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２４０４９ ８月２７日 晴 良 （２３新潟４）第５日 第１競走 ��
��１，８００�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

１：４６．６
１：４６．６

良

良

２３ ビームライフル 牡２青鹿５４ 田辺 裕信西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４５６± ０１：４７．９ ２８．５�

３６ レッドガルシア 牡２栗 ５４ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ５００± ０１：４８．４３ ５．８�
８１７ セトブリッジ 牡２黒鹿５４ 吉原 寛人難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 ４８２± ０ 〃 アタマ １５．５�

（金沢）

６１１ タイセイグルーヴィ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４５８± ０１：４８．５クビ ８．３�
７１４ ケイアイエレガント 牝２黒鹿５４ 福永 祐一 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 ４９０－ ４１：４８．８２ １２．９�
３５ ヘイルメアリー 牝２栗 ５４ 村田 一誠小林 秀樹氏 粕谷 昌央 浦河 高野牧場 ４４４± ０１：４９．０１� ３９．８�
８１５ メジャーアスリート 牡２栗 ５４ 蛯名 正義�G１レーシング 高木 登 浦河 有限会社

松田牧場 ４８８＋ ２１：４９．１� ４．２	
８１６ スプリングピース 牡２栗 ５４ 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ６５．５

５９ コ ス モ ネ ロ 牡２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４２０＋ ６１：４９．２クビ １０２．１�
１２ コスモキャサリン 牝２栗 ５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 新冠 ビッグレッドファーム ４６８＋１０ 〃 ハナ １６．５
１１ ジャンプアウト 牡２鹿 ５４ 北村 宏司松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ４８６－ ２１：４９．４１� ２１３．０�
４８ 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 ４７４－ ４１：４９．８２� ８１．６�
２４ フレンドワン 牡２黒鹿５４ 丸田 恭介戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４５８± ０１：５０．１１� ５９０．６�
７１３ ニシノプレゼンス 牡２黒鹿５４ 中舘 英二西山 茂行氏 北出 成人 浦河 高昭牧場 ４９８－ ６１：５０．２� １９．１�
６１２ ゲンパチラヴダンス 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 尚大 ４８２－１０１：５２．２大差 ２３７．１�
５１０ 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 ５１４－ ８１：５２．９４ ５４２．０�
４７ メイヴィーナス 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣千明牧場 武藤 善則 登別（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２＋ ４ （競走中止） ２．８�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １７，５３８，０００円 複勝： ３７，７３２，４００円 枠連： １４，５７６，９００円

馬連： ４６，５６１，０００円 馬単： ３０，５１７，５００円 ワイド： ２０，９４３，６００円

３連複： ６２，７５７，８００円 ３連単： ９１，３２３，２００円 計： ３２１，９５０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８５０円 複 勝 � ７９０円 � ２１０円 � ５３０円 枠 連（２－３） ６，０２０円

馬 連 �� ６，４６０円 馬 単 �� １５，６２０円

ワ イ ド �� １，９２０円 �� ４，７６０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� ３６，５６０円 ３ 連 単 ��� ２８０，８２０円

票 数

単勝票数 計 １７５３８０ 的中 � ４８６０（９番人気）
複勝票数 計 ３７７３２４ 的中 � １０９８１（９番人気）� ５７６４３（３番人気）� １７２１６（６番人気）
枠連票数 計 １４５７６９ 的中 （２－３） １７８８（２０番人気）
馬連票数 計 ４６５６１０ 的中 �� ５３２２（２３番人気）
馬単票数 計 ３０５１７５ 的中 �� １４４２（５５番人気）
ワイド票数 計 ２０９４３６ 的中 �� ２７０２（２３番人気）�� １０６６（４３番人気）�� ２９５４（２１番人気）
３連複票数 計 ６２７５７８ 的中 ��� １２６７（９５番人気）
３連単票数 計 ９１３２３２ 的中 ��� ２４０（６４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３５．５―４８．３―１：００．７―１：１２．８―１：２４．６―１：３５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビームライフル �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．７．３０ 新潟４着

２００９．２．１１生 牡２青鹿 母 ショウナンアネーロ 母母 ショウナンハピネス ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔競走中止〕 メイヴィーナス号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため発走後まもなく競走中止。
〔制裁〕 ビームライフル号の騎手田辺裕信は，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５０，０００円。（１５番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゲンパチラヴダンス号は，平成２３年９月２７日まで平地競走に出走できない。

エピクリオス号は，平成２３年１０月２７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２４０５０ ８月２７日 晴 良 （２３新潟４）第５日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０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

５１０ ヒヅグータス 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 ４４８－ ４ ５５．９ ３．６�

７１３ マイネルドラガン 牡２栗 ５４ 大野 拓弥 �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 B４２２＋ ２ ５６．１１� ９０．４�

４８ ケージーカグヤヒメ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 ４３６± ０ ５６．２� ６．４�
１２ コスモティアラ 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豊浦 飯原牧場 B４３０－ ４ ５６．８３� １６．９�
２４ フリーダムシチー 牡２栗 ５４ 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 幾千世牧場 ４２４－ ４ 〃 クビ １６．５�
３５ トニーズホーク 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次岡田 牧雄氏 高木 登 浦河 久保 昇 ４２８± ０ 〃 アタマ ６．７	
７１４ ジャパンファイト 牡２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 藤井 益美 ４０２－ ４ ５６．９クビ １９．３

７１５ カテキンパワー 牡２鹿 ５４ 大庭 和弥山上 和良氏 和田正一郎 浦河 浦河育成牧場 ４４６＋ ６ ５７．２２ ９５．３�
１１ フォーマリスト 牡２青鹿５４ 吉田 豊 �スピードファーム 和田 正道 むかわ 渡辺 隆 ４５０－ ４ ５７．３クビ ２１．５�
２３ 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 ４５０＋ ２ 〃 クビ ８．６
４７ ワンパクテンシ 牡２鹿 ５４ 丸田 恭介 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３２± ０ ５７．４� ３．９�
６１１ マンボマンボ 牡２鹿 ５４ 伊藤 工真久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 ４５６＋ ６ 〃 アタマ ２８７．８�
６１２ 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± ０ ５７．６１� １７２．３�
５９ 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 B４１４－ ６ ５７．９１� １２５．８�
８１８ トワイライトダンス 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４００＋ ４ 〃 アタマ ２８．３�
８１７ カシマセイセン 牝２鹿 ５４ 小林 淳一松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４０６± ０ 〃 アタマ ３６２．３�
３６ レ ガ ー ル 牝２栗 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 武市 康男 新ひだか 小野 秀治 ４５６± ０ 〃 ハナ １９９．５�
８１６ クレバールーキー 牝２鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士平岡 茂樹氏 田島 俊明 新ひだか へいはた牧場 ４１４ ― ５９．２８ ３３２．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，５０３，２００円 複勝： ２７，３７６，０００円 枠連： １７，２４３，４００円

馬連： ４４，６５３，０００円 馬単： ２８，６０８，３００円 ワイド： １９，９１６，０００円

３連複： ６０，２７６，１００円 ３連単： ８５，０９５，４００円 計： ２９９，６７１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １８０円 � ２，３２０円 � ２６０円 枠 連（５－７） ２，６００円

馬 連 �� ３０，８００円 馬 単 �� ４７，８８０円

ワ イ ド �� ７，１８０円 �� ５２０円 �� ９，２７０円

３ 連 複 ��� ５２，９６０円 ３ 連 単 ��� ４１０，４７０円

票 数

単勝票数 計 １６５０３２ 的中 � ３６７２６（１番人気）
複勝票数 計 ２７３７６０ 的中 � ４９９６９（２番人気）� ２３２２（１２番人気）� ２８８３２（４番人気）
枠連票数 計 １７２４３４ 的中 （５－７） ４９００（１２番人気）
馬連票数 計 ４４６５３０ 的中 �� １０７０（５０番人気）
馬単票数 計 ２８６０８３ 的中 �� ４４１（９５番人気）
ワイド票数 計 １９９１６０ 的中 �� ６５０（５０番人気）�� １０４２０（３番人気）�� ５０２（５８番人気）
３連複票数 計 ６０２７６１ 的中 ��� ８４０（１１８番人気）
３連単票数 計 ８５０９５４ 的中 ��� １５３（８１２番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１０．７―１０．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．９―３３．６―４３．９

上り４F４３．６－３F３３．０
勝馬の
紹 介

ヒヅグータス �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１１．６．２５ 中山５着

２００９．５．１４生 牝２鹿 母 ネ ジ ェ ム 母母 エビスファミリー ４戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレバールーキー号は，平成２３年９月２７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 エキゾチックバニラ号・ルチルマニッシュ号

第４回　新潟競馬　第５日



２４０５１ ８月２７日 晴 稍重 （２３新潟４）第５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

７１２ イ キ ナ ヤ ツ 牡３栗 ５６ 木幡 初広北所 直人氏 水野 貴広 新ひだか 桜井牧場 ４５０－１０１：５５．４ １３．０�

６１０ バ ル ボ ア 牡３芦 ５６ 中舘 英二吉田 和美氏 牧 光二 平取 二風谷ファーム ４７８＋ ４ 〃 クビ ５．０�
５９ アイティゴールド 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６０－ ２１：５５．５クビ ３．５�
８１５ ユキノミラクル 牡３栗 ５６ 田辺 裕信遠藤 宗義氏 領家 政蔵 平取 高橋 啓 ４８４－ ２１：５５．８１� ３．３�
３５ ア セ ン ト 牡３鹿 ５６ 福永 祐一馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０± ０１：５６．６５ １６．９�
４７ レイフザラッキー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 新ひだか 酒井 秀紀 ４６２± ０１：５６．８１� ８．０�
１１ イッツリトゥン �３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太 U.M.K. 松山 将樹 浦河 室田 千秋 ４５２－１４１：５８．５大差 １５３．５�
７１３ サウンドボス 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介増田 雄一氏 池上 昌弘 新ひだか 静内フアーム B４７４－ ６ 〃 クビ １０６．５	
５８ クレバージブラル 牡３栗 ５６ 西田雄一郎田
 正明氏 加藤 和宏 新ひだか パラダイス・ファーム B４８０＋１２１：５９．１３� ２０．４�
２２ トミケンロブスト 牝３鹿 ５４ 武士沢友治冨樫 賢二氏 和田正一郎 新ひだか タツヤファーム ４７０＋１０１：５９．４２ ２５５．７�
６１１ テイクザフラッグ 牡３鹿 ５６ 伊藤 工真水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ４６８－１２１：５９．６� ４７７．１
３４ 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 ４６２＋ ６１：５９．８� ３３２．５�
８１４ ジオノーシス 牡３栗 ５６ 柴田 大知 �サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ５００－ ８２：００．８６ １３３．４�
４６ ガ ル 牡３鹿 ５６ 江田 照男石川 幸司氏 河野 通文 日高 マル良牧場 ４８０－ ４２：０１．０１� １０．２�
２３ グラスルビー 牝３栗 ５４ 小林 淳一半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２ （競走中止） ３６．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，８９３，６００円 複勝： ２９，３９４，２００円 枠連： １１，９７４，０００円

馬連： ４０，５６３，４００円 馬単： ２７，３６７，２００円 ワイド： １８，２６５，３００円

３連複： ５１，５５５，６００円 ３連単： ８３，８６７，１００円 計： ２７７，８８０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ２７０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（６－７） ２，５１０円

馬 連 �� ３，１３０円 馬 単 �� ７，３６０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� ７１０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� ３０，６２０円

票 数

単勝票数 計 １４８９３６ 的中 � ９０６５（６番人気）
複勝票数 計 ２９３９４２ 的中 � ２２４３８（５番人気）� ４２８２３（３番人気）� ７０６４８（１番人気）
枠連票数 計 １１９７４０ 的中 （６－７） ３５３１（１０番人気）
馬連票数 計 ４０５６３４ 的中 �� ９５８３（１５番人気）
馬単票数 計 ２７３６７２ 的中 �� ２７４７（３２番人気）
ワイド票数 計 １８２６５３ 的中 �� ３９６０（１５番人気）�� ６２８７（８番人気）�� １２１８４（３番人気）
３連複票数 計 ５１５５５６ 的中 ��� １４２０９（７番人気）
３連単票数 計 ８３８６７１ 的中 ��� ２０２２（９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．９―３６．３―４９．７―１：０２．８―１：１５．９―１：２９．６―１：４２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．５
１
３

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

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

イ キ ナ ヤ ツ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．１１．２７ 東京３着

２００８．５．８生 牡３栗 母 モリトオウカ 母母 ビビットダンサー １３戦１勝 賞金 １３，６２０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 レイフザラッキー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 グラスルビー号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕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〕 ジオノーシス号・ガル号は，平成２３年９月２７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） １頭 イガノアッパー号
（非抽選馬） １頭 レールスプリッター号

２４０５２ ８月２７日 晴 良 （２３新潟４）第５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

７１２� ベ ロ ー チ ェ 牡８鹿 ６０ 平沢 健治モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 ４６４＋ ８３：０６．６ ５６．０�

３３ 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 B４９０＋ ４３：０６．９１� ２．０�
４５ � ボンジュールヒカリ 牡４栗 ６０ 山本 康志田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ４９８＋ ２３：０７．７５ １０．６�
８１４ メジロクリントン 牡４栗 ６０ 江田 勇亮岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ５１４＋ ２３：０８．１２� ７．９�
１１ ア バ デ ィ �４黒鹿６０ 大庭 和弥加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４３４－ ２ 〃 ハナ ７５．１�
３４ ノーリプライ �７芦 ６０ 穂苅 寿彦�瀬 真尚氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９６± ０３：０８．７３� １１．５�
６１０ ノーブルエース 牝４鹿 ５８ 池崎 祐介	原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４１６－ ２３：０８．９１	 ２１９．４

２２ レッドシャドウ �５鹿 ６０ 横山 義行 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４５４± ０ 〃 クビ ４．９�
５７ 
� サトノサーガ �５黒鹿６０ 五十嵐雄祐里見 治氏 藤沢 和雄 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４４８± ０３：０９．１１	 ４１．６�
８１３ ヤマニンノベリスト 牝７鹿 ５８ 浜野谷憲尚土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４６４± ０３：０９．２� ６．２
６９ � ハ ツ ノ ボ リ 牝５栗 ５８ 草野 太郎栗本 博晴氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４４２－ ２ 〃 クビ １０８．５�
４６ ステイマックス �５鹿 ６０ 大江原 圭谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４３６± ０３：１３．８大差 ２２１．３�
７１１ キングオブロマネ �７黒鹿６０ 水出 大介嶋田 賢氏 大和田 成 早来 ノーザンファーム ４７６－１２３：１５．４１０ ２０８．６�
５８ リンガスゲート 牡３青鹿５８ 高野 和馬伊藤 巖氏 谷原 義明 新ひだか 三木田 頼嗣 ４４８－ ４３：２０．８大差 １５０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，１１９，８００円 複勝： １８，７８９，９００円 枠連： １２，９７３，０００円

馬連： ３１，１８６，９００円 馬単： ２６，０１２，８００円 ワイド： １３，１０１，５００円

３連複： ４４，０２６，１００円 ３連単： ８１，３２０，７００円 計： ２４３，５３０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，６００円 複 勝 � ７７０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（３－７） ４，０９０円

馬 連 �� ５，４３０円 馬 単 �� １７，６２０円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� ４，０１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １２，１２０円 ３ 連 単 ��� １５５，４８０円

票 数

単勝票数 計 １６１１９８ 的中 � ２２７２（８番人気）
複勝票数 計 １８７８９９ 的中 � ４３１６（８番人気）� ５７５４８（１番人気）� １７２１０（５番人気）
枠連票数 計 １２９７３０ 的中 （３－７） ２３４１（１２番人気）
馬連票数 計 ３１１８６９ 的中 �� ４２３９（１８番人気）
馬単票数 計 ２６０１２８ 的中 �� １０９０（３９番人気）
ワイド票数 計 １３１０１５ 的中 �� ２１５０（１７番人気）�� ７４６（３４番人気）�� ８９３０（４番人気）
３連複票数 計 ４４０２６１ 的中 ��� ２６８１（３６番人気）
３連単票数 計 ８１３２０７ 的中 ��� ３８６（３０７番人気）

上り １マイル １：４３．９ ４F ５０．６－３F ３８．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ベ ロ ー チ ェ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サクラトウコウ

２００３．３．２１生 牡８鹿 母 キクノシズカ 母母 ロードスイセイ 障害：４戦１勝 賞金 ７，３００，０００円
初出走 JRA



２４０５３ ８月２７日 晴 良 （２３新潟４）第５日 第５競走 ��１，６００�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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

８１７ エ ネ ア ド 牡２鹿 ５４ 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３４ ―１：３８．４ ４．０�

６１２ ミルドリーム 牡２青鹿５４ 吉田 豊平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３２ ― 〃 クビ ７．１�
２３ トランドネージュ 牝２栗 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４７６ ―１：３８．５� ４．３�
１２ ケイアイスピリット 牡２鹿 ５４ 田中 勝春 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４５６ ―１：３９．８８ ３．３�
８１６ ドラゴンフラッシュ 牡２栗 ５４ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４８６ ― 〃 アタマ ８．６�
５１０ タニセンヴォイス 牝２栗 ５４ 田辺 裕信染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４３８ ― 〃 クビ ９７．１	
６１１ マイネルバルドル 牡２栗 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム ４９８ ―１：３９．９� ３３．６

４８ スプリングウィン 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 ４４０ ―１：４０．０� ２５８．３�
４７ リリーアタッカー 牡２栗 ５４ 柴田 善臣土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 福岡 光夫 ４９０ ― 〃 クビ ２６．２�
７１５ トーセンナポレオン 牡２栗 ５４ 北村 宏司島川 哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６６ ―１：４０．１� ８０．４�
７１３ ブランドマックス 牡２黒鹿５４ 大庭 和弥榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別 正 ４５２ ― 〃 ハナ １３５．２�
１１ ショウナンカプリス 牝２黒鹿５４ 丸田 恭介�湘南 伊藤 大士 新冠 ムラカミファーム ４２２ ―１：４０．２クビ １０９．３�
５９ アイスクリスタル 牝２芦 ５４ 中舘 英二山上 和良氏 武藤 善則 平取 コアレススタッド ４４６ ―１：４０．３� １３．９�
３６ コスモファンタジア 牡２黒鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 様似 �村 伸一 ４３６ ―１：４０．５１� １２３．９�
２４ シーズザデイ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４４６ ―１：４０．７１� ７９．５�
７１４ スリーオーシャン 牝２芦 ５４ 西田雄一郎永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４１８ ―１：４０．８� ４７７．６�
３５ プレミアムゴールド 牡２栗 ５４ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４６８ ―１：４１．４３� １７６．２�
８１８ ケイアイプリンス 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新ひだか 佐竹 学 ４９０ ―１：４２．０３� ２８６．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，２７１，３００円 複勝： ３０，３４４，１００円 枠連： １５，８０１，８００円

馬連： ４６，８１３，９００円 馬単： ３２，６５７，３００円 ワイド： ２０，０３１，７００円

３連複： ５７，９７２，４００円 ３連単： ９１，１７３，０００円 計： ３１８，０６５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（６－８） ７８０円

馬 連 �� １，７００円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ５５０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 ��� １４，５８０円

票 数

単勝票数 計 ２３２７１３ 的中 � ４６０７５（２番人気）
複勝票数 計 ３０３４４１ 的中 � ４０４２３（３番人気）� ３６１８６（４番人気）� ４８８６８（２番人気）
枠連票数 計 １５８０１８ 的中 （６－８） １５００２（４番人気）
馬連票数 計 ４６８１３９ 的中 �� ２０３６５（７番人気）
馬単票数 計 ３２６５７３ 的中 �� ７９６５（１０番人気）
ワイド票数 計 ２００３１７ 的中 �� ６９６１（７番人気）�� ９２８１（５番人気）�� ７４０６（６番人気）
３連複票数 計 ５７９７２４ 的中 ��� １５５８３（６番人気）
３連単票数 計 ９１１７３０ 的中 ��� ４６１７（３２番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．８―１３．４―１３．８―１３．３―１１．８―１０．１―１１．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．９―３８．３―５２．１―１：０５．４―１：１７．２―１：２７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３３．０
３ ２（３，９）（１，５，６，１１）－（４，８，１２）１６（１４，７，１０）１７（１５，１３）１８ ４ ２，９（３，１１）（１，５，６，１２）（１４，４，８，１６）（１０，１７）（７，１３）１８，１５

勝馬の
紹 介

エ ネ ア ド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 French Deputy 初出走

２００９．１．１５生 牡２鹿 母 キ ュ ー 母母 P J Floral 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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スガノタイトル号・マイネルカーミン号

２４０５４ ８月２７日 晴 稍重 （２３新潟４）第５日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

７１２ ノ ア ノ ア 牝３芦 ５４ 吉原 寛人M．タバート氏 牧浦 充徳 浦河 大北牧場 ４９２＋ ６１：１３．１ ４．３�
（金沢）

８１５ エムオーファミリー 牝３栗 ５４ 北村 宏司大浅 貢氏 古賀 慎明 新ひだか 石川 新一 ４６６＋ ２１：１３．５２� ７．８�
４７ ラストメッセージ 牝３栗 ５４ 吉田 豊村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４３０± ０１：１３．６� ４．９�
７１３ ムーンオンブッシュ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 萩澤 俊雄 ４９８＋ ６１：１３．９２ ３．９�
３４ ダンスビューティ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一吉田 和子氏 戸田 博文 浦河 鎌田 正嗣 ４３８－ ４１：１４．０クビ ２０．３�
２３ ティルトウイング 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム B４２０－ ８ 〃 クビ ４．０�
６１１ マイネクォーツ 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 	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 B４３４＋ ２１：１４．１� ２３．２

５９ リュウシンアド 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 槇本牧場 ４３６－ ２１：１４．６３ ２８．６�
８１４ ブライティアアネル 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次小林 昌志氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 博志 B４６０－ ５１：１４．７� １００．０
３５ マ イ ヨ オ ロ 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木村 哲也 新ひだか 服部 牧場 ４８８± ０１：１５．０１� ３２５．９�
５８ ネ セ サ リ ー 牝３青 ５４ 蛯名 正義石瀬 浩三氏 小野 次郎 新冠 ムラカミファーム ４３２± ０１：１５．５３ ２６．５�
１１ メイショウキスゲ 牝３黒鹿５４ 田中 勝春松本 好雄氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４１６－１４ 〃 アタマ ２８９．９�
２２ リバレイション 牝３黒鹿５４ 横山 義行大原 詔宏氏 尾関 知人 浦河 有限会社

大原ファーム ４７６＋１８１：２０．３大差 ３３９．８�
６１０ キチロクアユ 牝３栗 ５４ 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新ひだか 畠山牧場 B４３８＋ ２１：２３．２大差 ５８４．２�

（１４頭）
４６ ニュースター 牝３黒鹿５４ 松岡 正海�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，２７２，７００円 複勝： ３５，７０５，８００円 枠連： １４，８４１，６００円

馬連： ４５，０７５，３００円 馬単： ３０，５３１，０００円 ワイド： ２０，８１５，５００円

３連複： ５５，８２８，３００円 ３連単： ８８，５４６，４００円 計： ３１０，６１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（７－８） ９２０円

馬 連 �� ２，５００円 馬 単 �� ４，９５０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� ４２０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� ２２，１７０円

票 数

単勝票数 差引計 １９２７２７（返還計 ２５４６） 的中 � ３５６４７（３番人気）
複勝票数 差引計 ３５７０５８（返還計 ２６３５） 的中 � ５５１５５（４番人気）� ３２０２７（５番人気）� ６７３１３（２番人気）
枠連票数 差引計 １４８４１６（返還計 ６２５） 的中 （７－８） １１９７４（４番人気）
馬連票数 差引計 ４５０７５３（返還計 １６０５１） 的中 �� １３３２９（１０番人気）
馬単票数 差引計 ３０５３１０（返還計 １０４４７） 的中 �� ４５５４（１９番人気）
ワイド票数 差引計 ２０８１５５（返還計 ４２４５） 的中 �� ５９１７（１０番人気）�� １３０２０（４番人気）�� ６７６９（９番人気）
３連複票数 差引計 ５５８２８３（返還計 ２７０４６） 的中 ��� １２４８９（１０番人気）
３連単票数 差引計 ８８５４６４（返還計 ４５７６２） 的中 ��� ２９４８（６９番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．６―１２．９―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．７―４７．６―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ア ノ ア �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１０．７．１１ 函館２着

２００８．２．１生 牝３芦 母 アウトゥリーチェ 母母 アーティストターフ １２戦１勝 賞金 １１，７３０，０００円
〔出走取消〕 ニュースター号は，疾病〔創傷性左角膜炎〕のため出走取消。
〔制裁〕 マイネクォーツ号の騎手柴田大知は，発走後まもなく急に内側に斜行したことについて平成２３年９月３日から平成２３年９月

１１日まで騎乗停止。
〔その他〕 マイネクォーツ号〔７位入線〕は，発走後まもなく急に内側に斜行して「ダンスビューティ」号〔５位入線〕および

「ティルトウイング」号〔６位入線〕の走行を妨害。（その他７番・２番・１番への進路影響）
リバレイション号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 キチロクアユ号は，平成２３年１０月２７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。
（非当選馬） ３頭 パスザトーチ号・ラブインザレイン号・ワンダードレッシー号
（非抽選馬） １頭 レモスカ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２４０５５ ８月２７日 晴 良 （２３新潟４）第５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

５９ マイネオーチャード 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４４２－ ８２：０１．７ ６０．５�

３５ クレバーホーク 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥田� 正明氏 石毛 善彦 浦河 中島 俊明 ４５０＋ ２ 〃 クビ ４．５�
８１８ グランデスバル 牡３栗 ５６ 村田 一誠 �グランデオーナーズ 勢司 和浩 浦河 鵜木 唯義 ４６６＋ ２２：０１．９１� １０．６�
６１２ コパノハリケーン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 乾 皆雄 ４８２＋ ２２：０２．０� ２６．７�
４７ タ ー フ ェ ル 牡３栗 ５６ 福永 祐一伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４８０－ ８２：０２．２１� ２．１�
２３ カズノトウショウ 牡３栗 ５６ 江田 照男鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 坂本 春雄 ４４０－ ６２：０２．５１� ６．７	
３６ サイクロンフォース 牡３鹿 ５６ 松岡 正海小菅 定雄氏 松山 康久 登別 青藍牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ ３９．５

７１４ マイネルリープ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 日高 加藤牧場 B４６８－ ６ 〃 アタマ ３３．１�
７１５ マドラスシチー 牡３黒鹿５６ 二本柳 壮 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新ひだか 出羽牧場 ４６６＋ ２２：０３．２４ ４８０．７�
１１ モナムールフィーユ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム ４７２± ０ 〃 ハナ １４３．６�
１２ ア マ レ ッ ト 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太�イージス 石毛 善彦 新ひだか 大滝 康晴 ４４８－ ４２：０３．３クビ ６７．３�
５１０ ヒダノエリー 牝３鹿 ５４ 青木 芳之井上 久光氏 高市 圭二 新ひだか 木田牧場 ４２２＋ ６ 〃 クビ １８４．６�
８１７ ド ラ ゴ ン 牡３黒鹿５６ 木幡 初広中村 浩章氏 松山 将樹 平取 原田 新治 ４４８－ ８ 〃 ハナ ７４．５�
７１３ カ リ ン ト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人西森 鶴氏 中川 公成 新冠 パカパカ
ファーム ４４０＋ ６２：０３．５１� ２４６．２�

２４ サファリトップガン 牡３栗 ５６ 小林 淳一熊久保勅夫氏 佐藤 吉勝 日高 厚賀古川牧場 ４３８－ ４２：０３．６� ４６６．８�
４８ ダ ー ク ラ ム 牡３黒鹿５６ 吉田 豊�ジェイアール 鈴木 伸尋 日高 賀張三浦牧場 ４８４－ ２２：０３．９１� ５８．５�
６１１ パンプアップトート 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介苅部康太郎氏 鈴木 勝美 新ひだか 原口牧場 ４５８－２２２：０８．７大差 ２７８．２�
８１６ サクラヴァンクール 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４９２ ― （競走中止） ７．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，６１４，９００円 複勝： ３２，３９３，９００円 枠連： １６，７５０，３００円

馬連： ４８，６２９，３００円 馬単： ３４，５６９，６００円 ワイド： ２０，５７８，７００円

３連複： ５８，７５１，１００円 ３連単： １０１，７０１，７００円 計： ３３３，９８９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，０５０円 複 勝 � １，３６０円 � ２００円 � ２７０円 枠 連（３－５） ７，７６０円

馬 連 �� １０，５１０円 馬 単 �� ３０，７４０円

ワ イ ド �� ２，８７０円 �� ３，８４０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� ２３，４５０円 ３ 連 単 ��� ２０１，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２０６１４９ 的中 � ２６８６（１０番人気）
複勝票数 計 ３２３９３９ 的中 � ４８９３（１０番人気）� ５３４７５（２番人気）� ３２３５２（４番人気）
枠連票数 計 １６７５０３ 的中 （３－５） １５９４（２１番人気）
馬連票数 計 ４８６２９３ 的中 �� ３４１７（２７番人気）
馬単票数 計 ３４５６９６ 的中 �� ８３０（７０番人気）
ワイド票数 計 ２０５７８７ 的中 �� １７２２（２９番人気）�� １２８０（３７番人気）�� ７１６０（６番人気）
３連複票数 計 ５８７５１１ 的中 ��� １８４９（６３番人気）
３連単票数 計１０１７０１７ 的中 ��� ３７２（４６５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．８―３５．５―４８．１―１：００．５―１：１２．８―１：２５．２―１：３７．７―１：４９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．９―３F３６．５
１
３
５（１１，１８）２（６，７，８）－４，９，１３，１２，１０，１５（１，１４）３－１７
５，１８（２，８）（１１，７，１２）４（６，９）１３（１０，１５，３，１４）１７，１

２
４

５，１１（２，１８）（６，７，８）－４，９（１３，１２）－（１０，１５）１４（１，３）－１７・（５，１８）（８，１２）（２，７）９（４，６，３，１４）－（１３，１５，１，１７）１１，１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネオーチャード �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２０１０．１１．７ 東京４着

２００８．４．１２生 牝３栗 母 シルキーヴェルジェ 母母 ザ ン ゼ ６戦１勝 賞金 ５，９００，０００円
〔競走中止〕 サクラヴァンクール号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため１コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パンプアップトート号は，平成２３年９月２７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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ６頭 シルクスローン号・トーアプルメリア号・フレンドリーパール号・ミキノバロンドール号・ミラクルカクテル号・

ロゼブルー号

２４０５６ ８月２７日 晴 稍重 （２３新潟４）第５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

７１２�� ス イ レ ン 牝４鹿 ５５ 中舘 英二シンボリ牧場 高橋 祥泰 米
Occidental
Thoroughbreds
& Sarum Farm

４９４＋ ２１：１１．６ ４．６�

７１３ ハッピーカオル 牡４青 ５７ 蛯名 正義芝山 香氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４５２－ ８１：１２．２３	 ４．９�
５９ � サトノロック 牡４鹿 ５７ 北村 宏司里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart

Trading Ltd B４７４＋ ６１：１２．３
 ８．０�
１１ スモールキング 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ４５０＋ ６ 〃 ハナ ４．７�
６１１� ケイアイブリザード 牡４芦 ５７ 田中 勝春 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. ４７８＋ ４１：１２．９３	 ４．５�
３４ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４８６± ０ 〃 ハナ ２８．７	
４６ シ ェ ー カ ー 牡４芦 ５７ 松岡 正海深見 富朗氏 北出 成人 新冠 コスモヴューファーム ４９６－１０１：１３．０	 ７．０

３５ シゲルトウドリ 牡３栗 ５４ 田辺 裕信森中 蕃氏 藤岡 範士 日高 浜本 幸雄 ４８８＋ ４ 〃 アタマ ２１．０�
５８ 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 ４９６－ ２１：１３．１	 ６９．０�
８１４ セイカフォルテ 牡３鹿 ５４ 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４３６－ ２１：１３．４１
 １０５．１
２３ � イフノットナウ 牡４栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Whisper
Hill Farm ５１２± ０１：１３．８２	 ８１．８�

６１０ ヒズラストノート 牡３鹿 ５４ 大庭 和弥丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４－ ２ 〃 クビ １５４．７�
８１５�� グッドリーズン 牡５芦 ５７ 村田 一誠青木 基秀氏 田中 剛 米 Woods

Edge Farm ４８０＋ ２１：１４．４３	 ４９４．３�
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 ４９６－ ４１：１４．８２	 １６３．６�
４７ グラスヴィクター �４鹿 ５７ 小林 淳一半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 B４７０－１２１：１５．２２	 １６８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３１，６７４，０００円 複勝： ５６，６５０，６００円 枠連： ２２，２８７，５００円

馬連： ８１，４３４，９００円 馬単： ４７，９６６，７００円 ワイド： ３０，８７５，６００円

３連複： ９４，６１１，１００円 ３連単： １６２，０８６，６００円 計： ５２７，５８７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ２２０円 枠 連（７－７） １，１５０円

馬 連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，９４０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ７４０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，５００円 ３ 連 単 ��� １２，７００円

票 数

単勝票数 計 ３１６７４０ 的中 � ５４６５２（２番人気）
複勝票数 計 ５６６５０６ 的中 � １０１３８０（１番人気）� ９４８１１（３番人気）� ６０９７９（５番人気）
枠連票数 計 ２２２８７５ 的中 （７－７） １４３８２（５番人気）
馬連票数 計 ８１４３４９ 的中 �� ５７０１２（３番人気）
馬単票数 計 ４７９６６７ 的中 �� １８３３１（１番人気）
ワイド票数 計 ３０８７５６ 的中 �� ２１４１３（１番人気）�� ９８７９（１１番人気）�� １３１８９（６番人気）
３連複票数 計 ９４６１１１ 的中 ��� ２８０００（７番人気）
３連単票数 計１６２０８６６ 的中 ��� ９４２６（２１番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．２―１１．９―１２．４―１１．４―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．４―３５．３―４７．７―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
ス イ レ ン �

�
父 Roman Ruler �

�
母父 Capote

２００７．４．７生 牝４鹿 母 Dolly Talbo 母母 Lochlin ６戦１勝 賞金 １７，０５０，０００円
初出走 JRA

〔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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 フェスティヴハッピ号



２４０５７ ８月２７日 晴 良 （２３新潟４）第５日 第９競走 ��
��１，６００�

ふ る ま ち

古 町 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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

４８ キッズニゴウハン 牡３栗 ５４ 田辺 裕信瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４６２± ０１：３３．５ ２５．９�

５１０ ヤマカツハクリュウ 牡４芦 ５７ 木幡 初広山田 博康氏 小島 貞博 浦河 鮫川 啓一 ４８８± ０１：３３．７１� ２．３�
８１８ ウインクリアビュー 牝４栗 ５５ 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４６０± ０１：３３．８クビ ５．１�
５９ グァンタナメラ 牝４黒鹿５５ 石橋 脩齊藤四方司氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４６６＋ ６１：３３．９� ８．１�
６１２ サクラクローバー 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 ４６６＋１２１：３４．０� ２２．４�
８１６ ディアブラスト 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７６－ ４１：３４．４２� ３２．５	
７１５ 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 ４３２＋ ６１：３４．６１ １３．２

３５ プロスアンドコンズ 牡５黒鹿５７ 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４９０－ ４１：３４．７� ５６．８�

２４ エーブポセイドーン 牡３鹿 ５４ 田中 勝春 �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± ０１：３５．０２ ３８．３�

７１４ トーセンジャガー 牡３青 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ
スティファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ １４．２

１２ マイネルドルチェ 牡４栗 ５７ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 美波 新冠 川島牧場 B４６２± ０１：３５．１クビ ３６．８�

６１１ プレタポルテ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊�上山牧場 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４４６＋１４１：３５．２� ３０．４�
２３ ユキノサイレンス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４６２－ ２ 〃 クビ １０．０�
８１７ 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 ４５８－ ２１：３５．５２ ７９．７�
１１ トーセンポセイドン 牡４黒鹿５７ 伊藤 工真島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 落合 一巳 ４４４＋１０ 〃 アタマ ３００．１�
３６ ヒルトップシーン 牡５黒鹿５７ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４７４－ ４１：３５．９２� ６２．２�
７１３	 ヘイハチキング 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 本巣 敦 ４７４± ０１：３６．２１� ３５６．４�
４７ スイートシャルマン 牝３鹿 ５２ 村田 一誠シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４６８＋ ４１：３７．１５ １２３．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３６，４００，２００円 複勝： ６２，６１３，１００円 枠連： ３３，８４１，７００円

馬連： １１８，７４３，１００円 馬単： ６７，２４１，０００円 ワイド： ４４，８２７，６００円

３連複： １４２，５６９，６００円 ３連単： ２４９，１８６，３００円 計： ７５５，４２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５９０円 複 勝 � ６８０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（４－５） ２，７４０円

馬 連 �� ３，３８０円 馬 単 �� ８，４８０円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� ２，１５０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ５，７７０円 ３ 連 単 ��� ５２，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３６４００２ 的中 � １１０８７（８番人気）
複勝票数 計 ６２６１３１ 的中 � １５８８９（１２番人気）� １７４９１３（１番人気）� ９００１６（２番人気）
枠連票数 計 ３３８４１７ 的中 （４－５） ９１３９（１２番人気）
馬連票数 計１１８７４３１ 的中 �� ２５９９９（１１番人気）
馬単票数 計 ６７２４１０ 的中 �� ５８５３（２７番人気）
ワイド票数 計 ４４８２７６ 的中 �� ９００５（１２番人気）�� ４６８９（２４番人気）�� ３９９２９（１番人気）
３連複票数 計１４２５６９６ 的中 ��� １８２４７（１５番人気）
３連単票数 計２４９１８６３ 的中 ��� ３４７６（１４４番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．１―１１．８―１２．０―１１．８―１１．８―１０．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．１―３５．９―４７．９―５９．７―１：１１．５―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キッズニゴウハン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２０１０．７．１７ 新潟７着

２００８．１．２１生 牡３栗 母 キッズスター 母母 Dart Star １１戦２勝 賞金 １９，８６９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 ウィッシュボーン号・ケイエスキングオー号・コンプリート号・ジュンノアスカ号・ジューダ号・

スターダムオーラ号・マイネルアウストロ号

２４０５８ ８月２７日 晴 良 （２３新潟４）第５日 第１０競走 ��１，８００�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走１５時１０分 （芝・左・外）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

７１０ リ ヴ ァ ー レ 牝３黒鹿５２ 江田 照男エデンアソシエーション 牧 光二 新冠 川島牧場 ４５４＋１０１：４６．７ ７．２�

７１１ アグネスサクラ 牝５鹿 ５５ 田中 勝春渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４０－ ６１：４６．８� ４１．８�
４４ ハッピーパレード 牝５黒鹿５５ 松岡 正海馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ４ 〃 ハナ ２２．８�
１１ レイナソフィア 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ５００＋ ６１：４６．９� １９．９�
２２ サトノフローラ 牝３鹿 ５２ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２０－ ２１：４７．０クビ １．６�
４５ サイレントソニック 牝３黒鹿５２ 北村 宏司細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４４６＋ ２ 〃 クビ ２０．１�
６８ ルージュバンブー 牝５青鹿５５ 吉原 寛人�バンブー牧場 佐藤 正雄 浦河 バンブー牧場 ５１２＋ ６１：４７．３２ ３５．４	

（金沢）

６９ ラナンキュラス 牝４青 ５５ 蛯名 正義前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４０－ ８１：４７．５� ２５．２

８１２ ダイワバーガンディ 牝５鹿 ５５ 武士沢友治大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４１：４７．８２ ３０３．２�
５６ サクセスシルエット 牝３鹿 ５２ 福永 祐一�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム ４０２－ ４１：４８．１２ ６．５�
８１３ ビューティファイン 牝５栗 ５５ 小林 淳一阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４８８＋ ２１：４８．４１� ２１８．９
３３ イッツスパーブ 牝３鹿 ５２ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７０＋ ８１：４９．２５ １１．７�
５７ スーパーウーマン 牝６栗 ５５ 田辺 裕信 �高木競走馬育成牧場 大和田 成 浦河 帰山 清貴 ４５８－ ８１：４９．５１� １３８．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４６，０４９，４００円 複勝： ８７，５４４，３００円 枠連： ２６，２４４，１００円

馬連： １３３，９４５，１００円 馬単： ８８，４９６，４００円 ワイド： ４４，７３７，４００円

３連複： １５５，０５７，３００円 ３連単： ３３３，４７３，０００円 計： ９１５，５４７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７２０円 複 勝 � ２８０円 � １，０９０円 � ５１０円 枠 連（７－７） １３，９１０円

馬 連 �� １１，８００円 馬 単 �� ２４，７５０円

ワ イ ド �� ２，９６０円 �� １，６２０円 �� ４，１９０円

３ 連 複 ��� ４７，２３０円 ３ 連 単 ��� ２６０，７１０円

票 数

単勝票数 計 ４６０４９４ 的中 � ５１０９４（３番人気）
複勝票数 計 ８７５４４３ 的中 � ９４００７（２番人気）� １８８３４（１０番人気）� ４４３４４（５番人気）
枠連票数 計 ２６２４４１ 的中 （７－７） １３９３（２７番人気）
馬連票数 計１３３９４５１ 的中 �� ８３８４（２８番人気）
馬単票数 計 ８８４９６４ 的中 �� ２６３９（５７番人気）
ワイド票数 計 ４４７３７４ 的中 �� ３７０６（２７番人気）�� ６９３１（１５番人気）�� ２５９９（４０番人気）
３連複票数 計１５５０５７３ 的中 ��� ２４２３（９５番人気）
３連単票数 計３３３４７３０ 的中 ��� ９４４（４６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３５．２―４７．６―１：００．０―１：１２．１―１：２３．５―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ヴ ァ ー レ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 キンググローリアス デビュー ２０１１．１．１６ 中山２着

２００８．４．１生 牝３黒鹿 母 セクシーディナー 母母 スロクルージュ ７戦３勝 賞金 ３４，１２０，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２４０５９ ８月２７日 晴 良 （２３新潟４）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�

と き

朱鷺ステークス
発走１５時４５分 （芝・左）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�，牝馬２�
減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００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

１：１９．０
１：１９．０

良

良

８１３� オセアニアボス 牡６青鹿５６ 石橋 脩�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry
Hill Stud ４９２± ０１：２１．１ １２．７�

８１２ メイビリーヴ 牝６栗 ５４ 中舘 英二千明牧場 松山 康久 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４１：２１．３１� ３６．９�
６９ トゥニーポート 牝４黒鹿５３ 田辺 裕信�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ６．７�
７１１ スズジュピター 牡６黒鹿５６ 柴田 善臣小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４６８－ ２ 〃 クビ ７．８�
４５ リーチコンセンサス 牝５鹿 ５３ 吉原 寛人 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ６１：２１．４クビ １４．９�

（金沢）

６８ ムラマサノヨートー 牡７栗 ５６ 的場 勇人新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 B４９６＋ ８１：２１．６１	 ３４．０	
７１０� フライングアップル 
７鹿 ５５ 田中 勝春山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５０６± ０１：２１．７� ７５．１

１１ � ファリダット 牡６青鹿５６ 蛯名 正義前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４７２± ０ 〃 クビ １４．８�
５６ コスモセンサー 牡４栗 ５５ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 川越ファーム ５０２－ ４１：２２．２３ ４．０�
５７ サワノパンサー 牡５鹿 ５６ 福永 祐一澤田 子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５５２＋ ４１：２２．３� ３．７�
３３ ライステラス 牝３芦 ５０ 丸田 恭介 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４５８＋ ４１：２２．４� ６．０�
２２ ストロングポイント 牡５芦 ５５ 木幡 初広畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 B４５６－ ２１：２３．７８ １５２．９�

（１２頭）
４４ � アーバニティ 牡７黒鹿５８ 北村 宏司 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ６６，６０７，４００円 複勝： １１０，６３１，９００円 枠連： ６０，６０７，９００円

馬連： ２７１，１６７，１００円 馬単： １４４，２３６，２００円 ワイド： ８９，１７０，３００円

３連複： ３０８，６１４，４００円 ３連単： ６０８，２８３，８００円 計： １，６５９，３１９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ３５０円 � １，０３０円 � ２９０円 枠 連（８－８） １２，７３０円

馬 連 �� １６，０２０円 馬 単 �� ３０，３００円

ワ イ ド �� ４，２１０円 �� １，３９０円 �� ３，５４０円

３ 連 複 ��� ３９，７９０円 ３ 連 単 ��� ２９４，３７０円

票 数

単勝票数 差引計 ６６６０７４（返還計 １２５１８） 的中 � ４１３３５（６番人気）
複勝票数 差引計１１０６３１９（返還計 １４９１６） 的中 � ８７０３３（６番人気）� ２４７２５（１０番人気）� １１１４０２（５番人気）
枠連票数 差引計 ６０６０７９（返還計 ２３５７） 的中 （８－８） ３５１４（２４番人気）
馬連票数 差引計２７１１６７１（返還計２３１２００） 的中 �� １２４９７（４２番人気）
馬単票数 差引計１４４２３６２（返還計１２８５１９） 的中 �� ３５１４（８２番人気）
ワイド票数 差引計 ８９１７０３（返還計 ４８３３５） 的中 �� ５１５０（４４番人気）�� １６１５６（２１番人気）�� ６１４２（３９番人気）
３連複票数 差引計３０８６１４４（返還計４３９１２７） 的中 ��� ５７２５（１０８番人気）
３連単票数 差引計６０８２８３８（返還計９０２７１１） 的中 ��� １５２５（６６６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．２―４５．８―５７．５―１：０８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オセアニアボス �
�
父 Red Ransom �

�
母父 Sunday Silence デビュー ２００８．６．２１ 阪神３着

２００５．９．４生 牡６青鹿 母 Touched By God 母母 Sally Klaire ３０戦６勝 賞金 １５３，９７３，０００円
〔出走取消〕 アーバニティ号は，疾病〔疝痛〕のため出走取消。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

２４０６０ ８月２７日 晴 良 （２３新潟４）第５日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４６ ロトスカイブルー 牡５鹿 ５７ 吉田 豊國武 佳博氏 成島 英春 新冠 赤石 久夫 ４９０＋ ４１：５３．０ ９．４�

７１２� マルターズカイト 牡４鹿 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４７６－ ４１：５３．５３ ４６．６�
４７ カンタベリーダダ 牡３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次峰 哲馬氏 鈴木 勝美 むかわ ヤマイチ牧場 ４６４＋１４１：５３．６クビ ４．６�
１１ ディアトゥドリーム 牡５栗 ５７ 村田 一誠増田 雄一氏 勢司 和浩 新ひだか 三石橋本牧場 ４７０± ０１：５４．１３ １７．６�
５９ アイアムイチバン 牡４芦 ５７ 蛯名 正義堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４９４＋ ６１：５４．２� ５．７�
２３ バイオレントナイト 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥�協和牧場 池添 兼雄 新冠 協和牧場 ４５０－１２ 〃 ハナ ５．３�
３４ ゴールドアカデミー 牡５栗 ５７ 北村 宏司居城 要氏 古賀 慎明 新冠 北勝ファーム ４９４＋２０ 〃 クビ ２９．６	
６１０ ベストアンサー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４６０－ ６１：５４．５２ ３．０

５８ ダテノスイミー 牡４栗 ５７ 田中 勝春関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 ４３２＋ ６１：５４．６� １７６．２�
８１５� バリアントバイオ 牡５栗 ５７ 江田 照男バイオ� 牧 光二 平取 清水牧場 B４９２＋１０１：５４．７� ４３．９
３５ ティアップブレイズ 牡３鹿 ５４ 丸田 恭介田中 昇氏 高木 登 新ひだか 三木田 頼嗣 ５１４－ ４１：５５．２３ ５５．８�
８１４� エムザックハーツ 牡３黒鹿５４ 吉原 寛人寺西 正彰氏 金田 一昌 豊浦 飯原牧場 ４７４－ ８１：５５．５１� １４３．６�

（金沢） （金沢）

６１１ ゴールドロジャー 牡３黒鹿５４ 的場 勇人�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４９０－ ２１：５５．８２ ２９．８�
７１３ ウエスタンウェイブ 牡４鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 B４７０－ ６ 〃 クビ １８９．９�
２２ ロジシンボリ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 B４６２＋１２１：５６．４３� ４０．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４３，００４，９００円 複勝： ６７，８９４，３００円 枠連： ３４，９７４，７００円

馬連： １２３，２８７，１００円 馬単： ７１，６２６，７００円 ワイド： ４８，５５７，８００円

３連複： １５３，５００，４００円 ３連単： ２９９，１３１，６００円 計： ８４１，９７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２３０円 � ８５０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ４，５５０円

馬 連 �� １８，５００円 馬 単 �� ３０，９４０円

ワ イ ド �� ４，４９０円 �� ７２０円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� ２６，９７０円 ３ 連 単 ��� ２０２，３５０円

票 数

単勝票数 計 ４３００４９ 的中 � ３６２４７（５番人気）
複勝票数 計 ６７８９４３ 的中 � ８７２３７（５番人気）� １６７１８（９番人気）� ９６３８５（３番人気）
枠連票数 計 ３４９７４７ 的中 （４－７） ５６８４（１８番人気）
馬連票数 計１２３２８７１ 的中 �� ４９１９（４４番人気）
馬単票数 計 ７１６２６７ 的中 �� １７０９（８２番人気）
ワイド票数 計 ４８５５７８ 的中 �� ２５７４（４４番人気）�� １７８０４（９番人気）�� ３６１３（３６番人気）
３連複票数 計１５３５００４ 的中 ��� ４２０１（８０番人気）
３連単票数 計２９９１３１６ 的中 ��� １０９１（５２５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．５―１３．３―１２．９―１２．７―１２．７―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．２―４９．５―１：０２．４―１：１５．１―１：２７．８―１：４０．０

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

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

勝馬の
紹 介

ロトスカイブルー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．７．２０ 新潟４着

２００６．３．２２生 牡５鹿 母 シンカンメグミ 母母 フレンドシザラ ３０戦３勝 賞金 ５６，６９０，０００円
※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 ドレミファドン号・マドモアゼルノン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（２３新潟４）第５日 ８月２７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８７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

１９１，６３０，０００円
２，１３０，０００円
４，３５０，０００円
１，５１０，０００円
１８，１６０，０００円
６４，１０５，５００円
５，５１０，８００円
１，８５１，３００円

勝馬投票券売得金
３５１，９４９，４００円
５９７，０７０，５００円
２８２，１１６，９００円
１，０３２，０６０，１００円
６２９，８３０，７００円
３９１，８２１，０００円
１，２４５，５２０，２００円
２，２７５，１８８，８００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 ６，８０５，５５７，６００円

総入場人員 １０，８４０名 （有料入場人員 ９，３６３名）


