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２４０６１ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６日 第１競走 １，４００サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （芝・左）

牝，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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

７１３ トップスカーレット 牝２栗 ５４ 北村 宏司林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４３０－ ６１：２２．６ ５．８

８１６ ミヤコマンハッタン 牝２鹿 ５４ 石橋 脩吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 ４６８－ ２１：２２．７ １．７

５１０ 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 ４２２＋ ６１：２３．３３ ２０．１

６１２ ティアップハッピー 牝２栗 ５４ 大野 拓弥田中 昇氏 高木 登 日高 天羽牧場 ４９０－ ８１：２３．５１ ２０．３

８１７ エステージャ 牝２芦 ５４ 田辺 裕信岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４２４＋ ４１：２３．７１ ８．１

７１５ タケデンザビエル 牝２栗 ５４ 田中 勝春武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４５２－ ２１：２３．８ ８．１

２３ ユキノアイリス 牝２栗 ５４ 村田 一誠遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 川端 正博 ４９４－ ２１：２３．９ ３６．２

２４ アキノガイア 牝２栗 ５４ 江田 照男穐吉 正孝氏 河野 通文 新ひだか 三石橋本牧場 ４５６－ ４１：２４．１１ ３２８．３

８１８ コスモサリュビア 牝２鹿 ５４ 伊藤 工真 ビッグレッドファーム 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム ４２６＋ ６ 〃 クビ １３３．７

４７ ナムラセレナーデ 牝２青鹿５４ 坂井 英光奈村 信重氏 池上 昌弘 浦河 杵臼牧場 ４３４＋ ２１：２４．２ ３０５．１
（大井）

６１１ ユウミプリンセス 牝２栗 ５４ 丸山 元気相原 宏 氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 ４２２± ０１：２４．５２ ９４．３

５９ リュウヒカリ 牝２鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ４１４＋ ４１：２４．７１ ２７０．６

１１ ラ シ ー ク 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成 日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 B４６８＋ ４１：２４．８ ７８．４

１２ ミラクルピッチ 牝２黒鹿５４ 吉田 豊松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４３８－ ４１：２４．９クビ ３３．４

７１４ フクノハナヒメ 牝２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次福島 実氏 栗田 徹 新ひだか 佐藤 陽一 ４００－ ２ 〃 クビ ２４２．１

３５ ミルクトゥース 牝２黒鹿５４ 大庭 和弥三宅 勝俊氏 中川 公成 浦河 金成吉田牧場 ４８２＋ ２１：２５．１ ３７４．５

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± ０１：２５．４２ １２２．８

４８ 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 ４３６＋ ２１：２６．７８ ４３．７

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，２８８，３００円 複勝： ４８，２６１，６００円 枠連： １８，７４３，３００円

馬連： ４９，５６６，０００円 馬単： ３６，６５５，４００円 ワイド： ２２，９５７，２００円

３連複： ６６，６２６，８００円 ３連単： １１０，６９１，４００円 計： ３７４，７９０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 ５８０円 複 勝 １６０円 １１０円 ３２０円 枠 連（７－８） ２１０円

馬 連 ４９０円 馬 単 １，３００円

ワ イ ド ２５０円 １，２００円 ５３０円

３ 連 複 ２，０５０円 ３ 連 単 ９，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２１２８８３ 的中 ２９２２７（２番人気）
複勝票数 計 ４８２６１６ 的中 ５７９４６（２番人気） ２５０９８５（１番人気） １９０７４（６番人気）
枠連票数 計 １８７４３３ 的中 （７－８） ６６０９６（１番人気）
馬連票数 計 ４９５６６０ 的中 ７４７７１（１番人気）
馬単票数 計 ３６６５５４ 的中 ２０８８４（４番人気）
ワイド票数 計 ２２９５７２ 的中 ２６８３１（２番人気） ４１４８（１１番人気） １０３０９（５番人気）
３連複票数 計 ６６６２６８ 的中 ２４０３２（４番人気）
３連単票数 計１１０６９１４ 的中 ８１８２（２３番人気）

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

通過タイム
２００ ４００ ６００ ８００ １，０００ １，２００
１２．３―２２．８―３３．９―４６．０―５８．４―１：１０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．７―３F３６．６
３ １，２（８，１１）（９，１６）（１２，１３）（６，１５，１８）（７，１０）１７（１４，４）－（５，３） ４ ・（１，２，１１，１６）８（９，１３，１５，１８）１２（６，７，１０，１７）（１４，４）（５，３）

勝馬の
紹 介

トップスカーレット 父 ダイワメジャー 母父 Seattle Slew デビュー ２０１１．７．３１ 新潟４着
２００９．１．２２生 牝２栗 母 スルーオール 母母 Over All ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円

〔発走状況〕 ユキノアイリス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ティアップハッピー号の騎手大野拓弥は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことに

ついて戒告。（２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンヨーマケナイワ号は，平成２３年９月２８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。

２４０６２ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６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

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 ４７０＋１２１：１２．７ ５．９

３５ ヘラルドリー 牡３栗 ５６
５３ ▲嶋田 純次吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２ 〃 クビ ２．６

８１４ ウォーターメジャー 牡３黒鹿５６ 中舘 英二山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 ４６８＋ ８１：１３．３３ ４．１

１１ ラブギムレー 牝３青鹿５４ 伊藤 工真増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 武 牧場 ４４２＋ ４１：１３．６２ １１６．５

４７ ブロンクステイル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成 キャロットファーム 小島 茂之 安平 追分ファーム ４８６－ ２１：１３．９２ ６．０

４６ チャーミングロック 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎篠木 俊二氏 佐藤 全弘 福島 篠木牧場 ４７４＋ ２１：１４．２１ ８１．６

２２ ピュアプレジャー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 岡田スタツド B４６６－ ６１：１４．６２ ５６．３

２３ ダイワイマージュ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 大典牧場 ４７２＋ ４１：１４．７ ２９．０

７１２ フェイクグローリー 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥山上 和良氏 菊川 正達 浦河 不二牧場 ４８２± ０１：１５．１２ １３．３

３４ ゴールデンハルサヤ 牡３栗 ５６
５３ ▲小野寺祐太金山 克己氏 加藤 和宏 浦河トラストスリーファーム ４５８－ ２ 〃 クビ ４８７．７

５９ ミ ラ ソ ル 牝３栗 ５４ 木幡 初広吉野 吉晴氏 伊藤 伸一 新冠 山岡ファーム ４３２－ ８１：１５．４２ ３１２．４

７１３ ソルトキャスケード 牝３鹿 ５４ 江田 照男伊藤 仁氏 萱野 浩二 日高 白井牧場 ４５８＋ ２１：１５．６１ ２２．２

５８ ヒ マ ラ ヤ 牡３栗 ５６ 田中 勝春 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ５０６＋ ８１：１５．８１ １３．０

６１１ オンワードフレイア 牝３栗 ５４
５１ ▲横山 和生 オンワード牧場 清水 利章 浦河 オンワード牧場 ４６２＋１２１：１６．６５ ６７４．８

８１５ アジュールレッド 牡３鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B４６２＋１４１：１６．８１ ５４３．３

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，７５１，６００円 複勝： ３６，５９８，３００円 枠連： １２，７７５，６００円

馬連： ５０，１２１，５００円 馬単： ３４，７４８，４００円 ワイド： ２１，３１４，７００円

３連複： ６１，８７９，６００円 ３連単： １０４，４３３，５００円 計： ３４０，６２３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 ５９０円 複 勝 １５０円 １２０円 １３０円 枠 連（３－６） ７００円

馬 連 ７００円 馬 単 １，６８０円

ワ イ ド ２６０円 ３３０円 ２４０円

３ 連 複 ７８０円 ３ 連 単 ５，３７０円

票 数

単勝票数 計 １８７５１６ 的中 ２５３７５（３番人気）
複勝票数 計 ３６５９８３ 的中 ５８９９１（３番人気） ９６０５９（１番人気） ７１９４７（２番人気）
枠連票数 計 １２７７５６ 的中 （３－６） １３５７９（２番人気）
馬連票数 計 ５０１２１５ 的中 ５３５２９（２番人気）
馬単票数 計 ３４７４８４ 的中 １５２８３（６番人気）
ワイド票数 計 ２１３１４７ 的中 ２０４０４（２番人気） １５１８１（４番人気） ２３９９４（１番人気）
３連複票数 計 ６１８７９６ 的中 ５９２９５（１番人気）
３連単票数 計１０４４３３５ 的中 １４３６８（７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．７―１２．５―１２．０―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールドスマイル 父 スターリングローズ 母父 キョウワアリシバ デビュー ２０１０．９．１２ 中山４着
２００８．４．６生 牡３鹿 母 サ サ ブ エ 母母 ホクショウマリー １３戦１勝 賞金 １１，７２０，０００円

〔タイムオーバーによる出走制限〕 アジュールレッド号は，平成２３年９月２８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。
（非抽選馬） ５頭 キョウエイバトラー号・ケイアイカミノコエ号・ソニックフリート号・ドクターモーガル号・マルブツファントム号

第４回　新潟競馬　第６日



２４０６３ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

８１６ ビーナスオンシェル 牝３鹿 ５４ 武 豊大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社
大原ファーム ４８４－ ３１：４８．５ １５．１�

５１０ ミサノグリーン 牝３栗 ５４
５１ ▲嶋田 純次斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河 向別牧場 ４２６－ ８１：４８．６� ８１．５�

１２ ラ ル ゴ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ２１：４８．７� ６．３�
２４ ポタージュクレール 牝３鹿 ５４ 木幡 初広吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４４６＋ ４ 〃 ハナ １３．７�
８１７ トウショウレイザー 牡３鹿 ５６ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６２－ ８ 〃 クビ １４．６�
７１３ ブレインウェーブ 牝３青 ５４ 丸山 元気臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：４８．９１� ３．０	
６１２ オークヴィル 牝３鹿 ５４ 石橋 脩下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４９６＋１２ 〃 ハナ ３．１

５９ ブルーアンブロシア 牡３芦 ５６ 坂井 英光 �ブルーマネジメント加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０１：４９．２２ ４０．４�
（大井）

２３ サトノオリオン 牡３栗 ５６ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 日高 下河辺牧場 ４５６＋ ６１：４９．３クビ ４８．４�
３６ イットーイチバン 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信阿部 紀子氏 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４２６± ０１：４９．４� ７．７
８１８ レジリアンス 牝３鹿 ５４ 武士沢友治吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：４９．７１� ３３４．７�
４７ ゴールドエタンセル 牝３黒鹿５４ 江田 照男福島 実氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 ４４４－２０ 〃 クビ ７５．６�
７１５ ニシノテンコウ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４５８± ０１：４９．８クビ １１７．９�
４８ テ ィ グ レ 牡３鹿 ５６ 赤木高太郎�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０８－ ４１：４９．９� ３０３．０�
１１ デュラビリティ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�広富牧場 藤原 辰雄 新冠 つつみ牧場 ４０８＋２０１：５０．４３ ４１０．９�
３５ ラトラヴィクリス 牡３黒鹿５６ 田中 勝春林 正道氏 村山 明 安平 ノーザンファーム ４５６ ―１：５１．３５ １７６．１�
６１１ ラブリームーン 牝３青鹿５４ 中谷 雄太長谷川光司氏 堀井 雅広 新冠 越湖牧場 ４５４＋ ２１：５２．８９ ５２５．４�
７１４ リネンアリュール 牝３栗 ５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか

北海道大学北方生
物圏フィールド科学セ
ンター静内研究牧場

４４４－ ８ （競走中止） ５１８．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，５３２，７００円 複勝： ３８，５８５，９００円 枠連： １５，８８８，８００円

馬連： ５３，０５０，６００円 馬単： ３６，６０２，６００円 ワイド： ２３，４５０，８００円

３連複： ６９，４８８，５００円 ３連単： １１７，１９０，８００円 計： ３７５，７９０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５１０円 複 勝 � ５２０円 � １，７３０円 � ２５０円 枠 連（５－８） ５，４５０円

馬 連 �� ４２，９３０円 馬 単 �� ７９，２２０円

ワ イ ド �� ９，２９０円 �� １，８００円 �� ５，５９０円

３ 連 複 ��� ８２，４５０円 ３ 連 単 ��� ８１５，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２１５３２７ 的中 � １１２６０（７番人気）
複勝票数 計 ３８５８５９ 的中 � １９０３５（７番人気）� ５０６４（１０番人気）� ４７９０７（３番人気）
枠連票数 計 １５８８８８ 的中 （５－８） ２１５４（１９番人気）
馬連票数 計 ５３０５０６ 的中 �� ９１２（５４番人気）
馬単票数 計 ３６６０２６ 的中 �� ３４１（１０３番人気）
ワイド票数 計 ２３４５０８ 的中 �� ６１３（５３番人気）�� ３２８１（１９番人気）�� １０２４（４０番人気）
３連複票数 計 ６９４８８５ 的中 ��� ６２２（１３６番人気）
３連単票数 計１１７１９０８ 的中 ��� １０６（１００３番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．７―１２．４―１３．１―１２．７―１１．７―１０．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３５．７―４８．１―１：０１．２―１：１３．９―１：２５．６―１：３６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーナスオンシェル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１１．２．１２ 東京７着

２００８．２．２９生 牝３鹿 母 オリエントカラー 母母 パ ル セ イ ト ２戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ブレインウェーブ号は，枠入り不良。
〔競走中止〕 リネンアリュール号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため４コーナー手前で競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ブレインウェーブ号は，平成２３年８月２９日から平成２３年９月１９日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブリームーン号は，平成２３年１０月２８日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 オンワードガイア号・ラシアンタンカード号
※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。

２４０６４ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２２ レットミーノー 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信石瀬 浩三氏 領家 政蔵 新冠 ムラカミファーム B４５８－ ２１：５５．１ ２．６�

７１３ ウエスタンダーツ 牡３栗 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 松山 康久 新ひだか 坂本 春雄 ４９８＋ ２１：５５．２� ８．３�
６１０ ドラゴンヴォイス 牡３鹿 ５６

５３ ▲横山 和生窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４８－ ６１：５５．３� ２．２�
５８ キョウエイヒドラ 牝３栗 ５４ 三浦 皇成田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４８０＋ ２１：５５．４� ２４７．０�
４６ ドゥーアップ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B５１８＋ ２１：５５．７１� １６．８�
４７ 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 ４３８＋ ４１：５６．５５ １４．０�
６１１ オレンジシューズ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次ディアレスト 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 ４９２＋ ８１：５７．８８ ３０２．０	
７１２ キープザブレイヴ 牡３栗 ５６ 坂井 英光 
グリーンファーム 池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８０± ０１：５８．２２� ６３．０�

（大井）

３４ シルバーエデン 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４１６－ ２１：５９．１５ ４４６．９�
８１５ ダンスサイト 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松山 将樹 新冠 競優牧場 ４８０－ ４１：５９．２� ４１１．６
２３ マンハッタンボス 牡３鹿 ５６ 的場 勇人�本桐牧場 牧 光二 新ひだか 本桐牧場 B４８８ ―１：５９．３� ９５．５�
１１ ラヴフェアリー 牝３鹿 ５４ 赤木高太郎村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４５２＋ １１：５９．６１� １７１．３�
８１４ レッドアーガス 牡３栗 ５６ 江田 照男 
東京ホースレーシング 河野 通文 浦河 梅田牧場 ５４０－ ２２：００．４５ ９．５�
５９ ムラマサノヨーカイ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥新井 孝治氏 高木 登 浦河 岡本 昌市 ４９６＋ ４２：０１．２５ ２２６．２�
３５ ホワイトブリム 牝３栗 ５４ 武士沢友治吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５２２＋ ４２：０２．９大差 ２９５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，１５１，１００円 複勝： ３４，１８１，０００円 枠連： １４，５６７，５００円

馬連： ４６，２１６，０００円 馬単： ３６，９３６，１００円 ワイド： １９，５４６，７００円

３連複： ６０，６９５，６００円 ３連単： １１４，３８８，８００円 計： ３４７，６８２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（２－７） １，２２０円

馬 連 �� １，３１０円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １６０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ４，９８０円

票 数

単勝票数 計 ２１１５１１ 的中 � ６４４８５（２番人気）
複勝票数 計 ３４１８１０ 的中 � ７７４０８（２番人気）� ３５７７２（３番人気）� １２５０６５（１番人気）
枠連票数 計 １４５６７５ 的中 （２－７） ８８２９（６番人気）
馬連票数 計 ４６２１６０ 的中 �� ２６０７７（６番人気）
馬単票数 計 ３６９３６１ 的中 �� １３２７０（７番人気）
ワイド票数 計 １９５４６７ 的中 �� １１２１５（４番人気）�� ３７６９５（１番人気）�� １６７５２（３番人気）
３連複票数 計 ６０６９５６ 的中 ��� ７０４４９（１番人気）
３連単票数 計１１４３８８８ 的中 ��� １６９７０（１１番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．８―１２．３―１３．３―１３．３―１３．３―１３．４―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．７―３６．０―４９．３―１：０２．６―１：１５．９―１：２９．３―１：４２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．２
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

レットミーノー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１０．１０．２３ 京都１０着

２００８．２．１２生 牡３鹿 母 ピアルージュ 母母 ピアグレイス ８戦１勝 賞金 ９，５８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドアーガス号・ホワイトブリム号は，平成２３年９月２８日まで平地競走に出走できない。

ムラマサノヨーカイ号は，平成２３年１０月２８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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ティーケイラビット号
（非抽選馬） ８頭 オウエイロブロイ号・シルクマグナム号・シンボリドンナー号・スバルオーロラ号・ヒカリエンジェル号・

ヘンリーレガッタ号・ホワイトスターズ号・ワスカラン号
※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。



２４０６５ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６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

７１３ イチオクノホシ 牝２芦 ５４
５１ ▲嶋田 純次小林けい子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４３２ ―１：１１．３ ３．９�

８１６ ニシノセレーノ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司西山 茂行氏 田村 康仁 浦河 高昭牧場 ４５０ ―１：１１．６１� ３．６�
５９ フ ロ ー リ ア 牝２栗 ５４ 大野 拓弥�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４３８ ―１：１２．１３ ９．３�
８１７ ノーブルガイア 牝２黒鹿５４ 梶 晃啓菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 ４３４ ―１：１２．２� ６７．６�
６１２ ブラックモア 牡２黒鹿５４ 武士沢友治宮崎 金造氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４２６ ― 〃 ハナ ２２９．４�
３５ フォゲラバーディ 牝２青鹿５４ 丸山 元気平田 修氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２６ ―１：１２．４１� １２．７�
４８ インスピレーション 牡２鹿 ５４ 中舘 英二小菅 定雄氏 松山 康久 平取 高橋 啓 ４０２ ― 〃 クビ ４．５	
８１８ タツブライト 牡２黒鹿５４ 江田 照男鈴木 昭作氏 武市 康男 浦河 大西牧場 ４７８ ―１：１２．７１� １５．６

１１ スペランツァーレ 牝２栗 ５４ 吉田 豊魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４３４ ― 〃 クビ ２３．９�
２３ テ ヌ ー ト 牡２鹿 ５４ 伊藤 工真重松 國建氏 大江原 哲 日高 坂東ファーム B４６８ ―１：１２．８� ５６．０�
２４ セーヌブルー 牝２青 ５４ 石橋 脩 ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 本桐牧場 ４１８ ― 〃 クビ ２３．７�
５１０ ハヤブサロック 牡２鹿 ５４ 村田 一誠平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７６ ―１：１２．９� １４５．８�
７１４ コズミックガール 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４３０ ―１：１３．１１� ２７８．７�
７１５ ラブリースター 牝２栃栗５４ 西田雄一郎長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム ４５０ ―１：１３．３１� １６．７�
６１１ キタサンビンゴ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣�大野商事 成島 英春 新ひだか 山野牧場 ４７０ ―１：１３．４クビ ８３．７�
４７ ロマンスレター 牝２栗 ５４ 青木 芳之井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４１２ ―１：１３．５� １５４．０�
３６ アサヒステファニー 牝２青鹿５４ 的場 勇人岩崎 銀一氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４４４ ―１：１５．２大差 ２９．９�
１２ ホーリーウーマン 牝２鹿 ５４ 木幡 初広小野 博郷氏 坂本 勝美 浦河 川越ファーム ４３４ ―１：１６．５８ １１５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，４２３，３００円 複勝： ２７，５７７，９００円 枠連： １６，９７７，１００円

馬連： ４９，３１４，３００円 馬単： ３３，１８１，７００円 ワイド： １９，３８３，１００円

３連複： ６１，９５９，０００円 ３連単： ９５，５４７，９００円 計： ３２２，３６４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（７－８） ４９０円

馬 連 �� ８４０円 馬 単 �� １，６８０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ７６０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 ��� ８，６００円

票 数

単勝票数 計 １８４２３３ 的中 � ３７７４７（２番人気）
複勝票数 計 ２７５７７９ 的中 � ４５２２８（３番人気）� ５７９４６（１番人気）� ２５２３９（４番人気）
枠連票数 計 １６９７７１ 的中 （７－８） ２６０６６（１番人気）
馬連票数 計 ４９３１４３ 的中 �� ４３８４５（１番人気）
馬単票数 計 ３３１８１７ 的中 �� １４６４７（１番人気）
ワイド票数 計 １９３８３１ 的中 �� １２６５５（２番人気）�� ６０５４（６番人気）�� ６７８３（５番人気）
３連複票数 計 ６１９５９０ 的中 ��� ２２０１８（２番人気）
３連単票数 計 ９５５４７９ 的中 ��� ８２０５（８番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．８―１２．２―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３５．１―４７．３―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．２
３ ・（３，９）１２，１６，１８，４（７，１７）（１０，１５）（１３，１１）１－（１４，８）－５，６－２ ４ ９（３，１２，１６）１８－（４，１７）（７，１５，１１）（１０，１３）－１（１４，８）５＝６－２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イチオクノホシ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kendor 初出走

２００９．４．２生 牝２芦 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホーリーウーマン号は，平成２３年９月２８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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 アストロフォンテン号・コスモライデイン号・ジュエリスト号・ダイワカリエンテ号・デーヴィー号・

バウンダリーワン号・リバティーアゲイン号

２４０６６ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

５９ サトノヴィクトリア 牝３黒鹿５４ 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム B４６２－ ４ ５５．５ ２．８�

８１８ ホットラッシュ 牡３青 ５６
５３ ▲嶋田 純次草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 前川牧場 B４０６＋ ２ 〃 ハナ ２．９�

１２ アイティクイーン 牝３栗 ５４ 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 ４９６＋ ６ 〃 アタマ ７．２�
４７ メイショウエデン 牝３鹿 ５４ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ６ ５５．７１� １３．０�
４８ ディープインアスク 牝３鹿 ５４ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４６４＋ ８ ５５．８� １１．０�
７１３ ショウナンカルマン 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信国本 哲秀氏 鈴木 伸尋 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４２６± ０ ５６．１２ ８１．６�
７１５ ファンキートット 牝３栃栗５４ 村田 一誠海谷 幸司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２ ５６．２クビ ２０．４�
３６ ラグランダム 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 服部 牧場 ４３４＋ ３ 〃 アタマ ４６．４	
３５ シンビジューム 牝３栗 ５４ 中舘 英二
ターフ・スポート武市 康男 浦河 酒井牧場 ４４４＋ ２ 〃 アタマ ５７．０�
８１７ ラ デ ュ レ 牝３栗 ５４ 赤木高太郎�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント B４５２＋ ６ ５６．３クビ １４．７
７１４ プレジャーカフェ 牝３栗 ５４ 二本柳 壮西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４２８＋ ２ ５６．７２� ４３．６�
６１１ ソレイユトウショウ 牝３栗 ５４ 江田 照男トウショウ産業� 池上 昌弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B４８２－ ２ 〃 クビ ５８．７�
６１２ ナンクルナイサ 牝３黒鹿５４ 坂井 英光小峰 清文氏 嶋田 潤 浦河 横山 浩司 ４２８－ ７ ５６．９１� １５２．２�

（大井）

５１０ ロッキーベイビー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲高嶋 活士井山 登氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４５８－ ８ 〃 クビ ２６１．２�

２４ バンクーバーリズム 牝３栗 ５４ 石神 深一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４６０－ ２ ５７．４３ ６５５．９�
２３ ワンステップ 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太楠本 勝美氏 水野 貴広 新冠 芳住 革二 ４１０－ ２ 〃 アタマ ３５３．６�
１１ レナキックス 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人平澤 創氏 根本 康広 浦河 田中スタッド ４７２＋ ４ ５７．５� ５１．６�
８１６ アーティチョーク 牝３鹿 ５４ 横山 義行内藤 好江氏 田中 剛 青森 オオタ牧場 ４５２－ ２ ５７．７１� ４０２．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，８０５，３００円 複勝： ３２，３３４，３００円 枠連： １９，９８５，６００円

馬連： ５９，８３２，２００円 馬単： ４１，６３１，４００円 ワイド： ２４，８０３，８００円

３連複： ７７，１４９，４００円 ３連単： １３４，８８９，１００円 計： ４１２，４３１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（５－８） ４００円

馬 連 �� ４４０円 馬 単 �� ８９０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ２６０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ８２０円 ３ 連 単 ��� ２，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２１８０５３ 的中 � ６１７０６（１番人気）
複勝票数 計 ３２３３４３ 的中 � ７２８４０（２番人気）� ８３４９６（１番人気）� ４４７８１（３番人気）
枠連票数 計 １９９８５６ 的中 （５－８） ３７１９６（１番人気）
馬連票数 計 ５９８３２２ 的中 �� １０２６０５（１番人気）
馬単票数 計 ４１６３１４ 的中 �� ３４８１２（２番人気）
ワイド票数 計 ２４８０３８ 的中 �� ３３８８５（１番人気）�� ２３７１６（２番人気）�� １５３１５（３番人気）
３連複票数 計 ７７１４９４ 的中 ��� ６９４８５（１番人気）
３連単票数 計１３４８８９１ 的中 ��� ３５１８８（１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．９―１０．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．３―３３．２―４３．７

上り４F４３．５－３F３３．２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノヴィクトリア �
�
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 ２０１０．８．１５ 新潟１０着

２００８．３．２３生 牝３黒鹿 母 ヒーリングヴォイス 母母 ダイナアイドル １０戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
〔制裁〕 アイティクイーン号の騎手吉田豊は，競走中盤で外側に斜行したことについて戒告。（８番・５番への進路影響）
※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 クリスタリン号
（非抽選馬） １頭 エイコーンキッド号
※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。



２４０６７ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６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

６１０ ウエスタンハピネス 牝３鹿 ５２ 村田 一誠西川 賢氏 西園 正都 新ひだか 北西牧場 ４８４－ ６１：１１．９ ３．６�

８１４� デ ン フ ァ レ 牝４栗 ５５ 的場 勇人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 ４８０＋ １１：１２．２１� １０９．２�

４６ キッズチェイサー 牝３黒鹿 ５２
４９ ▲嶋田 純次瀬谷 �雄氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：１２．９４ ４．８�

７１３ レッツマンボウ 牝３栗 ５２ 柴田 大知�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４７４＋１６ 〃 アタマ ２４．４�
２２ イルドロール 牝５栗 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４７２－ ４１：１３．１１� ７５．１	
３５ ナムラエメラルド 牝３鹿 ５２ 武 豊奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４６２＋１４ 〃 クビ １０．１

３４ ド ナ リ サ 牝３鹿 ５２

４９ ▲杉原 誠人山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 ４７２＋ ８１：１３．３１ ６２．８�
６１１ タマモワルツ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信タマモ� 水野 貴広 新ひだか 曾我 博 ４８８－ ４ 〃 ハナ ４．５�
２３ ミッキーオリーブ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ８ 〃 ハナ ４８．２
１１ ヤマニンアストレア 牝４黒鹿５５ 丸山 元気土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４４８－ ２１：１３．４� １５．６�
５８ ディアイリス 牝４鹿 ５５ 坂井 英光�樽さゆり氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント ４５６＋１６１：１３．６１� ２２５．０�

（大井）

５９ オメガリトルスター 牝５栗 ５５ 三浦 皇成原 �子氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４５０－ ２１：１４．４５ ６．６�
８１５� エビスワンダフル 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 ４８４＋１９１：１５．０３	 ８１．２�
７１２ 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 ４５４－ ２ 〃 アタマ ８．８�
４７ � オンデマンド 牝３鹿 ５２ 中谷 雄太岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 須崎牧場 ４５６＋１２ 〃 アタマ ２２１．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，５５４，４００円 複勝： ３７，４１３，６００円 枠連： ２０，１１４，３００円

馬連： ６８，６５５，６００円 馬単： ４３，８１１，１００円 ワイド： ２５，８６８，１００円

３連複： ７８，５２１，１００円 ３連単： １３１，２２６，０００円 計： ４２９，１６４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ２，３７０円 � ２１０円 枠 連（６－８） ３，７３０円

馬 連 �� ２７，８４０円 馬 単 �� ３９，４３０円

ワ イ ド �� ６，１８０円 �� ５５０円 �� ８，５４０円

３ 連 複 ��� ４５，４２０円 ３ 連 単 ��� ３３３，９５０円

票 数

単勝票数 計 ２３５５４４ 的中 � ５２２２９（１番人気）
複勝票数 計 ３７４１３６ 的中 � ７０５５６（１番人気）� ２９４３（１３番人気）� ５２３３１（３番人気）
枠連票数 計 ２０１１４３ 的中 （６－８） ３９９０（１５番人気）
馬連票数 計 ６８６５５６ 的中 �� １８２０（４９番人気）
馬単票数 計 ４３８１１１ 的中 �� ８２０（７８番人気）
ワイド票数 計 ２５８６８１ 的中 �� ９８５（５０番人気）�� １２７０３（４番人気）�� ７１０（６２番人気）
３連複票数 計 ７８５２１１ 的中 ��� １２７６（１０４番人気）
３連単票数 計１３１２２６０ 的中 ��� ２９０（６９１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．３―１２．５―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．０―４６．５―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンハピネス �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー ２０１０．１１．２１ 京都２着

２００８．３．２４生 牝３鹿 母 ウエスタンベガ 母母 ウエスタンスキャン ７戦２勝 賞金 １７，２００，０００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。
（非抽選馬） ２頭 カナエチャン号・フレンチミシル号
※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。

２４０６８ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６日 第８競走 ��
��２，０００�

う ら さ

浦 佐 特 別
発走１４時００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 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

８１３ ラヴェルソナタ 牡３鹿 ５４ 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 ５３４＋ ６２：０１．１ １．９�

７１２ トーセンマルス 牡３鹿 ５４ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３２＋ ８ 〃 クビ ７．０�
４６ エイシンブイダンス 牡６栗 ５７ 田辺 裕信平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ４９０± ０２：０１．５２� ８．５�
５７ � タ ツ ク ー ル 牡６栗 ５７ 柴田 善臣鈴木 昭作氏 根本 康広 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４９０－ ４２：０１．６	 ４０．７�
４５ パ ン ジ ャ 牡３青鹿５４ 石橋 脩深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５１０± ０２：０１．７クビ ２３．５�
７１１ ロングスローイン 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 ４９４－ ２２：０１．９１
 ２７．８	
８１４� キ イ レ 牝４鹿 ５５ 柴田 大知小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 富田牧場 ４５８－ ２２：０２．２１	 ３７．６

２２ � サクラボールド 牡４栗 ５７ 田中 勝春�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４６８＋１２ 〃 アタマ ５．６�
３３ アプレレクール 牝３青鹿５２ 丸山 元気 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４３８± ０２：０２．３� １１．９
６１０ スターダムオーラ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム ５３６＋ ６２：０２．６２ ２３．０�
３４ ファヴェラシック 牝３栗 ５２ 中谷 雄太�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B４５０－ ４２：０３．７７ ３８８．０�
５８ � エムオーヘイロー 牝３鹿 ５２ 坂井 英光大浅 貢氏 堀江 仁 日高 門別牧場 ４０６－１３２：０４．１２� ２２０．０�

（大井） （大井）

６９ � フジノベルモット 牡４青鹿５７ 石神 深一中村 博亮氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ４５８－ ８２：０４．２	 ３７６．６�
１１ ティティチャーム 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥冨塚不二子氏 田島 俊明 新ひだか 仲野牧場 ５０２± ０２：０７．７大差 ４７３．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，７６６，８００円 複勝： ４７，９８６，７００円 枠連： ２２，１９９，９００円

馬連： ８０，０２８，９００円 馬単： ５５，７４２，９００円 ワイド： ３０，３５４，３００円

３連複： ９１，５１２，８００円 ３連単： １７５，６５５，９００円 計： ５３１，２４８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（７－８） ４７０円

馬 連 �� ６３０円 馬 単 �� ９９０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ３２０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� ４，９４０円

票 数

単勝票数 計 ２７７６６８ 的中 � １２１４２３（１番人気）
複勝票数 計 ４７９８６７ 的中 � １５９７１８（１番人気）� ４８００３（４番人気）� ５５９５３（３番人気）
枠連票数 計 ２２１９９９ 的中 （７－８） ３５４５０（１番人気）
馬連票数 計 ８００２８９ 的中 �� ９４５０３（２番人気）
馬単票数 計 ５５７４２９ 的中 �� ４１８２８（３番人気）
ワイド票数 計 ３０３５４３ 的中 �� ２４６１４（３番人気）�� ２４８１７（２番人気）�� ８４９２（８番人気）
３連複票数 計 ９１５１２８ 的中 ��� ４６１１９（３番人気）
３連単票数 計１７５６５５９ 的中 ��� ２６２８１（６番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．７―１２．０―１２．３―１２．９―１２．７―１２．４―１１．４―１０．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２５．０―３７．０―４９．３―１：０２．２―１：１４．９―１：２７．３―１：３８．７―１：４９．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴェルソナタ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．２８ 東京１着

２００８．２．１９生 牡３鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ ５戦２勝 賞金 ２１，９５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ティティチャーム号は，平成２３年９月２８日まで平地競走に出走できない。
※スターダムオーラ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。
※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。



２４０６９ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６日 第９競走 ��
��１，８００�

り ょ う つ わ ん

両 津 湾 特 別
発走１４時３５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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

３５ ドリームリバイバル 牡６栗 ５７ 中谷 雄太セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 オリエント牧場 ４８４＋１０１：５３．０ １１６．３�

１１ セ イ リ オ ス 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４８２＋ ４１：５３．１� ２．０�
８１５ シルクシュナイダー 牡３黒鹿５４ 吉田 豊有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋１４ 〃 ハナ ３．１�
７１３ カンマビード 牝４栗 ５５ 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 ムラカミファーム B４８６－ ６１：５３．４１� １０．４�
５９ ホワイトショウフク 牡６芦 ５７ 武 豊山本 浩一氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５６－ ２ 〃 ハナ ６５．７�
４６ スギノブレイド 	５栗 ５７ 木幡 初広杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B５０６－ ２１：５３．７１� １９．３	
２２ アイノレグルス 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成馬場 �晃氏 藤沢 則雄 新冠 対馬 正 ４７０－１０１：５３．９１� ３６．８

７１２ クレバークリス 牝５芦 ５５ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 浦河 岡崎牧場 ４９２＋１８１：５４．６４ １０８．３�
８１４ リープオブフェイス 牝４芦 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム ４７２＋ ８１：５５．２３� ３１．７
５８ メジロオマリー 牡６黒鹿５７ 江田 照男岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４７４＋１２１：５５．６２� ３２１．０�
２３ ハリマノワタリドリ 牡５栗 ５７ 坂井 英光福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４８８－ ２１：５５．８１� ８６．２�

（大井）

３４ アプローズヒーロー 牡７鹿 ５７ 大庭 和弥小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４４８－ ８１：５６．０１ ３８２．２�
６１０ メイクセンス 牡６栗 ５７ 中舘 英二平田 修氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４９４＋ ２１：５６．６３� １０．９�
４７ カムレーシング 牡５黒鹿５７ 丸山 元気吉田 和子氏 清水 英克 浦河 杵臼牧場 ５１２－ ２ 〃 クビ １６．２�
６１１
 ベストオブラック 牡５黒鹿５７ 田中 勝春吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４９６＋１４１：５７．５５ ３６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３５，１０７，３００円 複勝： ５６，２９２，７００円 枠連： ３１，２１４，８００円

馬連： １１３，４８２，０００円 馬単： ７３，７８６，２００円 ワイド： ４２，４５２，４００円

３連複： １３２，０６３，４００円 ３連単： ２６０，５５８，８００円 計： ７４４，９５７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １１，６３０円 複 勝 � １，０４０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（１－３） ７，１２０円

馬 連 �� ６，９９０円 馬 単 �� ２５，６１０円

ワ イ ド �� １，６７０円 �� ２，８７０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ４，４２０円 ３ 連 単 ��� ８８，２５０円

票 数

単勝票数 計 ３５１０７３ 的中 � ２３７９（１３番人気）
複勝票数 計 ５６２９２７ 的中 � ６５００（１２番人気）� ２４４４５９（１番人気）� ９５９４５（２番人気）
枠連票数 計 ３１２１４８ 的中 （１－３） ３２３７（１７番人気）
馬連票数 計１１３４８２０ 的中 �� １１９８７（２０番人気）
馬単票数 計 ７３７８６２ 的中 �� ２１２７（５４番人気）
ワイド票数 計 ４２４５２４ 的中 �� ５００８（２１番人気）�� ２８５０（３１番人気）�� ９３０９７（１番人気）
３連複票数 計１３２０６３４ 的中 ��� ２２０９７（１２番人気）
３連単票数 計２６０５５８８ 的中 ��� ２１７９（２２５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１３．４―１３．３―１２．４―１２．３―１３．１―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．３―３６．７―５０．０―１：０２．４―１：１４．７―１：２７．８―１：４０．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームリバイバル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Irish River デビュー ２００７．７．２１ 新潟８着

２００５．４．１５生 牡６栗 母 シルクシャムロック 母母 Elaysha ２４戦２勝 賞金 ４１，９３９，０００円
［他本会外：４戦２勝］

※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。

２４０７０ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６日 第１０競走 ��
��１，６００�

つ き お か お ん せ ん

月 岡 温 泉 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
月岡温泉観光協会賞（１着）

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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

３３ アスカクリチャン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４９２＋ ８１：３３．５ ４．２�

６９ オルトリンデ 牝５栗 ５５ 北村 宏司 �グリーンファーム 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２＋１２ 〃 アタマ １１．１�
５６ ヒシカツジェームス 牡４栗 ５７ 田辺 裕信阿部 雅英氏 久保田貴士 新ひだか 岡田スタツド ４７２－ ２ 〃 ハナ ３．３�
４４ ナリタスレンダー �６鹿 ５７ 武 豊�オースミ 木原 一良 浦河 田中スタッド ５００＋１０１：３３．９２� ７．１�
２２ 	 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 ４６８＋ ２１：３４．０
 ２４．１�
８１２ ダブルレインボー 牡５栗 ５７ 石橋 脩吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８６－ ２１：３４．１
 １４．１	
８１３ ラインジェシカ 牝４栗 ５５ 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９６± ０１：３４．３１� ４．７

５７ カ ピ タ ー ノ 牡７黒鹿５７ 柴田 大知 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 ４９８＋ ２１：３４．７２� ８０．２�
１１ 	 メ ス ナ ー 牡６芦 ５７ 中谷 雄太岡田 繁幸氏 畠山 重則 門別 旭 牧場 ４７０＋ ２ 〃 ハナ ２４．５�
７１０ クリールトルネード 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣横山 修二氏 笹田 和秀 新冠 松浦牧場 ４８４－ ６１：３４．８クビ １２２．９
７１１ ア カ リ 牝５栗 ５５ 嶋田 純次山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 静内 矢野牧場 B４５２＋１０１：３５．２２� １０６．５�
６８ パープルタイヨー 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成中野 銀十氏 境 直行 日高 宝寄山 忠則 ４４２＋ ４１：３５．３クビ １４．４�
４５ ブレイクナイン 牡５黒鹿５７ 丸山 元気青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ４８０－１８１：３５．７２� ５５．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３７，４１６，９００円 複勝： ６７，６５８，１００円 枠連： ２９，４３６，３００円

馬連： １４４，５８０，５００円 馬単： ８２，０３６，９００円 ワイド： ４４，６１６，３００円

３連複： １６０，６８５，４００円 ３連単： ３２７，２４９，９００円 計： ８９３，６８０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � ２８０円 � １４０円 枠 連（３－６） １，２２０円

馬 連 �� ２，５７０円 馬 単 �� ４，２７０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ２８０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １６，０７０円

票 数

単勝票数 計 ３７４１６９ 的中 � ７０７３１（２番人気）
複勝票数 計 ６７６５８１ 的中 � １１７２００（２番人気）� ４９５０１（５番人気）� １５１８８５（１番人気）
枠連票数 計 ２９４３６３ 的中 （３－６） １７９０６（６番人気）
馬連票数 計１４４５８０５ 的中 �� ４１６１４（１１番人気）
馬単票数 計 ８２０３６９ 的中 �� １４１８４（１７番人気）
ワイド票数 計 ４４６１６３ 的中 �� １１９９７（１２番人気）�� ４４９９１（１番人気）�� １５３０２（６番人気）
３連複票数 計１６０６８５４ 的中 ��� ５５５７１（３番人気）
３連単票数 計３２７２４９９ 的中 ��� １５０３４（４３番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．１―１１．９―１１．８―１１．７―１１．６―１０．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．１―２４．２―３６．１―４７．９―５９．６―１：１１．２―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスカクリチャン �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 ダイナレター デビュー ２００９．９．６ 小倉３着

２００７．４．１１生 牡４鹿 母 ローレルワルツ 母母 スワンスキー １９戦４勝 賞金 ６１，１５２，０００円
〔制裁〕 ヒシカツジェームス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戒告。（９番・３番・２番・１３番へ

の進路影響）
アスカクリチャン号の騎手田中勝春は，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３０，０００円。（２番・１３番へ
の進路影響）

２レース目



２４０７１ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６日 第１１競走
サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４７回農林水産省賞典 新潟記念（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左・外）
３歳以上，２２．８．２８以降２３．８．２１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

農林水産大臣賞・新潟馬主協会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ４３，０００，０００円 １７，０００，０００円 １１，０００，０００円 ６，５００，０００円 ４，３００，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円
生産者賞 賞 品 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

５５ ナリタクリスタル 牡５黒鹿５７．５ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７８± ０１：５９．１ ８．２�

７９ サンライズベガ 牡７鹿 ５６ 北村 宏司松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ５０８－ ８ 〃 クビ ２７．１�
３３ セイクリッドバレー 牡５栗 ５７ 丸山 元気吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９０± ０１：５９．３１� ５．６�
６７ � タッチミーノット 牡５黒鹿５６ 三浦 皇成吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：５９．４クビ ３．６�
７８ プティプランセス 牝５鹿 ５０ 武士沢友治中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４６０＋ ６ 〃 ハナ １１．７�
６６ オペラブラーボ 牡７鹿 ５６ 中舘 英二草間 庸文氏 久保田貴士 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４４０＋ ２１：５９．６１� １０．２�
１１ シャイニーブラウン 牡６鹿 ５４ 石橋 脩小林 昌志氏 平田 修 平取 雅 牧場 ５２６－１２ 〃 クビ ２２．７	
２２ エオリアンハープ 牝５栗 ５３ 木幡 初広 
社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４３８－ ２１：５９．９１	 ４．７�
８１０ トウショウウェイヴ 牡６黒鹿５４ 吉田 豊トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４７０＋ ２２：００．０クビ ６７．２�
４４ ヤマニンキングリー 牡６栗 ５６ 田中 勝春土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４９４＋ ４２：００．３２ ６．５
８１１ ホワイトピルグリム 牡６芦 ５５ 田辺 裕信
ターフ・スポート鮫島 一歩 浦河 鵜木 唯義 ４６０± ０２：００．６１	 ２８．８�

（１１頭）

売 得 金
単勝： １４３，５１２，０００円 複勝： ２１０，１３７，７００円 枠連： ９７，８３２，６００円 馬連： ６６３，５９２，７００円 馬単： ３４６，６９１，７００円

ワイド： １８４，６９６，３００円 ３連複： ７７８，１８６，７００円 ３連単： １，７５５，９４９，８００円 ５重勝： １，２８０，２４８，９００円 計： ５，４６０，８４８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２９０円 � ５９０円 � ２００円 枠 連（５－７） ３，３６０円

馬 連 �� １０，８８０円 馬 単 �� １８，４２０円

ワ イ ド �� ２，４９０円 �� ７８０円 �� １，４８０円

３ 連 複 ��� １３，７９０円 ３ 連 単 ��� １０２，８５０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����� ２７７，８９０円

票 数

単勝票数 計１４３５１２０ 的中 � １３８８７９（５番人気）
複勝票数 計２１０１３７７ 的中 � １９２３７１（５番人気）� ７８８７１（８番人気）� ３３１４４７（２番人気）
枠連票数 計 ９７８３２６ 的中 （５－７） ２１５０４（１７番人気）
馬連票数 計６６３５９２７ 的中 �� ４５０４４（３８番人気）
馬単票数 計３４６６９１７ 的中 �� １３８９３（６７番人気）
ワイド票数 計１８４６９６３ 的中 �� １７７００（３７番人気）�� ６０９６０（９番人気）�� ３０４６５（２１番人気）
３連複票数 計７７８１８６７ 的中 ��� ４１６７５（５６番人気）
３連単票数 計１７５５９４９８ 的中 ��� １２６０１（３８４番人気）
５重勝票数 計１２８０２４８９ 的中 ����� ３４００

ハロンタイム １３．２―１１．０―１１．９―１２．０―１２．８―１２．４―１１．７―１１．２―１０．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．２―２４．２―３６．１―４８．１―１：００．９―１：１３．３―１：２５．０―１：３６．２―１：４７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．８―３F３４．１
３ ９，５－６，１（４，７，１１）３（８，２）１０ ４ ９，５－６，１（４，７，１１）３，２，８，１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタクリスタル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー ２００９．１．１０ 京都２着

２００６．１．１６生 牡５黒鹿 母 プレシャスラバー 母母 カウンテスステフィ ２５戦８勝 賞金 ２５０，９８１，０００円

２４０７２ ８月２８日 晴 良 （２３新潟４）第６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

６１０ ミッキーオーラ 牡３青鹿５４ 中舘 英二野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム ５１２－ ４１：５３．３ １．７�

２２ カントリースノー 牡４黒鹿５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ５４２＋ ６１：５３．９３� ７．４�
４７ � インディアナポリス 牡４黒鹿５７ 三浦 皇成 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７４－１４１：５４．１� ８．０�
１１ ヤマニンパソドブル 牝４青鹿５５ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４４８＋ ２１：５４．３１� ７４．１�
５９ ウエスタンブラボー 牡４青鹿５７ 柴田 善臣西川 賢氏 鈴木 康弘 新ひだか 北西牧場 ４７２＋ ２１：５４．６２ ３３．７�
８１５ チャレンジフラッグ 牝４芦 ５５ 吉田 豊石橋 忠之氏 阿部 新生 新ひだか 土田農場 ５１６－ ６１：５４．９１� ５６．４�
４６ リンクルリッジ 牡３黒鹿５４ 武士沢友治 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ １６．９

７１３ リキサンヒーロー 牡４栗 ５７ 大野 拓弥 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B４６４＋ ４ 〃 ハナ ５．７�
７１２ ヴァルドルフ 牡６栗 ５７ 田辺 裕信片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４６４＋ ４１：５５．１１� ４１．４�
５８ シベリアンファクト 牡４栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４７８＋ ２１：５５．２クビ ２２．２
３４ � シンケンショウブ 牡３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生栗本 博晴氏 新開 幸一 新ひだか グランド牧場 B４８４＋ ４ 〃 クビ ３７５．０�
２３ アカシローレル 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４４６－ ２１：５５．４� ６０．０�
８１４ ナカヤマスウェプト 牡５芦 ５７ 柴田 大知和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８８－２２１：５５．７１� １３２．９�
３５ ウ イ ン ク 牝６鹿 ５５ 丸山 元気河� 五市氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４８０＋ ４１：５６．１２� １７９．９�
６１１ カフェキングアイ 牡３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 静内白井牧場 ４３４－ ４１：５６．２� ６２．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６２，７６３，７００円 複勝： ８４，５２８，６００円 枠連： ４７，０８９，８００円

馬連： １６８，０２８，３００円 馬単： １２３，９３５，５００円 ワイド： ６６，９４９，２００円

３連複： ２０６，４００，７００円 ３連単： ４９８，６８４，４００円 計： １，２５８，３８０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ２３０円 枠 連（２－６） ５５０円

馬 連 �� ６２０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ３７０円 �� １，２１０円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 ��� ５，６４０円

票 数

単勝票数 計 ６２７６３７ 的中 � ２９２３２２（１番人気）
複勝票数 計 ８４５２８６ 的中 � ３０７９５５（１番人気）� ９２７０８（３番人気）� ７２１２６（４番人気）
枠連票数 計 ４７０８９８ 的中 （２－６） ６３７３４（２番人気）
馬連票数 計１６８０２８３ 的中 �� ２０２００９（２番人気）
馬単票数 計１２３９３５５ 的中 �� １２７２４３（２番人気）
ワイド票数 計 ６６９４９２ 的中 �� ６０４４７（２番人気）�� ４６３７８（３番人気）�� １１９９５（１４番人気）
３連複票数 計２０６４００７ 的中 ��� ７２４４８（５番人気）
３連単票数 計４９８６８４４ 的中 ��� ６５２８２（７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．８―１３．６―１２．６―１２．６―１３．０―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．０―５０．６―１：０３．２―１：１５．８―１：２８．８―１：４０．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーオーラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．５ 阪神１０着

２００８．１．２３生 牡３青鹿 母 エ ジ ー ド 母母 マジックナイト ８戦２勝 賞金 １７，０００，０００円
〔制裁〕 ミッキーオーラ号の騎手中舘英二は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（７番・１４番・９番への進

路影響）
※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 ケイジーシオン号

５レース目



（２３新潟４）第６日 ８月２８日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８５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

２４５，３２０，０００円
１，０９０，０００円
５，１５０，０００円
２，０７０，０００円
２３，２４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，２９４，５００円
４，９９７，０００円
１，８３１，５００円

勝馬投票券売得金
４５３，０７３，４００円
７２１，５５６，４００円
３４６，８２５，６００円
１，５４６，４６８，６００円
９４５，７５９，９００円
５２６，３９２，９００円
１，８４５，１６９，０００円
３，８２６，４６６，３００円
１，２８０，２４８，９００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 １１，４９１，９６１，０００円

総入場人員 １７，９０３名 （有料入場人員 １５，４６７名）


