダノンエレガント 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４６２ ―１：２３．４� ８．９	
５９ エンプレスラブ 牝２黒鹿５４ 梶 晃啓 IHR 田村 康仁 浦河 村中牧場 ４８８ ―１：２３．５クビ ２３８．５

８１７ サンキューアスク 牝２黒鹿５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７４ ― 〃 クビ ４０．０�
４８ コスモアクセス 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４４８ ―１：２３．８１� ２１．６�
１１ アイミーマイン 牝２鹿 ５４ 熊沢 重文薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４４ ―１：２４．３３ ５１．５
５１０ キズナダクリチャン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 岡田牧場 ４４８ ―１：２４．７２� ６７．８�
８１６ ワンダフルギフト 牝２栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士吉野 弘司氏 柴崎 勇 白老 白老大須賀
牧場 ４６２ ―１：２５．２３ ２６１．６�

４７ リコレクション 牝２鹿 ５４ 小牧 太�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ３９２ ―１：２５．５２ ７９．２�
６１１ ラ シ ー ク 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 ４６４ ―１：２５．８１� １４．６�
７１４ キョウエイマイン 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４３６ ―１：２６．１１� １７９．２�
８１８ トラストシンシ 牝２栗 ５４ 的場 勇人菅波 雅巳氏 的場 均 浦河 駿河牧場 ４７６ ― 〃 クビ ４０６．１�

（リベンジ）

７１５ ヴィンソンマシーフ 牝２鹿 ５４ 伊藤 工真コウトミックレーシング 清水 英克 日高 メイプルファーム ４１４ ―１：２６．２クビ １６１．２�
７１３ セイカモデラート 牝２栗 ５４ 田中 勝春久米 誠氏 小野 次郎 新ひだか 徳本 幸雄 ４２６ ―１：２６．７３ ３１０．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，２０６，５００円 複勝： ３７，３４２，３００円 枠連： １８，７４０，２００円

馬連： ４７，０３１，５００円 馬単： ３７，３４２，８００円 ワイド： ２２，２２３，１００円

３連複： ５９，６０９，６００円 ３連単： １０５，２７４，２００円 計： ３４９，７７０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １４０円 枠 連（２－３） ４１０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ２１０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １，７４０円 ３ 連 単 ��� ５，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２２２０６５ 的中 � １１０５６９（１番人気）
複勝票数 計 ３７３４２３ 的中 � １７９２３８（１番人気）� ２２４３１（４番人気）� ５４２６１（２番人気）
枠連票数 計 １８７４０２ 的中 （２－３） ３４０７７（２番人気）
馬連票数 計 ４７０３１５ 的中 �� ３６８１８（３番人気）
馬単票数 計 ３７３４２８ 的中 �� ２１８９９（３番人気）
ワイド票数 計 ２２２２３１ 的中 �� １４２８１（３番人気）�� ３２７９６（１番人気）�� ５５９１（９番人気）
３連複票数 計 ５９６０９６ 的中 ��� ２５３９８（３番人気）
３連単票数 計１０５２７４２ 的中 ��� １３０２３（７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．６―１１．４―１１．９―１２．１―１１．５―１２．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドオブハート �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Caerleon 初出走

２００９．２．１２生 牝２栗 母 シンメイミネルバ 母母 フ ジ ャ ブ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アサヒステファニー号・イチオクノホシ号・キタサンビンゴ号・ショウナンカプリス号・シーズザデイ号・

スプリングウィン号・セーヌブルー号・ドラゴンドリーム号・ロマンスレター号



２４０３１ ８月２０日 曇 稍重 （２３新潟４）第３日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時２５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

８１３ アルスマルカート 牡３栗 ５６ 江田 照男池田 正孝氏 河野 通文 新ひだか 矢野牧場 B４７２－ ６１：５４．０ ４．５�

３３ サミットフィーバー 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真塩田 清氏 鈴木 康弘 新冠 大狩部牧場 B４８６＋ ２１：５５．２７ ３．４�
７１１ アウトヒット 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ５０４－ ４１：５５．３� ５．７�
４４ ジーガーゴールド 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�ジーガー 清水 英克 青森 滝沢牧場 ４７４＋１２１：５５．４� ９．３�
１１ バットゥータ 牡３芦 ５６

５３ ▲嶋田 純次コウトミックレーシング 田村 康仁 新冠 イワミ牧場 ５２２－ ４１：５６．１４ ２１．１�
５６ ラヴァリーデファー 牡３栗 ５６ 田中 勝春村中 徳広氏 岩戸 孝樹 浦河 ヒダカフアーム ４９０± ０１：５７．０５ ４．７�
６８ ディーエスハスラー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩秋谷 壽之氏 柴田 政人 新冠 川上牧場 ４５６＋ ２１：５７．１� ４０．０	
８１２ ビッグアスリート 牡３鹿 ５６ 北村 宏司横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 様似 中村 勝則 ４７０＋ ４１：５７．７３� １１．９

４５ ミラクルレインボー 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 ４８８＋ ４１：５７．９１� ４３．０�
６９ スパーキーブラウン 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優佐々木 勇氏 南田美知雄 浦河トラストスリーファーム ４６４－ ４１：５８．５３� ２２７．８�
５７ ダノンウェルカム 牡３栗 ５６ 田辺 裕信ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８８－ ４１：５８．８１� ２１．４�
２２ アイソーザライト �３栗 ５６ 木幡 初広栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 高松牧場 ４８２＋ ２１：５９．０１� １１９．２�
７１０ アルコファンタジア 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 MSプランニング 高市 圭二 新ひだか 畠山牧場 ４４６－ ４１：５９．１クビ ２１２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，０９９，７００円 複勝： ３０，７２３，６００円 枠連： １３，６２６，７００円

馬連： ４６，４６０，０００円 馬単： ３２，７９２，４００円 ワイド： １８，５３９，５００円

３連複： ５６，４２７，０００円 ３連単： ９５，４４７，９００円 計： ３１０，１１６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（３－８） ５４０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ３２０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 ��� ４，３９０円

票 数

単勝票数 計 １６０９９７ 的中 � ２８２７１（２番人気）
複勝票数 計 ３０７２３６ 的中 � ５７２８９（２番人気）� ６０７６６（１番人気）� ５０６２７（３番人気）
枠連票数 計 １３６２６７ 的中 （３－８） １８８２０（１番人気）
馬連票数 計 ４６４６００ 的中 �� ４７０５１（１番人気）
馬単票数 計 ３２７９２４ 的中 �� １５５６５（３番人気）
ワイド票数 計 １８５３９５ 的中 �� １５３００（１番人気）�� １４３９９（２番人気）�� １４２６２（３番人気）
３連複票数 計 ５６４２７０ 的中 ��� ４８９９９（１番人気）
３連単票数 計 ９５４４７９ 的中 ��� １６０６５（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１２．６―１３．４―１３．１―１２．７―１３．２―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．９―３６．５―４９．９―１：０３．０―１：１５．７―１：２８．９―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

アルスマルカート �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１０．１２．１９ 中山１３着

２００８．４．６生 牡３栗 母 シークレットデスティニー 母母 Dramatrix １０戦１勝 賞金 ８，６２０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アルコファンタジア号は，平成２３年９月２０日まで平地競走に出走できない。

２４０３２ ８月２０日 曇 良 （２３新潟４）第３日 第８競走 ��３，２５０�第１３回新潟ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走１４時００分 （芝・外内）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増，障害重賞競走未勝利馬（収得賞
金４００万円以下の馬を除く）１�減，収得賞金４００万円以下の馬２�減

賞 品
本 賞 ３０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ７，５００，０００円 ４，５００，０００円 ３，０００，０００円
付 加 賞 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード３：２８．７良

７１１ クリーバレン 牡５鹿 ５９ 山本 康志吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５５２＋ ２３：３０．７ ８．５�

６９ トリビュートソング 牡６鹿 ５８ 金子 光希 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム B４９２＋ ２３：３０．９１� ４．６�
３３ マジェスティバイオ 牡４鹿 ６０ 柴田 大知バイオ� 田中 剛 平取 清水牧場 ５００± ０３：３１．０クビ ２．０�
７１２� タマモサプライズ �６鹿 ５９ 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８２± ０３：３１．５３ ３０．２�
８１４ モルフェサイレンス 牡６栗 ５９ 横山 義行並河賢一郎氏 大江原 哲 平取 高橋 幸男 ４９４± ０３：３２．０３ ７０．５�
６１０� タ カ ラ ボ ス 牡７栗 ５９ 大庭 和弥栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 小葉松 幸雄 ４３４＋ ６ 〃 クビ １７．２	
４６ ナイスラッキー 牡６鹿 ５８ 高野 和馬戸部 洋氏 谷原 義明 三石 元茂牧場 ５２４＋１０３：３２．１クビ ２７．６

２２ ハ ク サ ン 牡５黒鹿５８ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４４０± ０３：３２．３１� ６７．０�
３４ コウエイトライ 牝１０鹿 ５８ 小坂 忠士伊東 政清氏 山内 研二 鹿児島 伊東 政清 ４９８＋ ８３：３３．７９ １１．２�
５８ スズマーシャル 牡５栗 ５８ 鈴木 慶太成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４７６－ ２３：３４．０１	 １６２．３
８１３ エーシンディーエス 牡６鹿 ６２ 白浜 雄造�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４９８－ ６３：３４．３２ ２５．２�
１１ アドマイヤサンサン �９鹿 ５９ 北沢 伸也近藤 利一氏 梅田 智之 早来 ノーザンファーム ４７６－ ２３：３６．１大差 １７１．８�
５７ 
 ムーンレスナイト �７鹿 ５９ 五十嵐雄祐山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Premier

Bloodstock B５２２＋ ６３：３６．２� １４．５�
４５ トップフリーダム 牡５鹿 ５９ 佐久間寛志横瀬 兼二氏 池添 兼雄 浦河 太陽牧場 ４６６＋ ２３：４２．９大差 ２３．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２６，１５３，３００円 複勝： ４１，８８３，７００円 枠連： ２２，１２９，８００円

馬連： ７２，９１１，４００円 馬単： ５１，９５４，１００円 ワイド： ２９，５５９，９００円

３連複： １０３，３５８，９００円 ３連単： １８６，２１８，５００円 計： ５３４，１６９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（６－７） １，１３０円

馬 連 �� １，９７０円 馬 単 �� ３，８９０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ３２０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ９，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２６１５３３ 的中 � ２４２９５（３番人気）
複勝票数 計 ４１８８３７ 的中 � ４１９５６（３番人気）� ６６７９３（２番人気）� １６４８０４（１番人気）
枠連票数 計 ２２１２９８ 的中 （６－７） １４４５７（６番人気）
馬連票数 計 ７２９１１４ 的中 �� ２７４５２（７番人気）
馬単票数 計 ５１９５４１ 的中 �� ９８７７（１４番人気）
ワイド票数 計 ２９５５９９ 的中 �� １１１３３（６番人気）�� ２２４７３（２番人気）�� ４２５１１（１番人気）
３連複票数 計１０３３５８９ 的中 ��� ７６８１８（１番人気）
３連単票数 計１８６２１８５ 的中 ��� １３８４７（２０番人気）

上り １マイル １：４３．７ ４F ５０．３－３F ３７．８
コーナー
通過順位

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

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

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：９戦３勝 賞金 ５８，０７７，０００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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 オールフォーミー号・カワキタトップ号・クランエンブレム号・ジャストルーラー号・ボストンプラチナ号
（非抽選馬） ４頭 シデンカイ号・ハストラング号・プレストキララ号・ライブリシュロム号



２４０３３ ８月２０日 曇 稍重 （２３新潟４）第３日 第９競走 ��１，８００�
かしわざき

柏 崎 特 別
発走１４時３５分 （ダート・左）

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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

６７ エクストラセック 牡４栗 ５７ 蛯名 正義金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５２４± ０１：５２．６ １．５�

３３ メイショウスクラム 牡５鹿 ５７ 松岡 正海松本 好雄氏 田島 良保 浦河 林 孝輝 ４９０± ０１：５２．７� ８．８�
８１０ アドマイヤジャガー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６８＋１４１：５３．０１� ５．４�
１１ エリモスフィーダ 牡３栗 ５４ 田中 勝春山本 慎一氏 白井 寿昭 えりも エクセルマネジメント ４９０－１０１：５３．１� ３０．３�
５５ ペパーミントラヴ 牝５芦 ５５ 石橋 脩 �社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５１６＋ ２１：５３．２クビ ２９．８�
２２ � ディアシークレット �４青鹿５７ 大野 拓弥寺田千代乃氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４７６＋ ８ 〃 ハナ ３３６．９	
４４ エターナルロブロイ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４９８± ０ 〃 ハナ １５．７

８１１� エーシンテュポーン 牡４鹿 ５７ 小牧 太�栄進堂 松永 昌博 米 Winches-

ter Farm ４８４＋ ２１：５３．９４ ３５．８�
７９ リキアイクロフネ 牡４鹿 ５７ 熊沢 重文高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６８＋ ８１：５４．３２	 ７０．６�
６６ ドリームシガー 牡４黒鹿５７ 木幡 初広セゾンレースホース� 宗像 義忠 新冠 対馬 正 ５３２＋ ６１：５５．７９ ４９．６
７８ オズフェスト 牡３芦 ５４ 北村 宏司�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 小島牧場 B４８８－ ２１：５７．８大差 １１．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３２，９１１，４００円 複勝： １００，９０４，６００円 枠連： １９，８２７，６００円

馬連： ８９，７００，６００円 馬単： ６７，１０３，２００円 ワイド： ３２，６１２，８００円

３連複： ９９，４４８，７００円 ３連単： ２３２，０４６，６００円 計： ６７４，５５５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（３－６） ５００円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド �� ２００円 �� １７０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ５３０円 ３ 連 単 ��� ２，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３２９１１４ 的中 � １７７６４４（１番人気）
複勝票数 計１００９０４６ 的中 � ６９７７４２（１番人気）� ７００７２（３番人気）� ８３７０４（２番人気）
枠連票数 計 １９８２７６ 的中 （３－６） ２９３５２（２番人気）
馬連票数 計 ８９７００６ 的中 �� １３５１７４（２番人気）
馬単票数 計 ６７１０３２ 的中 �� ７５５７６（２番人気）
ワイド票数 計 ３２６１２８ 的中 �� ４３９２６（２番人気）�� ５４６８９（１番人気）�� １５３１９（５番人気）
３連複票数 計 ９９４４８７ 的中 ��� １３８８７４（１番人気）
３連単票数 計２３２０４６６ 的中 ��� ８２８３０（２番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．０―１２．２―１２．９―１３．１―１２．７―１２．６―１２．４―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．８―３６．０―４８．９―１：０２．０―１：１４．７―１：２７．３―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エクストラセック �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．８．１５ 札幌６着

２００７．３．３生 牡４栗 母 エアラグドール 母母 ステラマドリッド ８戦３勝 賞金 ３１，１１３，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オズフェスト号は，平成２３年９月２０日まで平地競走に出走できない。

２４０３４ ８月２０日 曇 良 （２３新潟４）第３日 第１０競走 ��２，２００�
あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）

３歳以上，１，０００万円以下，２２．８．２１以降２３．８．１４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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．１

良

良

２２ オーシャンブルー 牡３鹿 ５４ 福永 祐一青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４４０＋ ４２：１３．７ ２．７�

３３ トウシンイーグル 牡３鹿 ５３ 蛯名 正義�サトー 山内 研二 えりも エクセルマネジメント ４６６－ ２ 〃 クビ ５．６�
４５ � シンボリアニマート 牡５鹿 ５４ 大野 拓弥シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 ４９６＋ ６２：１４．１２� ４１．６�
８１２ プ ラ ー ジ ュ 牝５鹿 ５２ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ４２：１４．２� １７．３�
６９ バイタルスタイル 牝４栗 ５４ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４５４＋ ６２：１４．４１� １１．８�
７１１ ゴールドスパークル 牡５栗 ５５ 石橋 脩 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４３８－ ６ 〃 ハナ ２４．２	
７１０ ハ イ ゲ ー ト 牡５鹿 ５４ 田辺 裕信宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５２４－ ２ 〃 アタマ ３９．６

１１ � リスキープラン 牡４鹿 ５２ 木幡 初広�アイテツ 森 秀行 新ひだか カタオカステーブル ４６２－ ４２：１４．５� ３２８．４�
６８ マイネルウーノ 牡４鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 青森 イズモリファーム ４８４＋ ２２：１４．７１ ２３．３�
４４ � ヒカルマンテンボシ 牡６鹿 ５６ 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 ５０２－ ２２：１４．９１� １７．４
８１３ ガンズオブナバロン 牡５黒鹿５５ 北村 宏司 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８４＋１２ 〃 クビ １７．１�
５６ アーセナルゴール 牡３鹿 ５４ 小牧 太渡邊 隆氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７６－ ６２：１５．３２� ３．３�
５７ � ア リ ガ タ イ 牝４鹿 ５１ 平野 優小田切有一氏 古賀 慎明 日高 山本 通則 B４７８＋ ２２：１６．３６ ３４１．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３８，２５７，７００円 複勝： ５７，４０１，７００円 枠連： ２７，９６６，１００円

馬連： １２５，２４９，５００円 馬単： ７８，５９０，３００円 ワイド： ４１，５７７，８００円

３連複： １４０，５０３，５００円 ３連単： ２７３，７８７，４００円 計： ７８３，３３４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ５４０円 枠 連（２－３） ７５０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １，６８０円 �� ２，５３０円

３ 連 複 ��� ８，９００円 ３ 連 単 ��� ２８，３３０円

票 数

単勝票数 計 ３８２５７７ 的中 � １１４５８９（１番人気）
複勝票数 計 ５７４０１７ 的中 � １２４５６５（１番人気）� ９７６８２（３番人気）� １９７２７（１０番人気）
枠連票数 計 ２７９６６１ 的中 （２－３） ２７７２６（２番人気）
馬連票数 計１２５２４９５ 的中 �� １２７２６５（２番人気）
馬単票数 計 ７８５９０３ 的中 �� ５３３８６（３番人気）
ワイド票数 計 ４１５７７８ 的中 �� ３２４０７（２番人気）�� ５７４２（２３番人気）�� ３７５１（３５番人気）
３連複票数 計１４０５０３５ 的中 ��� １１６５６（２４番人気）
３連単票数 計２７３７８７４ 的中 ��� ７１３４（７４番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．７―１１．８―１２．４―１３．３―１２．９―１２．６―１２．２―１１．９―１１．３―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２３．６―３５．４―４７．８―１：０１．１―１：１４．０―１：２６．６―１：３８．８―１：５０．７―２：０２．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オーシャンブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２０１１．２．５ 小倉６着

２００８．３．２６生 牡３鹿 母 プ ア プ ー 母母 Plains Indian ５戦３勝 賞金 ３０，７３９，０００円



２４０３５ ８月２０日 曇 良 （２３新潟４）第３日 第１１競走 ��１，４００�
ながおか

長岡ステークス
発走１５時４５分 （芝・左）

３歳以上，１，６００万円以下，２２．８．２１以降２３．８．１４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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

２３ ニシノステディー 牝３栗 ５１ 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７２＋ ６１：２１．０ ５．７�

８１４ エイシンパンサー 牝６鹿 ５４ 蛯名 正義平井 豊光氏 野中 賢二 浦河 高野牧場 ４６２± ０ 〃 アタマ ７．６�
７１３ ティアップハーレー 牡５栗 ５６ 村田 一誠田中 昇氏 高木 登 浦河 佐々木 恵一 ４７６－ ２１：２１．２１� ２２８．５�
５８ ツルマルネオ �５鹿 ５５ 中舘 英二鶴田 任男氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ４９８± ０１：２１．３� １７．５�
１１ チャームポット 牝５栗 ５３ 松岡 正海タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ５．０�
６１０ ラ ド ラ ー ダ 牝５青鹿５５ 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ２ 〃 ハナ ６．２	
８１５ マイネショコラーデ 牝３青鹿５１ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ６１：２１．４クビ １３．４

４７ ドリームスカイラブ 牡６黒鹿５５ 石橋 脩セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５０２＋１２ 〃 クビ ４１．０�
３４ ミクロコスモス 牝５鹿 ５６ 福永 祐一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４９２－ ８ 〃 アタマ ２．９�
４６ バイラオーラ 牝５栗 ５２ 伊藤 工真 �キャロットファーム 栗田 徹 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０－１０１：２１．８２� １０５．３
７１２ トーホウカイザー 牡６黒鹿５４ 大庭 和弥東豊物産� 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ５００＋ ８１：２１．９クビ ４５．９�
２２ アキノパンチ 牡７鹿 ５２ 西田雄一郎穐吉 正孝氏 日吉 正和 静内 松田 三千雄 ５０２－ ４ 〃 ハナ ３８２．６�
３５ � ロードバロック 牡６鹿 ５３ 柴田 善臣 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４３４± ０１：２２．０� ３２．６�
６１１ クリールバレット 牡７鹿 ５２ 木幡 初広横山 修二氏 稲葉 隆一 三石 城地 清満 ４７０＋ ２１：２２．６３� １５３．１�
５９ ホクトグレイン 牝５鹿 ５３ 江田 照男布施 光章氏 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ６１：２３．０２� １１７．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５８，２０５，９００円 複勝： ９４，２１８，０００円 枠連： ５４，９７３，３００円

馬連： ２６６，７７１，７００円 馬単： １４５，９２１，３００円 ワイド： ８０，０４６，３００円

３連複： ３００，６５９，２００円 ３連単： ６１９，６１４，０００円 計： １，６２０，４０９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２５０円 � ２７０円 � ４，３４０円 枠 連（２－８） １，４４０円

馬 連 �� ２，２３０円 馬 単 �� ４，３００円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ９，２３０円 �� １７，３７０円

３ 連 複 ��� １１１，０００円 ３ 連 単 ��� ４３７，１７０円

票 数

単勝票数 計 ５８２０５９ 的中 � ８１７８５（３番人気）
複勝票数 計 ９４２１８０ 的中 � １１３７０６（３番人気）� １０２０７６（５番人気）� ４５３２（１４番人気）
枠連票数 計 ５４９７３３ 的中 （２－８） ２８３２３（７番人気）
馬連票数 計２６６７７１７ 的中 �� ８８４３８（１０番人気）
馬単票数 計１４５９２１３ 的中 �� ２５０６０（１９番人気）
ワイド票数 計 ８００４６３ 的中 �� ２４２６２（１０番人気）�� ２０７７（５７番人気）�� １１００（７４番人気）
３連複票数 計３００６５９２ 的中 ��� １９９９（１６７番人気）
３連単票数 計６１９６１４０ 的中 ��� １０４６（７４４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１１．７―１１．９―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２２．９―３４．２―４５．９―５７．８―１：０９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．８―３F３５．１
３ １３，１４，３，１５（１，９）８，１０（６，１２）５（２，１１，７）４ ４ ・（１３，１４）（３，１５）１（９，８）（６，１０，１２）（５，７）（２，１１）４

勝馬の
紹 介

ニシノステディー �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．７．１０ 福島６着

２００８．４．１８生 牝３栗 母 セイウンタカコ 母母 ヘイセイイブ １２戦４勝 賞金 ５１，１２１，０００円
〔制裁〕 ミクロコスモス号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（５番・１２番への

進路影響）

２４０３６ ８月２０日 曇 良 （２３新潟４）第３日 第１２競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０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

６８ カ ル マ ー ト 牝３黒鹿５２ 福永 祐一 �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 ４８０＋ ４１：４７．４ ４．５�

６７ エチゴイチエ 牡３鹿 ５４ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６ 〃 ハナ ３．８�
２２ マイティージュニア 牡３黒鹿５４ 田辺 裕信本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９４－ ６１：４７．９３ １３．８�
４４ 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 ４８４＋ ２１：４８．２１� １０．０�
５６ � ダ ノ ン ロ ゼ 牡５鹿 ５７ 小牧 太�ダノックス 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８６＋１０１：４８．３� ９５．５�
７１０ テキサスルビー 牝３青 ５２ 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４３０＋ ４１：４８．４� ６．２	
７９ マ ヒ ナ 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４６０＋ ８１：４８．７１� ３．０

３３ ケイアイアレス 牡３栗 ５４ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 ４７８＋ ４１：４８．９１� １２９．０�
５５ ラタンバスケット 牝５栗 ５５ 田中 勝春 �社台レースホース小島 太 千歳 社台ファーム ４８２＋ ６１：４９．０クビ ３０．２�
１１ フ ジ チ ャ ン 牝３鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次臼井義太郎氏 清水 英克 新ひだか 中田 英樹 ４５６－ ６ 〃 クビ ３２．９
８１１ ミエノグレース 牝４栗 ５５ 中舘 英二里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B４９６－ ２１：４９．２１� １９９．１�
８１２ ドビュッシー 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �ワールド・パーム 高橋 裕 新ひだか 斉藤スタッド ４９０＋ ２１：４９．３クビ １１３．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ４６，４５３，８００円 複勝： ６４，３５６，０００円 枠連： ３４，３８８，０００円

馬連： １２１，８３５，７００円 馬単： ７７，３０８，９００円 ワイド： ４５，７３４，６００円

３連複： １３４，５０３，６００円 ３連単： ２９６，４５６，４００円 計： ８２１，０３７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ３３０円 枠 連（６－６） １，０３０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，１１０円

ワ イ ド �� ３９０円 �� ７９０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ４，４３０円 ３ 連 単 ��� ２０，６００円

票 数

単勝票数 計 ４６４５３８ 的中 � ８３１２１（３番人気）
複勝票数 計 ６４３５６０ 的中 � １２９２４１（２番人気）� ９８６７２（３番人気）� ４１４７４（６番人気）
枠連票数 計 ３４３８８０ 的中 （６－６） ２４８５１（４番人気）
馬連票数 計１２１８３５７ 的中 �� ８３５５１（４番人気）
馬単票数 計 ７７３０８９ 的中 �� ２７１３３（７番人気）
ワイド票数 計 ４５７３４６ 的中 �� ３２０４７（３番人気）�� １３７４４（１２番人気）�� １１９４５（１３番人気）
３連複票数 計１３４５０３６ 的中 ��� ２２４２２（１４番人気）
３連単票数 計２９６４５６４ 的中 ��� １０６２５（７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１１．９―１２．３―１２．６―１１．８―１１．４―１１．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３６．３―４８．６―１：０１．２―１：１３．０―１：２４．４―１：３５．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ル マ ー ト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 エアジハード デビュー ２０１０．９．１８ 札幌５着

２００８．３．６生 牝３黒鹿 母 キープクワイエット 母母 ビーサイレント １１戦２勝 賞金 ２０，３５０，０００円



（２３新潟４）第３日 ８月２０日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７４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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２５，４８０，０００円
６，３９０，０００円
９，３００，０００円
２，０４０，０００円
２１，３７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６０，６６４，５００円
５，７５８，８００円
１，７２２，６００円

勝馬投票券売得金
３３１，１４８，４００円
６１８，８９４，５００円
２５８，２７０，３００円
９８２，６６３，２００円
６５１，０７４，１００円
３６３，６８８，５００円
１，１７０，３３２，８００円
２，２９３，３４０，６００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
計 ６，６６９，４１２，４００円

総入場人員 ９，４９４名 （有料入場人員 ８，２０６名）


