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２４０３７ ８月２１日 曇 良 （２３新潟４）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

８９ ロベルクランツ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４２２－ ４１：１０．９ ２．３�

８８ ヨシールプリンセス 牝２鹿 ５４ 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４２２－ ２ 〃 クビ ３．９�
２２ カシノアゲート 牡２黒鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 ４５０－ ２１：１２．０７ ４１．３�
４４ マイネルプレジャー 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム ４８０＋ ８１：１２．２１� ２０．３�
１１ 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 ４３４＋ ２１：１２．４１� ２．２�
７７ 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 ４５２＋ ４１：１２．５� ５３．９	
６６ ヴァリューメイク 牡２栗 ５４ 的場 勇人杉山 美惠氏 的場 均 むかわ 上水牧場 ４６８－ ２１：１２．７１� １６８．１

３３ イデアシュリュー 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信益田 修一氏 中野 栄治 浦河 馬道 繁樹 ４１４－ ４１：１２．９１� １１８．６�
５５ ダイメイカントリー 牡２鹿 ５４ 小林 淳一宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 漆原 武男 ４６２＋ ４１：１３．７５ ３５０．６�

（９頭）

売 得 金

単勝： １４，３７０，２００円 複勝： ３６，０７８，５００円 枠連： １０，３８１，５００円

馬連： ３０，１５１，５００円 馬単： ３０，９０９，５００円 ワイド： １４，３０６，０００円

３連複： ４４，６４８，２００円 ３連単： １１８，９５９，９００円 計： ２９９，８０５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � ２００円 � ７００円 枠 連（８－８） ３９０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ６１０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ７１０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ２，５８０円 ３ 連 単 ��� ５，６６０円

票 数

単勝票数 計 １４３７０２ 的中 � ４９３７４（２番人気）
複勝票数 計 ３６０７８５ 的中 � １５２３３８（１番人気）� ３８１７０（３番人気）� ７４２０（５番人気）
枠連票数 計 １０３８１５ 的中 （８－８） １９７６２（２番人気）
馬連票数 計 ３０１５１５ 的中 �� ５７４９１（２番人気）
馬単票数 計 ３０９０９５ 的中 �� ３７４０１（３番人気）
ワイド票数 計 １４３０６０ 的中 �� ２５３２１（３番人気）�� ４２７４（７番人気）�� ３４７２（８番人気）
３連複票数 計 ４４６４８２ 的中 ��� １２７９１（８番人気）
３連単票数 計１１８９５９９ 的中 ��� １５５３０（１３番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．７―１２．１―１１．６―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．４―３６．５―４８．１―５９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロベルクランツ 
�
父 アドマイヤムーン 

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１１．７．３１ 新潟２着

２００９．３．２７生 牡２鹿 母 アルフェッカ 母母 タケショウティアラ ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円

２４０３８ ８月２１日 曇 良 （２３新潟４）第４日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０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

１：３１．８
１：３１．４

良

良

５１０ ローレルソラン 牡３鹿 ５６ 江田 照男 �ローレルレーシング 河野 通文 新冠 �渡 信義 ４５２＋ ４１：３５．１ ６．１�

２４ � レディスウィフト 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�谷川牧場 二ノ宮敬宇 米
Hill ’n’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Ed-
ward McGhee

４８２＋ ４１：３５．３１� ３．９�
８１６� ルージュクール 牝３青鹿５２ 岩田 康誠吉田 和美氏 堀 宣行 豪

Arrowfield Pastoral Pty
Ltd & Planette Thor-
oughbred Trading

４４０＋ ２１：３５．６１� ２．２�
３５ 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 ５０８＋ ２１：３５．７� ５．０�
７１３ エメラルスピード 牡３栗 ５６ 柴田 大知高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 中村 雅明 ４６６＋ ２１：３６．１２� ５５．８	
７１４ エメラルストーン 牝３栗 ５４

５１ ▲平野 優高橋 勉氏 松永 康利 浦河 猿橋 義昭 ４５６＋ ９１：３６．３１� ２５１．９

２３ タケショウデオ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４６４＋２０１：３６．４� １３４．８�
６１２ ネロスパーダ 牡３黒鹿５６ 田中 勝春藤井 謙氏 鈴木 伸尋 浦河 日東牧場 ４４８－ ２ 〃 ハナ １５８．２�
８１８ カ チ ド キ 牡３栗 ５６

５５ ☆川須 栄彦中村 政勝氏 池上 昌弘 新ひだか 畠山牧場 ４８２ ― 〃 クビ １６１．６
７１５ マリブビーチ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：３６．５� １３．８�
６１１ チャンピオンダイヤ 牝３栗 ５４ 伊藤 工真坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 日優牧場 ５００＋ ８１：３６．６� ３８０．３�
４８ ハーツドリーマー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹村井 良孝氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４１４－ ２ 〃 クビ ３５．１�
８１７ ラブヘリテージ 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人和泉 憲一氏 小西 一男 新ひだか 北洋牧場 ４５８－１０１：３６．９１� ５２２．５�
３６ ダイワリューリン 牡３黒鹿５６ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５３２ ―１：３７．１１	 ２５０．６�
１２ レ イ メ イ 牡３鹿 ５６

５５ ☆高倉 稜岡田 牧雄氏 松永 康利 浦河 浦河小林牧場 ４４４± ０１：３７．３１	 ３２５．５�
１１ クリノエンドレス 牝３鹿 ５４ 村田 一誠栗本 博晴氏 本間 忍 日高 山際 辰夫 ４３４＋ ４１：３７．６１� ９９．６�
５９ サンマルグロワール 牡３鹿 ５６ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 ５８８＋ ４１：３７．８１	 ２５１．５�
４７ スズノエミー 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥小紫惠美子氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ４６０ ―１：３８．１１� ３１８．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，４９３，７００円 複勝： ３３，７０８，１００円 枠連： １３，０４２，６００円

馬連： ４９，３０５，０００円 馬単： ３６，１１８，２００円 ワイド： ２０，４５７，６００円

３連複： ６３，０１１，８００円 ３連単： １０８，５９７，６００円 計： ３４３，７３４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（２－５） １，１３０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，６１０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ３４０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 ��� ８，６００円

票 数

単勝票数 計 １９４９３７ 的中 � ２５５１０（４番人気）
複勝票数 計 ３３７０８１ 的中 � ５０６０３（４番人気）� ６１９３７（２番人気）� １０１８３６（１番人気）
枠連票数 計 １３０４２６ 的中 （２－５） ８５５３（６番人気）
馬連票数 計 ４９３０５０ 的中 �� ３３８７８（５番人気）
馬単票数 計 ３６１１８２ 的中 �� １０２２２（１１番人気）
ワイド票数 計 ２０４５７６ 的中 �� １３４６４（５番人気）�� １４４０４（４番人気）�� ２４５７１（１番人気）
３連複票数 計 ６３０１１８ 的中 ��� ５３０５７（２番人気）
３連単票数 計１０８５９７６ 的中 ��� ９３２７（２４番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．６―１２．２―１２．５―１２．３―１０．９―１０．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．７―３６．９―４９．４―１：０１．７―１：１２．６―１：２３．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ローレルソラン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Gulch デビュー ２０１０．１１．２８ 東京４着

２００８．３．１７生 牡３鹿 母 ソ ラ ー ラ 母母 Mount Helena ５戦１勝 賞金 ７，６８０，０００円

第４回　新潟競馬　第４日



２４０３９ ８月２１日 曇 稍重 （２３新潟４）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）

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

５８ ゴールドエンジュ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４４４± ０１：５４．４ ５．９�

５９ トーセンビート 牝３鹿 ５４ 北村 宏司島川 �哉氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４７８± ０１：５４．７２ ４．６�
４６ リアルボイス 牝３栗 ５４ 岩田 康誠宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４５４－ ２１：５５．３３� ２．５�
１１ レインボーデイズ 牝３栗 ５４

５３ ☆川須 栄彦�ターフ・スポート鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４２６－ ４１：５５．６２ １６．７�
８１５ メ メ エ ナ ン 牝３黒鹿５４ 江田 照男本谷 惠氏 萱野 浩二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６８－１０１：５５．７クビ １９．０�
４７ 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 ４２０＋ ６１：５５．９１� １０．５

２３ テンジンテンニョ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優	テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 ４４８－ ２１：５６．２１� ２７０．９�
８１４ ファヴェラシック 牝３栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B４５４＋ ８１：５６．６２� １１．１�
３４ グッドランスター 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信小林 章氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４７６＋ ２１：５７．０２� ７９．０
２２ ヤマニンアンフォラ 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４４２± ０１：５７．３２ ３６５．６�
６１０ フィクスドスター 牝３青鹿５４ 村田 一誠井口 莞爾氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ３９８－ ３１：５７．９３� ２６１．８�
３５ ファストカラー 牝３栗 ５４ 中舘 英二 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：５９．５１０ １０．３�
６１１ ジョウテンティアラ 牝３青 ５４

５１ ▲嶋田 純次田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４２０＋ ６２：００．５６ ２１９．２�
７１３ エターナリー 牝３栗 ５４ 的場 勇人栗坂 崇氏 伊藤 伸一 日高 中川牧場 ４６４－ ６２：００．７１� ２９８．４�
７１２ ゴールドアグライア 牝３鹿 ５４ 木幡 初広西浦 和男氏 稲葉 隆一 浦河 丸幸小林牧場 ４５８＋ ６ 〃 クビ ２６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，９０６，７００円 複勝： ２９，３５８，７００円 枠連： １６，２０８，１００円

馬連： ４８，９３７，９００円 馬単： ３３，２５６，５００円 ワイド： ２０，１９０，９００円

３連複： ６３，３３８，５００円 ３連単： １０３，２１９，９００円 計： ３３２，４１７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １５０円 枠 連（５－５） １，１３０円

馬 連 �� １，１４０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ３５０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ８，５７０円

票 数

単勝票数 計 １７９０６７ 的中 � ２４０８７（３番人気）
複勝票数 計 ２９３５８７ 的中 � ４７７２３（３番人気）� ５９１９４（１番人気）� ５５２１８（２番人気）
枠連票数 計 １６２０８１ 的中 （５－５） １０６４８（４番人気）
馬連票数 計 ４８９３７９ 的中 �� ３１９３４（３番人気）
馬単票数 計 ３３２５６５ 的中 �� ９９９７（９番人気）
ワイド票数 計 ２０１９０９ 的中 �� １１５５９（３番人気）�� １３９９５（２番人気）�� ２２８７１（１番人気）
３連複票数 計 ６３３３８５ 的中 ��� ４０９４４（１番人気）
３連単票数 計１０３２１９９ 的中 ��� ８８９６（１６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．５―１２．９―１３．５―１３．２―１２．９―１３．０―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．９―３６．８―５０．３―１：０３．５―１：１６．４―１：２９．４―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．０
１
３
８，９（３，６）７，４（１５，１１）（２，１０，１４）（５，１２）１，１３・（８，９）（３，６）７（４，１５）－１４（２，１１）（５，１０）１－（１３，１２）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ゴールドエンジュ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１１．６ 福島２着

２００８．３．１０生 牝３鹿 母 ゴールドサーパス 母母 ダイトウカラフル ５戦１勝 賞金 ９，６５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファストカラー号・ジョウテンティアラ号・エターナリー号・ゴールドアグライア号は，平成２３年９月

２１日まで平地競走に出走できない。

２４０４０ ８月２１日 雨 良 （２３新潟４）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）

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

２２ ショウナンサミット 牡５栗 ６０ 大庭 和弥国本 哲秀氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５０± ０３：０９．９ ２．３�

１１ � コブラボール 牡７青鹿６０ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４７８± ０ 〃 クビ ７．５�
５７ レオソリスト 牡６黒鹿６０ 平沢 健治�レオ 岩戸 孝樹 平取 協栄組合 ５３０－ ２ 〃 ハナ ３．６�
４４ � モ ル エ ラ ン �６青鹿６０ 柴田 大知 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 ４７０± ０３：１０．１１� １１．１�
３３ 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 ４９４＋ ６３：１０．７３� ５．５�
７１０ カシマパステル 牝４鹿 ５８ 鈴木 慶太松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４５４＋ ６３：１０．８� ５４．６	
８１２ ビルトミーアップ 牝６鹿 ５８ 五十嵐雄祐飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７２± ０３：１１．７５ ５０．３

７１１ スーパーティチャー 牝４鹿 ５８ 草野 太郎福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８８± ０ 〃 アタマ ７９．１�
５６ ヴィーヴァシャトル 牡５栗 ６０ 江田 勇亮芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 ５００－ ２３：１１．９１� ４３．１�
８１３ ジュヌドラゴン 牡４黒鹿６０ 山本 康志林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８－ ４３：１２．１１� ２６．６
４５ タイキデイブレイク �４鹿 ６０ 高野 和馬�大樹ファーム 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム ４５６－ ２３：１２．７３� ９４．９�
６８ レスピエーグル 牡４鹿 ６０ 水出 大介佐竹 虔介氏 高柳 瑞樹 新ひだか キヨミネ牧場 ４８０＋１４３：１４．１９ １４３．２�
６９ トモロスリリング 牡３栗 ５８ 石神 深一戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 B４８６＋２０３：１６．３大差 １７８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，３３０，１００円 複勝： １８，４６２，１００円 枠連： １１，５７０，７００円

馬連： ３５，２１１，１００円 馬単： ２８，４９０，４００円 ワイド： １４，３４４，０００円

３連複： ４８，４０７，３００円 ３連単： ９６，３３７，５００円 計： ２６６，１５３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（１－２） ７４０円

馬 連 �� ８４０円 馬 単 �� １，１４０円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ２４０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� ９１０円 ３ 連 単 ��� ３，４６０円

票 数

単勝票数 計 １３３３０１ 的中 � ４６６４１（１番人気）
複勝票数 計 １８４６２１ 的中 � ５４９４３（１番人気）� ２１４２６（４番人気）� ３６４２２（２番人気）
枠連票数 計 １１５７０７ 的中 （１－２） １１５９３（３番人気）
馬連票数 計 ３５２１１１ 的中 �� ３１０２０（４番人気）
馬単票数 計 ２８４９０４ 的中 �� １８５２３（４番人気）
ワイド票数 計 １４３４４０ 的中 �� １０２１９（４番人気）�� １６３９８（１番人気）�� ６７４４（７番人気）
３連複票数 計 ４８４０７３ 的中 ��� ３９６６４（２番人気）
３連単票数 計 ９６３３７５ 的中 ��� ２０５５４（７番人気）

上り １マイル １：４４．７ ４F ４９．４－３F ３６．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンサミット �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 In The Wings デビュー ２００８．６．２１ 阪神６着

２００６．２．１７生 牡５栗 母 バブルウイングス 母母 Bubble Prospector 障害：８戦１勝 賞金 １４，９００，０００円
※出走取消馬 カネスラファール号（疾病〔右寛跛行〕のため）



２４０４１ ８月２１日 雨 良 （２３新潟４）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

８１７ ヴュルデバンダム 牝２青鹿５４ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４４２ ―１：５２．１ １１．１�

５１０ アイスフォーリス 牝２芦 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４７０ ― 〃 クビ ３．１�
４７ � ミルクディッパー 牡２黒鹿５４ 村田 一誠�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management ５２８ ―１：５２．４１� ７．７�
６１２ マイネサムサラ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４２６ ―１：５２．８２� １０．６�
３６ ギャルソニエール 牝２栗 ５４ 岩田 康誠大谷 正嗣氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４２ ― 〃 クビ １０．３�
１２ スナーククラウン 牡２鹿 ５４ 中舘 英二杉本仙次郎氏 藤岡 範士 新ひだか グランド牧場 ４５６ ―１：５３．０１� ６．５	
６１１ アラビアンジョージ 牡２鹿 ５４ 江田 照男吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 浦河 南部 功 ４３８ ―１：５３．１� ６９．９

５９ アポログランツ 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 青森 今川 満良 ４６６ ―１：５３．３１	 ４６．２�
７１３ キョウワアマテラス 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ４７２ ―１：５３．４� １９．０�
３５ ヘ ル ト 牡２栗 ５４ 吉田 豊前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 佐藤 陽一 ４４０ ―１：５３．８２� ３９．２
４８ ゴットコーズウェイ 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦後藤 進氏 木原 一良 新冠 パカパカ
ファーム ４６０ ― 〃 クビ ７１．４�

７１４ ナンヨーガンバロー 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 手塚 貴久 新ひだか 増本牧場 ４９２ ―１：５３．９クビ ９５．７�
８１６ ダイシンキャンディ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信大八木信行氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２８ ―１：５４．４３ ６．１�
８１５ メイスンキャプテン 牡２栗 ５４ 大野 拓弥梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 ４６４ ―１：５４．７２ １３９．８�
１１ ウエスタンロッサ 牝２青鹿５４ 石橋 脩西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか ウエスタンファーム ４７２ ―１：５５．４４ ２３３．５�
２４ エーシンクイチャー 牡２黒鹿５４ 武 豊�栄進堂 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４５８ ―１：５５．５� １８．４�
２３ マキシムガロー 牝２鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜小田 廣美氏 梅田 康雄 新ひだか グランド牧場 ４９２ ―１：５５．８１� ２８６．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １８，６６２，４００円 複勝： ２９，５５５，１００円 枠連： １８，０９２，６００円

馬連： ５４，７８７，２００円 馬単： ３５，８１７，７００円 ワイド： ２２，３０２，９００円

３連複： ７０，１９６，１００円 ３連単： １０４，４０２，０００円 計： ３５３，８１６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１１０円 複 勝 � ２３０円 � １４０円 � ２２０円 枠 連（５－８） ６００円

馬 連 �� １，５６０円 馬 単 �� ４，０１０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� １，０１０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ２，９３０円 ３ 連 単 ��� １９，３８０円

票 数

単勝票数 計 １８６６２４ 的中 � １３３３５（７番人気）
複勝票数 計 ２９５５５１ 的中 � ２９３４９（５番人気）� ６９１１９（１番人気）� ３２１４１（３番人気）
枠連票数 計 １８０９２６ 的中 （５－８） ２２６１７（１番人気）
馬連票数 計 ５４７８７２ 的中 �� ２６０７３（５番人気）
馬単票数 計 ３５８１７７ 的中 �� ６５９３（１３番人気）
ワイド票数 計 ２２３０２９ 的中 �� ８１８２（６番人気）�� ５２２４（１０番人気）�� １１４５５（２番人気）
３連複票数 計 ７０１９６１ 的中 ��� １７７３３（５番人気）
３連単票数 計１０４４０２０ 的中 ��� ３９７６（３８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２５．０―３７．４―５０．９―１：０４．８―１：１８．３―１：３０．０―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３３．８
３ ・（７，９）１１（２，１２）１０（６，３，１４）（１３，１６）（８，１７）５，１５－４－１ ４ ・（７，９）（２，１１）（６，１０，１２）（５，１３，１４）（３，１６）（８，１７，１５）４－１

勝馬の
紹 介

ヴュルデバンダム �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 リファーズウィッシュ 初出走

２００９．４．２８生 牝２青鹿 母 ウイッシュバンダム 母母 ダイナスクエア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 アイスフォーリス号の騎手松岡正海は，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３０，０００円。（７番への進路

影響）

２４０４２ ８月２１日 曇 良 （２３新潟４）第４日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００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

７１４ アラマサコマンダー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２２＋ ２２：００．８ ２１．８�

３６ スターブルーウッド 牝３栗 ５４ 中舘 英二飯田総一郎氏 柴崎 勇 新ひだか 落合 一巳 ４７６＋ ４２：０２．０７ １０．６�
８１７ ピ カ ソ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５０６＋ ８ 〃 アタマ ２．２�
７１３ ミケランジェロ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 大道 秀男 ４４６＋ ４２：０２．２１� ７１．７�
１１ コスモウィッシュ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 駿河牧場 ４２４＋ ８２：０２．４１� ３３．０�
５９ シンボリドンナー 牡３鹿 ５６ 江田 照男シンボリ牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 ４７０－ ８ 〃 クビ ３５．５�
５１０ ダイワスプレンダー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４１６＋１０２：０２．６１� １７１．９	
２４ シルクスローン 牡３栗 ５６ 岩田 康誠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 ４６２－ ６２：０２．７クビ ３．２

６１１ ショウナンランド 牡３青鹿５６ 田辺 裕信国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５０８＋ ２２：０２．９１� ２１．０�
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 ４３２＋ ４２：０３．１１� ６５６．９�
４７ ハートノイヤリング 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 千津氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４８２＋ ４２：０３．３１� ３４．３
１２ スペシャルダンス 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次有限会社シルク高市 圭二 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４－ ６２：０３．５１� １４１．３�

４８ ライフイズライフ 牡３鹿 ５６
５３ ▲平野 優吉田 安惠氏 松山 康久 安平 追分ファーム B４３６＋ ６ 〃 クビ １０６．５�

６１２ 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 ４５２＋ ６２：０４．１３� ６２．７�
８１６ スバルオーロラ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠野村 勇氏 菊沢 隆徳 青森 オオタ牧場 B５００± ０ 〃 アタマ ６．７�
２３ ホワイトスターズ 牝３芦 ５４ 的場 勇人エデンアソシエーション 牧 光二 新ひだか 田中 裕之 ４５０＋ ４ 〃 ハナ １９７．３�
８１５ トゲツカンノン 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗嶋 豊明氏 坂本 勝美 平取 スガタ牧場 ４１６－ ６２：０４．８４ ６６１．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２４，００６，２００円 複勝： ３２，７０２，１００円 枠連： ２１，１２８，４００円

馬連： ５７，０２１，４００円 馬単： ４２，９３０，１００円 ワイド： ２６，４５９，３００円

３連複： ７３，００９，４００円 ３連単： １２８，７８５，２００円 計： ４０６，０４２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１８０円 複 勝 � ３７０円 � ２４０円 � １４０円 枠 連（３－７） ５，６５０円

馬 連 �� ７，２６０円 馬 単 �� １８，３６０円

ワ イ ド �� ２，３４０円 �� ７４０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ５，６７０円 ３ 連 単 ��� ７９，１４０円

票 数

単勝票数 計 ２４００６２ 的中 � ８６９３（６番人気）
複勝票数 計 ３２７０２１ 的中 � １７６７８（５番人気）� ３２５３４（４番人気）� ８８０９３（１番人気）
枠連票数 計 ２１１２８４ 的中 （３－７） ２７６４（１７番人気）
馬連票数 計 ５７０２１４ 的中 �� ５８０１（２３番人気）
馬単票数 計 ４２９３０１ 的中 �� １７２６（５０番人気）
ワイド票数 計 ２６４５９３ 的中 �� ２５６９（２４番人気）�� ８８２２（７番人気）�� １６８０８（３番人気）
３連複票数 計 ７３００９４ 的中 ��� ９５０４（１４番人気）
３連単票数 計１２８７８５２ 的中 ��� １２０１（２１４番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．９―１２．４―１２．０―１２．３―１２．７―１２．２―１２．０―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．２―３５．１―４７．５―５９．５―１：１１．８―１：２４．５―１：３６．７―１：４８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

アラマサコマンダー �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２０１０．９．１８ 中山４着

２００８．４．１１生 牝３鹿 母 セタガヤウタヒメ 母母 アラホウトク １１戦１勝 賞金 ９，１７０，０００円



２４０４３ ８月２１日 曇 良 （２３新潟４）第４日 第７競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０分（番組第８競走を順序変更） （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

２：１１．６
２：１０．１

良

良

１１ ラッキーバニラ 牡４青鹿５７ 岩田 康誠吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４９２± ０２：２０．３ ２．０�

５５ エーシンアルカウス 牡４黒鹿５７ 田辺 裕信�栄進堂 久保田貴士 浦河 小柳牧場 ４６０± ０２：２０．８３ ３．７�
６６ ディープスノー 牝３鹿 ５２ 吉田 豊齊藤四方司氏 小桧山 悟 新冠 石郷岡 雅樹 ４５０＋ ８２：２１．０１� ３．４�
３３ ドリームネイチヤー 牡４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４３２± ０２：２１．１� ６．４�
７７ 	 ウォッチバレー 牡３鹿 ５４ 江田 照男金井 順一氏 石栗 龍彦 日高 沖田牧場 ４５６－ ２２：２１．２� ６９．８�
２２ フーガフューグ 牝４黒鹿５５ 大庭 和弥千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６６＋ ２２：２１．３
 ４７．９�
４４ 	 ニ ン グ ル 牡５鹿 ５７ 柴田 大知�ダイリン 河野 通文 日高 大沢育成牧場 ４３２＋ ４２：２１．５１� １０９．８	

（７頭）

売 得 金

単勝： ２３，５１５，２００円 複勝： ２２，６９５，７００円 枠連： 発売なし

馬連： ４２，３８４，１００円 馬単： ４０，１９１，１００円 ワイド： １３，４３３，４００円

３連複： ４１，３９０，４００円 ３連単： １６０，６６７，４００円 計： ３４４，２７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � １４０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２５０円 馬 単 �� ４１０円

ワ イ ド �� １３０円 �� １５０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ２５０円 ３ 連 単 ��� ７７０円

票 数

単勝票数 計 ２３５１５２ 的中 � ９２６５１（１番人気）
複勝票数 計 ２２６９５７ 的中 � ８７７１６（１番人気）� ５６９２６（２番人気）
馬連票数 計 ４２３８４１ 的中 �� １２９８８９（１番人気）
馬単票数 計 ４０１９１１ 的中 �� ７３２１０（１番人気）
ワイド票数 計 １３４３３４ 的中 �� ３２２８１（１番人気）�� ２１７５７（２番人気）�� １５１４１（４番人気）
３連複票数 計 ４１３９０４ 的中 ��� １２３９８３（１番人気）
３連単票数 計１６０６６７４ 的中 ��� １５４５１１（１番人気）

ハロンタイム １３．５―１２．２―１２．８―１３．７―１４．１―１３．７―１３．３―１３．１―１１．８―１０．８―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．５―２５．７―３８．５―５２．２―１：０６．３―１：２０．０―１：３３．３―１：４６．４―１：５８．２―２：０９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３３．９
１
３
１，５－２，６，３，７，４・（１，５）（２，３）６，７，４

２
４
１，５－２－６－（３，７）４・（１，５）３，２（６，７）－４

勝馬の
紹 介

ラッキーバニラ 

�
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 ２００９．９．２７ 中山１０着

２００７．４．４生 牡４青鹿 母 フ ウ レ イ カ 母母 セトフローリアンⅡ ２０戦３勝 賞金 ３５，４６０，０００円

２４０４４ ８月２１日 曇 稍重 （２３新潟４）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（番組第７競走を順序変更） （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 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 ４６０＋ ２１：１１．６ ３．９�

１１ 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 ４１８－ ２ 〃 ハナ ２２．１�
３５ ラガーリンリン 牝４芦 ５５ 吉田 豊奥村 啓二氏 池添 兼雄 新ひだか 前川 正美 ４８４＋ ６１：１１．８１ ４．８�
２２ マ ル コ フ ジ 牡３栗 ５４ 岩田 康誠岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川牧場 ４６０＋１２ 〃 クビ ２１．５�
５９ キクノフェーデ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５２２＋ ６１：１２．２２� ５．０�
２３ ビッグサンダー 牡４栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４９４＋ ３１：１２．６２� ２２９．２�
４７ アドバンスペリー 牡４鹿 ５７ 江田 照男堀越 毅一氏 池上 昌弘 新冠 川上牧場 B４８２－ ４１：１２．９１� ４８８．８	
５８ プ ロ ポ ー ズ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海河村 祥史氏 鹿戸 雄一 浦河 吉田 又治 ４７８＋ ２１：１３．１１� ２９．９

６１１ ポルトゥエンセ 牝４黒鹿５５ 大野 拓弥 �社台レースホース粕谷 昌央 千歳 社台ファーム B４９６－１０ 〃 ハナ １３３．５�
３４ ネオエピック 牡４青鹿５７ 北村 宏司小林 仁幸氏 牧 光二 新ひだか 元道牧場 B４２４－ ２１：１３．４１� ２８２．９
７１３ ハードパワー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹中澤 幸幹氏 高橋 裕 日高トヨサトアライファーム ４７０± ０１：１３．５� ２５９．７�
８１４ ゲーリックストーム 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ４９２－ ２ 〃 クビ ２．７�
７１２ ロイヤルサルート 牡３栗 ５４

５１ ▲平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８０－ ２１：１３．６クビ ６２．８�
８１５ ナムラストリーク 牝３栗 ５２ 伊藤 直人奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４４８＋１０１：１４．０２� ３６．８�
６１０ ミスグロリアス 牝３青 ５２

４９ ▲嶋田 純次田島榮二郎氏 谷原 義明 青森 明成牧場 B４３４± ０１：１４．２１ ４１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，９６７，６００円 複勝： ４９，９８６，０００円 枠連： ２１，７１６，９００円

馬連： ８６，５６８，５００円 馬単： ５２，３２２，４００円 ワイド： ３２，３９９，６００円

３連複： １０１，１０８，１００円 ３連単： １７５，２８３，５００円 計： ５４８，３５２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １４０円 � ３８０円 � １７０円 枠 連（１－４） ３，９５０円

馬 連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ６，１２０円

ワ イ ド �� ９５０円 �� ２８０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ３，６１０円 ３ 連 単 ��� ２７，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２８９６７６ 的中 � ５９６２２（２番人気）
複勝票数 計 ４９９８６０ 的中 � １２１６７９（１番人気）� ２４６４４（５番人気）� ８２３５９（４番人気）
枠連票数 計 ２１７１６９ 的中 （１－４） ４０６７（１４番人気）
馬連票数 計 ８６５６８５ 的中 �� ２０８２４（１０番人気）
馬単票数 計 ５２３２２４ 的中 �� ６３１６（１８番人気）
ワイド票数 計 ３２３９９６ 的中 �� ７７９６（８番人気）�� ３３７０１（２番人気）�� ７２０２（１０番人気）
３連複票数 計１０１１０８１ 的中 ��� ２０６９０（８番人気）
３連単票数 計１７５２８３５ 的中 ��� ４７７６（７５番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．２―１１．８―１２．５―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２３．１―３４．９―４７．４―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウブエナス �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Housebuster デビュー ２０１０．３．１３ 中山１４着

２００７．１．２３生 牝４栗 母 ルビーベイビー 母母 On the Bench １６戦３勝 賞金 ３８，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２４０４５ ８月２１日 曇 良 （２３新潟４）第４日 第９競走 ��
��１，４００�

し ば た じ ょ う

新 発 田 城 特 別
発走１４時３５分 （芝・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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

８１７ ポールアックス �５鹿 ５７ 中舘 英二山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０４－１２１：２１．６ ４９．４�

８１６ ウィルパワー 牝４鹿 ５５ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４５０± ０１：２１．７� ２．５�
５１０ カイシュウコロンボ 牡３青鹿５４ 北村 宏司飯村 孝男氏 領家 政蔵 新冠 中本 隆志 ４７２＋ ２１：２１．８	 ５．３�
５９ ダノンボルケーノ 牡４栗 ５７ 田中 勝春�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６１：２１．９	 ４３．９�
７１４ 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 ４６８－ ６１：２２．１１
 ５．７�
１１ コスモドロス 牡５鹿 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム ４５８＋１０１：２２．３１
 ２９．７	
４８ � セイウンリファイン 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones B４８０± ０ 〃 クビ ６０．０

２３ マイネホコモモラ 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４１６＋ ４１：２２．４	 ５２４．３�
４７ クロフォード 牝４青 ５５ 平野 優 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４１：２２．５クビ ９．２�
１２ マ シ ラ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５６± ０ 〃 ハナ １５．７
３５ クリノドスコイ 牡３鹿 ５４ 横山 義行栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４２６＋ ４ 〃 アタマ １００．９�
８１８� シークレットベース 牝３鹿 ５２ 川須 栄彦山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 ４３８＋ ６１：２２．６	 ８．７�
６１１ トウカイフィット 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４７４＋ ４１：２２．７� １１３．２�
６１２ コ パ ノ カ ミ 牡５黒鹿５７ 木幡 初広小林 祥晃氏 菊沢 隆徳 新ひだか 原 武久 ４９６＋ ４１：２２．８クビ ９６．５�
３６ ストロングジョイス 牝６鹿 ５５ 江田 照男飯田 正剛氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４４６＋ ２１：２３．０１	 ２４２．８�
２４ パワーショウ 牡４鹿 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

吉田ファーム ４８０＋１２ 〃 ハナ ３７３．３�
７１３ オメガクリスマス 牝４鹿 ５５ 武 豊原 子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４６２＋ ４１：２３．４２	 ２０．３�
７１５� マイネルタイド 牡４黒鹿５７ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 浦河 永田 克之 ５０８－ ２ 〃 クビ ７０．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，９３７，４００円 複勝： ５３，１９１，０００円 枠連： ３２，８７９，４００円

馬連： １０７，２３９，２００円 馬単： ６４，９１０，３００円 ワイド： ３８，４８６，６００円

３連複： １３０，２０９，７００円 ３連単： ２２９，５８９，７００円 計： ６８６，４４３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，９４０円 複 勝 � ８６０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（８－８） ８３０円

馬 連 �� ５，８３０円 馬 単 �� １５，３５０円

ワ イ ド �� １，７８０円 �� ２，９９０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １０，７６０円 ３ 連 単 ��� １０１，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２９９３７４ 的中 � ４７８３（１０番人気）
複勝票数 計 ５３１９１０ 的中 � １０２４９（１０番人気）� １４７５７８（１番人気）� ８３７５５（２番人気）
枠連票数 計 ３２８７９４ 的中 （８－８） ２９４９９（３番人気）
馬連票数 計１０７２３９２ 的中 �� １３５８８（１７番人気）
馬単票数 計 ６４９１０３ 的中 �� ３１２１（４２番人気）
ワイド票数 計 ３８４８６６ 的中 �� ４８８８（１９番人気）�� ２８４７（３２番人気）�� ３９７１６（１番人気）
３連複票数 計１３０２０９７ 的中 ��� ８９３２（３２番人気）
３連単票数 計２２９５８９７ 的中 ��� １６７５（２８２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１２．０―１１．９―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．３―５８．２―１：０９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポールアックス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Last Tycoon デビュー ２００９．５．１０ 東京１着

２００６．１．２５生 �５鹿 母 レディオブチャド 母母 Sahara Breeze １４戦３勝 賞金 ３１，２８７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 コンプリート号・ショウナンスマイル号・タツクール号
（非抽選馬） ２頭 ジュンノアスカ号・ラヴセンス号

２４０４６ ８月２１日 雨 稍重 （２３新潟４）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�

みょうこう

妙 高 特 別
発走１５時１０分 （ダート・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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

４６ ヤマノサファイア 牡３栗 ５４ 高倉 稜澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４４４＋ ２１：１０．８ ７．２�

７１３� トシキャンディ 牝５鹿 ５５ 木幡 初広上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 ５０６－ ６１：１１．１１� ２５．９�
３４ シゲルソウウン 	４栗 ５７ 川須 栄彦森中 蕃氏 小島 貞博 新ひだか 仲野牧場 ５０６＋１６１：１１．２� ３６．８�
２３ 
 スナイプビッド 牡３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４９４＋ ８１：１１．７３ １９．５�
１１ 
 エイシンフルハート 牡４栗 ５７ 岩田 康誠平井 豊光氏 西園 正都 米

James P. Gal-
lagher & Patri-
cia Gallagher

５０８－ ２１：１１．８� ２０．１�
３５ マルカバッケン 牡４鹿 ５７ 武 豊河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４７６－ ２ 〃 クビ ４．７	
８１４ サザンブレイズ 牡３栗 ５４ 中舘 英二南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４５８＋ ８１：１２．０１� ３９．９

５９ クラッチヒット 牡６栗 ５７ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ５０４＋１０１：１２．３１� １１．９�
２２ ピサノプレミアム 牡５鹿 ５７ 田中 勝春市川 義美氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ５３２＋３０ 〃 クビ １０５．９�
４７ 
 エイシンマロニエ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩平井 豊光氏 中尾 秀正 米

Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

５１８－ ４１：１２．６１� １５９．４
６１０ アフィリエイト 牡５栗 ５７ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム B５５０＋１０１：１２．７� １４２．１�
５８ プレンティラヴ 牝７鹿 ５５ 小林 淳一鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ５１０＋ ４１：１２．８クビ ２２１．４�
８１５ ダイワフラッグ 牡５鹿 ５７ 武士沢友治大城 敬三氏 田中 清隆 静内 服部 牧場 B５１４＋ ２１：１３．１２ ５８．０�
７１２ アルデュール 牝３栗 ５２ 松岡 正海吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ １．９�
６１１ アタッキングゾーン 牡３鹿 ５４ 北村 宏司広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 ４８６－ ４１：１３．５２� ２１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５０，４５４，９００円 複勝： ６９，７５５，３００円 枠連： ３２，６５１，３００円

馬連： １５０，６４４，４００円 馬単： ９７，７７９，１００円 ワイド： ４９，７５２，１００円

３連複： １６６，９２６，２００円 ３連単： ３５１，２５９，７００円 計： ９６９，２２３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２４０円 � ６５０円 � １，０１０円 枠 連（４－７） ５４０円

馬 連 �� ７，３１０円 馬 単 �� １３，９３０円

ワ イ ド �� １，８００円 �� ２，６１０円 �� ７，７６０円

３ 連 複 ��� ５０，５３０円 ３ 連 単 ��� ２３２，２９０円

票 数

単勝票数 計 ５０４５４９ 的中 � ５５７８８（３番人気）
複勝票数 計 ６９７５５３ 的中 � ９１４７３（３番人気）� ２６２４７（６番人気）� １６１１０（９番人気）
枠連票数 計 ３２６５１３ 的中 （４－７） ４５２７０（２番人気）
馬連票数 計１５０６４４４ 的中 �� １５２１９（２１番人気）
馬単票数 計 ９７７７９１ 的中 �� ５１８２（３６番人気）
ワイド票数 計 ４９７５２１ 的中 �� ６９３１（１８番人気）�� ４７０２（２５番人気）�� １５５１（５９番人気）
３連複票数 計１６６９２６２ 的中 ��� ２４３８（１１６番人気）
３連単票数 計３５１２５９７ 的中 ��� １１１６（５０９番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．２―１２．３―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．５―３３．７―４６．０―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマノサファイア �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．９．１２ 札幌７着

２００８．３．２５生 牡３栗 母 ノースサファイア 母母 ノースオブダンジグ １５戦３勝 賞金 ４２，１８５，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１２頭 アベニールシチー号・イチエイクリッパー号・サダムテンジン号・スピーディセイコー号・スマートスパークル号・

トーセンディケム号・トーセンピングス号・ナックルパート号・ベネラ号・ミッキーデジタル号・メジロオマリー号・
ワンモアグリッター号

２レース目



２４０４７ ８月２１日 曇 稍重 （２３新潟４）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第３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 ４５，０００，０００円 １８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，５００，０００円
付 加 賞 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４７ ボ レ ア ス 牡３鹿 ５６ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４６８＋ １１：５２．０ ２．９�

３５ タカオノボル 牡３黒鹿５６ 吉田 豊櫻井 龍蔵氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 ４４６－ ２１：５２．３２ ３．７�
６１０ タ ナ ト ス 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４５６± ０ 〃 クビ １０８．５�
６１１ タガノロックオン 牡３栗 ５６ 田辺 裕信八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５０８＋ ４ 〃 ハナ ５．４�
３４ ダートムーア 牝３鹿 ５４ 江田 照男吉田 和美氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ６ 〃 アタマ ５２．２�
２３ サトノサミット 牡３芦 ５６ 北村 宏司里見 治氏 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ５１２± ０１：５２．７２� ２５．５�
１１ � インディーズゲーム 牡３鹿 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust ４７４＋ ２１：５２．８� ３０．３	
４６ コスタパルメーラ 牡３黒鹿５６ 川須 栄彦吉田 照哉氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４６４－ ２１：５２．９� １８．９

２２ サミットストーン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹河� 五市氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５４２＋１２１：５３．２１� ２３７．２�
５９ カラフルデイズ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４＋ ６ 〃 クビ ８．８
８１４ タイムズアロー 牡３栗 ５６ 高倉 稜 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６８－１２１：５３．７３ １３２．６�
７１３ オメガスカイツリー 牡３黒鹿５６ 松岡 正海原 	子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：５４．２３ ５５．０�
７１２ レックスパレード 牡３栗 ５６ 石橋 脩 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 追分ファーム ５１８＋ ６１：５４．９４ ７．９�
５８ ファストワーカー 牡３栃栗５６ 中舘 英二 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム ５２２± ０１：５５．５３� ３５．２�
８１５� リアライズブレイク 牡３鹿 ５６ 木幡 初広�リアライズ 森 秀行 愛

J. Hanley, Skymarc
Farm & Castle-
martin Stud

４６４＋ ２１：５５．６クビ ３４０．７�

（１５頭）

売 得 金
単勝： １１２，９６４，４００円 複勝： １４８，６３０，６００円 枠連： ８０，２７７，６００円 馬連： ４６０，８０９，７００円 馬単： ２４７，８９１，２００円

ワイド： １３２，６８０，９００円 ３連複： ５４５，３８３，４００円 ３連単： １，１２９，６６０，７００円 ５重勝： １，２１４，７２５，２００円 計： ４，０７３，０２３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １，４９０円 枠 連（３－４） ５２０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３，０６０円 �� ４，５２０円

３ 連 複 ��� １６，６１０円 ３ 連 単 ��� ６１，４７０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����� ９７２，３１０円

票 数

単勝票数 計１１２９６４４ 的中 � ３１５５０２（１番人気）
複勝票数 計１４８６３０６ 的中 � ４１２４７６（１番人気）� ２８０４４０（２番人気）� １５３５２（１２番人気）
枠連票数 計 ８０２７７６ 的中 （３－４） １１５４４３（１番人気）
馬連票数 計４６０８０９７ 的中 �� ５９９９９１（１番人気）
馬単票数 計２４７８９１２ 的中 �� １５９８７４（２番人気）
ワイド票数 計１３２６８０９ 的中 �� １４９４７５（１番人気）�� ９５９３（３３番人気）�� ６４３６（４６番人気）
３連複票数 計５４５３８３４ 的中 ��� ２４２４０（４８番人気）
３連単票数 計１１２９６６０７ 的中 ��� １３５６４（１７３番人気）
５重勝票数 計１２１４７２５２ 的中 ����� ９２２

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．０―３５．３―４９．０―１：０２．２―１：１４．６―１：２７．４―１：３９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ボ レ ア ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１０．１０．１７ 京都２着

２００８．３．１１生 牡３鹿 母 クロウキャニオン 母母 ク ロ カ ミ ９戦３勝 賞金 ８５，０８０，０００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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 シルクシュナイダー号・テイエムドンマイ号・パクサ号

２４０４８ ８月２１日 曇 良 （２３新潟４）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）

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

５３．７
５３．７

良

良

７１５ ビラゴーティアラ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊三浦 一泰氏 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 ４２４＋ ２ ５５．２ ５．１�

５１０ リネンパズル 牝４鹿 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４６２＋ ６ ５５．４１� ５．８�
７１３ ヤサカシャイニー 牝３栗 ５２ 岩田 康誠志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４５６＋１０ 〃 アタマ ３．１�
７１４� オールエモーション 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 守氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 ４２０－ ４ ５５．６１� ２１．９�
８１７� クロンドローリエ 牝４青鹿５５ 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４３２－ ２ ５５．８１ １１０．０�
１２ � ブランジェリーナ 牝４鹿 ５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７４－ ４ ５５．９アタマ＋� １２３．６�
３６ カリスマテーラー 牝５栗 ５５ 勝浦 正樹中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４６８－１０ ５６．０クビ １７．７	
８１６ トレノローザ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４２８± ０ ５６．１� ３５．６

５９ トミケンアマート 牝３栗 ５２

４９ ▲嶋田 純次冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 落合 一巳 ３９８－ ２ 〃 クビ １６．９�
４８ コスモティカル 牝３栗 ５２ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 ４２６＋ ２ ５６．２クビ ６０．７
３５ サクラブライト 牝３黒鹿５２ 江田 照男�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 ４４４＋１０ ５６．６２� ５．７�
６１１� 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 ４８４＋ ８ 〃 アタマ １１３．１�
１１ アナタノネガイ 牝４栗 ５５ 木幡 初広村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 ４６２－ ６ ５６．８１ ５３．４�
６１２ メジロミョウホウ 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺湖 メジロ牧場 ４６６－ ８ 〃 アタマ ２８．８�
２４ フェイスフルラバー 牝３栗 ５２

４９ ▲平野 優井上 一郎氏 矢野 英一 浦河 太陽牧場 ４２４＋ ２ （降着） １０．６�
４７ アブラカタブラ 牝３栗 ５２ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 浦河 福岡 光夫 ４６４－ ４ ５７．０１� ２５１．２�
８１８ トーセンバタール 牝５栗 ５５

５２ ▲高嶋 活士島川 �哉氏 中島 敏文 様似 猿倉牧場 ４２４＋２０ ５７．１� ３１５．８�
２３ � クリノオーラ 牝３黒鹿５２ 小林 淳一栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか 小河 豊水 ４１２－ ３ 〃 ハナ ２３３．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５５，５８３，４００円 複勝： ７０，２５４，８００円 枠連： ５６，８０６，１００円

馬連： １７１，８４１，０００円 馬単： １０１，８６５，４００円 ワイド： ６２，３９５，３００円

３連複： ２２２，３８６，９００円 ３連単： ４３７，２３１，５００円 計： １，１７８，３６４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １６０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（５－７） ４５０円

馬 連 �� １，４９０円 馬 単 �� ２，９７０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ２５０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� ９，８５０円

票 数

単勝票数 計 ５５５８３４ 的中 � ８６７６０（２番人気）
複勝票数 計 ７０２５４８ 的中 � １１５２１３（２番人気）� ８２４１６（３番人気）� １５４９９４（１番人気）
枠連票数 計 ５６８０６１ 的中 （５－７） ９３１７１（１番人気）
馬連票数 計１７１８４１０ 的中 �� ８５３６６（４番人気）
馬単票数 計１０１８６５４ 的中 �� ２５３８７（８番人気）
ワイド票数 計 ６２３９５３ 的中 �� ２９６２２（４番人気）�� ６９３８１（１番人気）�� ３８８２３（３番人気）
３連複票数 計２２２３８６９ 的中 ��� １１９９１０（１番人気）
３連単票数 計４３７２３１５ 的中 ��� ３２７７１（１５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．１―１０．８―１０．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．３―３３．１―４３．４

上り４F４３．０－３F３２．９
勝馬の
紹 介

ビラゴーティアラ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 シンコウキング デビュー ２０１０．１．２４ 中山５着

２００７．４．２３生 牝４鹿 母 ブルーファイブ 母母 リ バ ー ラ ス １４戦３勝 賞金 ３０，０９４，０００円
〔降着〕 フェイスフルラバー号は，６位〔タイム０分５５秒８，着差アタマ〕に入線したが，競走後半で急に外側に斜行して

「コスモティカル」号，「メジロミョウホウ」号および「トレノローザ」号の走行を妨害したため１５着に降着。
〔制裁〕 フェイスフルラバー号の騎手平野優は，競走後半で急に外側に斜行したことについて平成２３年８月２７日から平成２３年９月

４日まで騎乗停止。

５レース目



（２３新潟４）第４日 ８月２１日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １７７頭 本 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

２３９，７２０，０００円
１９，５００，０００円
１，９３０，０００円
２２，３６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６１，６２１，０００円
５，４５７，６００円
１，７５２，３００円

勝馬投票券売得金
４０９，１９２，２００円
５９４，３７８，０００円
３１４，７５５，２００円
１，２９４，９０１，０００円
８１２，４８１，９００円
４４７，２０８，６００円
１，５７０，０１６，０００円
３，１４３，９９４，６００円
１，２１４，７２５，２００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
５ 重 勝
計 ９，８０１，６５２，７００円

総入場人員 １４，６５１名 （有料入場人員 １２，４５５名）


