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２０００１ ７月１４日 曇 良 （２４新潟２）第１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

６７ ザ ラ ス ト ロ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 ４７８± ０１：３５．８ ２．４�

４４ スワンソング 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５４＋ ２１：３６．１２ ７．０�

５６ タ プ ロ ー ム 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 ４６４＋１０１：３６．３１ ５．３�
６８ レモンチャン 牝２栗 ５４ 中舘 英二ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム ４３６－ ４ 〃 クビ １３．９�
７１０ ブラックジャック 牡２青鹿５４ 吉田 豊北駿競走馬組合 水野 貴広 新冠 長浜牧場 ４５４－ ２１：３６．５１� ９２．７�
２２ ミヤコボルト 牡２栗 ５４ 田中 勝春吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 丸村村下

ファーム ４５８－ ２１：３６．６� １５１．９�
３３ マイネルガブリエル 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 前谷 武志 ４７０± ０１：３６．７� ２１．８

８１２ クレバーユニバース 牡２黒鹿５４ 内田 博幸田� 正明氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 ４５０＋ ２１：３６．８� ４．３�
７９ シャンピオナ 牝２栃栗５４ 江田 照男 �サンデーレーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム ４５２－ ４ 〃 クビ １２．２
５５ カシノリュウセイ 牡２黒鹿５４ 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 浦河 野村 正 ４３０－ ６１：３６．９クビ ２２８．７�
８１１ スピードパレード 牝２青鹿５４ 石橋 脩市川不動産	 和田 正道 新冠 村上牧場 ４１０－ ２１：３７．６４ ２３．２�
１１ メルクマール 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 バンダム牧場 ４５２－ ４１：３８．３４ ２３６．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，６６６，２００円 複勝： ３０，０９０，６００円 枠連： ８，７１８，１００円

馬連： ３７，０２８，８００円 馬単： ２８，７２２，９００円 ワイド： １６，８１０，４００円

３連複： ４９，７５３，１００円 ３連単： ９２，３７２，９００円 計： ２７９，１６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � １８０円 枠 連（４－６） ７００円

馬 連 �� ９４０円 馬 単 �� １，５９０円

ワ イ ド �� ３７０円 �� ２６０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ７，２１０円

票 数

単勝票数 計 １５６６６２ 的中 � ５３２９２（１番人気）
複勝票数 計 ３００９０６ 的中 � ９３６９５（１番人気）� ２９９３３（４番人気）� ３８２８４（３番人気）
枠連票数 計 ８７１８１ 的中 （４－６） ９３１７（３番人気）
馬連票数 計 ３７０２８８ 的中 �� ２９２０１（３番人気）
馬単票数 計 ２８７２２９ 的中 �� １３３３９（５番人気）
ワイド票数 計 １６８１０４ 的中 �� １１１７１（３番人気）�� １７８５０（２番人気）�� ４７２３（１１番人気）
３連複票数 計 ４９７５３１ 的中 ��� ２２５８６（５番人気）
３連単票数 計 ９２３７２９ 的中 ��� ９４６６（１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．９―３５．７―４８．４―１：０１．４―１：１３．０―１：２４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ザ ラ ス ト ロ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１２．６．２３ 福島３着

２０１０．２．１４生 牡２鹿 母 セクシーココナッツ 母母 ココパシオン ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円

２０００２ ７月１４日 曇 稍重 （２４新潟２）第１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）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

４６ ピースオブアイ 牝３栗 ５４ 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４７０－１０１：１２．２ ５．７�

７１２ エイブルトップガン 牝３栗 ５４ 江田 照男中澤 隆氏 南田美知雄 新ひだか 山際牧場 ４５２± ０１：１３．３７ ５５．５�
３５ ジュドポーム 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４４６－ ４１：１３．４� ３．５�
４７ トラストシンシ 牝３栗 ５４ 松岡 正海菅波 雅巳氏 的場 均 浦河 駿河牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ８．３�
６１０ ハッピーウェーブ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義道永 幸治氏 武市 康男 千歳 社台ファーム ４５６－ ８１：１３．７１� ２７．０�
２３ プロスペリタ 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太有限会社シルク金成 貴史 浦河 桑田牧場 ４５８－ ２１：１３．９１� ７．７�
７１３ ディアコメット 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人寺田千代乃氏 田村 康仁 新ひだか 大典牧場 ４５８± ０１：１４．０� ２２９．３	
８１４ グラニュレーション 牝３栗 ５４ 吉田 豊大山 廣晃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 ４５０± ０ 〃 アタマ ５．６

５９ オーバーザムーン 牝３鹿 ５４ 中舘 英二�日進牧場 矢野 照正 浦河 成隆牧場 ４３４－１４１：１４．２１ ４．２�
５８ リボンハート 牝３鹿 ５４ 武士沢友治村井 良孝氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B４４０－ ６１：１４．３� １３７．７�
８１５ コスモブジー 牝３栗 ５４ 丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋１８ 〃 アタマ ６１．６
６１１ カシノコスモス 牝３青 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 中村 雅明 ４５８± ０１：１４．８３ ２５３．６�
３４ コンペリングテール 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 H.R.H．プリンセス・ハヤ 池上 昌弘 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４５２± ０ 〃 クビ ２７２．５�

２２ シーキングザルビー 牝３栗 ５４ 柴田 善臣青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４６＋ ４１：１５．２２� ３２．０�
１１ ナイトシェーバー 牝３鹿 ５４ 柴田 大知村山 忠弘氏 根本 康広 小清水 千島北斗牧場 ４６２ ―１：１５．８３� １３２．９�

（シャインディライト）

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，４９９，９００円 複勝： ３４，９２５，２００円 枠連： １０，３１７，１００円

馬連： ４１，８６６，５００円 馬単： ２９，７９９，４００円 ワイド： １８，４８３，７００円

３連複： ５５，７７２，１００円 ３連単： ９３，６６２，６００円 計： ３０３，３２６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２６０円 � ７４０円 � １６０円 枠 連（４－７） ４，６００円

馬 連 �� ９，８２０円 馬 単 �� １４，６７０円

ワ イ ド �� ３，７７０円 �� ５５０円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ８，０４０円 ３ 連 単 ��� ６２，５００円

票 数

単勝票数 計 １８４９９９ 的中 � ２５６１２（４番人気）
複勝票数 計 ３４９２５２ 的中 � ３４３０６（６番人気）� ９３６３（８番人気）� ７９４８３（１番人気）
枠連票数 計 １０３１７１ 的中 （４－７） １６５６（１５番人気）
馬連票数 計 ４１８６６５ 的中 �� ３１４７（２９番人気）
馬単票数 計 ２９７９９４ 的中 �� １５００（４５番人気）
ワイド票数 計 １８４８３７ 的中 �� １１４６（３６番人気）�� ８９３９（５番人気）�� ２７９５（１９番人気）
３連複票数 計 ５５７７２１ 的中 ��� ５１２０（２８番人気）
３連単票数 計 ９３６６２６ 的中 ��� １１０６（２０３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．９―１１．４―１２．２―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．８―３４．２―４６．４―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．４―３F３８．０
３ ６，９，１４（２，５，１５，１２）－３，１０，４，７，１，１１，８－１３ ４ ６－９，１４（２，５，１５，１２）－３－（４，１０）７（１，１１）８＝１３

勝馬の
紹 介

ピースオブアイ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１１．１２．１８ 中山２着

２００９．２．１５生 牝３栗 母 シルバーコースト 母母 Diamond Coast ６戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マイスピリット号

第２回 新潟競馬 第１日



２０００３ ７月１４日 曇 稍重 （２４新潟２）第１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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１４ ボンジュールエール 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田中善次郎氏 高木 登 新ひだか 前川 正美 ４５４± ０１：５６．７ １１．２�

６１０ フレンドワン 牡３黒鹿５６ 田中 勝春戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４５６± ０１：５７．１２� ５．７�
５９ ヨシールストーム 牡３栗 ５６ 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 畑端牧場 ５０８＋ ４ 〃 ハナ ３９．８�
６１１ ナイトホークス 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉田 和美氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：５７．２クビ １．８�
３５ ゼンノグライム 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次大迫久美子氏 鈴木 伸尋 新冠 村上 欽哉 ５０８＋ ４ 〃 ハナ ２０．３�
３４ ディアハンター 牡３黒鹿５６ 丸田 恭介永田 和彦氏 高橋 文雅 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４２８＋ ４１：５７．４１� １６４．５�
８１５ メイショウイチフジ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太松本 好雄氏 尾形 充弘 浦河 三嶋牧場 ４６８＋ ６１：５７．５クビ １４．９�
１１ マイネルレーサー 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４６４± ０１：５８．１３� ５．２

５８ レイナデアブリル 牝３黒鹿５４ 北村 宏司丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８０－ ６１：５８．３１� ６８．７�
７１２ スターマックス 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎池住 安信氏 保田 一隆 浦河 高野牧場 ４７４－ ６１：５８．４� ２７１．２�
２３ ウインブランシュ 牝３栗 ５４ 江田 照男	ウイン 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 ４３６－１２１：５８．５� ８８．０
４７ シ ュ ク ハ イ 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 坂本 智広 ４７６－ ６ 〃 クビ ２４２．４�
４６ サーストンアリオン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義齊藤 宣勝氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：５８．６クビ ２３．４�
２２ トウカイライト 牡３栗 ５６ 武士沢友治内村 正則氏 成島 英春 浦河 谷川牧場 ４５０＋１０１：５８．７� ４４２．０�
７１３ ファイアーアゲン 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 ４５４± ０１：５９．３３� ５６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，６８４，７００円 複勝： ４１，５２０，０００円 枠連： １２，９８２，３００円

馬連： ４０，０５５，０００円 馬単： ３３，８７２，４００円 ワイド： ２０，０８５，２００円

３連複： ５４，５６２，５００円 ３連単： １０３，６６７，１００円 計： ３２６，４２９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１２０円 複 勝 � ３８０円 � ２５０円 � １，０８０円 枠 連（６－８） ５４０円

馬 連 �� ２，６６０円 馬 単 �� ５，７９０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ３，１００円 �� ２，３９０円

３ 連 複 ��� １８，９５０円 ３ 連 単 ��� ９３，５３０円

票 数

単勝票数 計 １９６８４７ 的中 � １３８９８（４番人気）
複勝票数 計 ４１５２００ 的中 � ２８７５５（４番人気）� ５２１３０（３番人気）� ８６６５（８番人気）
枠連票数 計 １２９８２３ 的中 （６－８） １７８９７（２番人気）
馬連票数 計 ４００５５０ 的中 �� １１１４７（９番人気）
馬単票数 計 ３３８７２４ 的中 �� ４３２４（１８番人気）
ワイド票数 計 ２００８５２ 的中 �� ５９９３（８番人気）�� １５５８（２７番人気）�� ２０３２（２５番人気）
３連複票数 計 ５４５６２５ 的中 ��� ２１２６（５０番人気）
３連単票数 計１０３６６７１ 的中 ��� ８１８（２５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．９―３８．１―５２．０―１：０５．３―１：１７．９―１：３０．７―１：４３．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．８
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ボンジュールエール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．７．１７ 新潟９着

２００９．４．１９生 牡３栗 母 コメンデーション 母母 プ ラ ン ス ９戦１勝 賞金 ７，１００，０００円

２０００４ ７月１４日 曇 良 （２４新潟２）第１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 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード３：０１．４良

５８ ディアブラスト 牡５黒鹿６０ 横山 義行ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４９２＋ ４３：０５．５ ３．７�

１１ ジュヌドラゴン 牡５黒鹿６０ 山本 康志諸江 幸祐氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８－ ６３：０５．９２� ８．０�
６１０ ホクトスルタン 牡８芦 ６０ 柴田 大知布施壽賀子氏 田中 剛 三石 ダイイチ牧場 ４９４－ ２３：０６．０クビ ４．９�
４５ ダイバーシティ �７鹿 ６０ 蓑島 靖典 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４５２－ ２３：０６．５３ ２１．４�
７１１� モエレジンダイコ 牡７栗 ６０

５７ ▲高嶋 活士坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 ４８６＋ ８３：０６．７１� ３．７�
７１２ スーパーティチャー 牝５鹿 ５８ 大江原 圭福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８２－ ４ 〃 クビ １３．２�
４６ マ サ デ パ ン 牡４黒鹿６０ 平沢 健治加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 ４７０＋ ２３：０７．０２ １８．３	
６９ � ハッピーティア 牝４鹿 ５８ 鈴木 慶太丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 ４５８－ ６３：０８．１７ ９６．９

２２ ラ パ リ ー ガ 牝５黒鹿５８ 江田 勇亮�大樹ファーム 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４６－ ８３：１０．６大差 １５７．８�
５７ ジャポニズム �５鹿 ６０ 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋１４ 〃 クビ １７．１�
８１３ ビッグフォンテン 牡４黒鹿６０ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ５２０－２０３：１２．４大差 １８１．８
３４ ビ ー ム 牡４鹿 ６０ 五十嵐雄祐小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 ５１０＋ ６３：１３．８９ ４０．４�
３３ 	� ホウショウキング 牡４芦 ６０ 石神 深一芳賀 吉孝氏 中野 栄治 米 Green

Gates Farm ４７８－１０３：１６．０大差 １２０．２�
８１４ ブルーマーテル 牡８栗 ６０ 高野 和馬吉田喜代司氏 菅原 泰夫 砂原 岩本 五郎 B４４０－１６ （競走中止） １０．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，４８９，７００円 複勝： ２２，４０８，７００円 枠連： １１，６０８，６００円

馬連： ３３，７８０，２００円 馬単： ２３，６４８，０００円 ワイド： １４，８４４，０００円

３連複： ４６，６０１，８００円 ３連単： ７６，８６０，４００円 計： ２４３，２４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � ２５０円 � ２５０円 枠 連（１－５） １，２１０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ２，５８０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ４９０円 �� １，０８０円

３ 連 複 ��� ３，１４０円 ３ 連 単 ��� １６，９４０円

票 数

単勝票数 計 １３４８９７ 的中 � ２９０１９（２番人気）
複勝票数 計 ２２４０８７ 的中 � ４５４５８（２番人気）� ２２０４１（３番人気）� ２１６６１（４番人気）
枠連票数 計 １１６０８６ 的中 （１－５） ７１１０（７番人気）
馬連票数 計 ３３７８０２ 的中 �� １９４８０（３番人気）
馬単票数 計 ２３６４８０ 的中 �� ６７９０（６番人気）
ワイド票数 計 １４８４４０ 的中 �� ６３４３（６番人気）�� ７９０５（２番人気）�� ３２２１（１４番人気）
３連複票数 計 ４６６０１８ 的中 ��� １０９８３（６番人気）
３連単票数 計 ７６８６０４ 的中 ��� ３３５０（３３番人気）

上り １マイル １：４５．０ ４F ５０．３－３F ３７．８
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアブラスト �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２００９．６．２１ 札幌３着

２００７．５．７生 牡５黒鹿 母 ラ ピ ュ セ ル 母母 アイシーゴーグル 障害：２戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔競走中止〕 ブルーマーテル号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため６号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※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 アナタノネガイ号



２０００５ ７月１４日 曇 良 （２４新潟２）第１日 第５競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０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

１１ モーニングコール 牝２鹿 ５４ 石橋 脩飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４２６ ―１：２２．６ １６．１�

４６ ネロディアマンテ 牝２青 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８８ ― 〃 クビ １．４�

４７ グ レ カ ー レ 牝２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 ４２０ ―１：２２．７クビ ４０．６�

７１２ マイネカトレア 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４４２ ―１：２３．１２� １７．４�

６１０ エ ス リ ア 牝２栗 ５４ 吉田 豊藤田 孟司氏 清水 久詞 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０ ―１：２３．３１ １１．０�
５８ コスモハヅキ 牝２鹿 ５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 八木 常郎 ４４０ ― 〃 ハナ １６８．７	
２３ ミラクルアスク 牝２鹿 ５４ 北村 宏司廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４３４ ―１：２３．４� ６．３

６１１ マ イ ネ ロ ア 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４４２ ― 〃 クビ １９．６�
５９ アグネスパーラー 牝２鹿 ５４ 田中 勝春渡辺 孝男氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４５２ ―１：２３．９３ ３４．５�
８１４ カムトゥマインド 牝２栗 ５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４２６ ―１：２４．２１� ４７．１
８１５ アンルーリー 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信ディアレスト 高木 登 新ひだか 八田ファーム ４６０ ―１：２４．３� ２２２．０�
７１３ チェリッシュハート 牝２鹿 ５４ 江田 照男中村 光利氏 岩戸 孝樹 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４２４ ― 〃 クビ １６９．５�
３５ サフランティアラ 牝２黒鹿５４ 田中 博康海原 聖一氏 坂本 勝美 平取 高橋 啓 ３９６ ―１：２４．７２� ２２４．１�
３４ トウカイクッキー 牝２青鹿５４ 柴田 善臣内村 正則氏 成島 英春 浦河 松栄牧場 ４３８ ― 〃 ハナ １２９．６�
２２ トウカイアンコール 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム ４４０ ―１：２６．７大差 ４４．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，３９１，３００円 複勝： ５７，０７５，５００円 枠連： １３，１６０，２００円

馬連： ４１，０４７，４００円 馬単： ３７，１２６，３００円 ワイド： ２１，６４２，５００円

３連複： ５４，０１５，０００円 ３連単： １０９，３９１，０００円 計： ３５９，８４９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６１０円 複 勝 � ２７０円 � １１０円 � ４６０円 枠 連（１－４） ７５０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド �� ４００円 �� ３，５００円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ８，４００円 ３ 連 単 ��� ５２，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２６３９１３ 的中 � １２９８６（４番人気）
複勝票数 計 ５７０７５５ 的中 � ２８８９１（４番人気）� ３４５４１９（１番人気）� １４０８７（７番人気）
枠連票数 計 １３１６０２ 的中 （１－４） １３０７０（３番人気）
馬連票数 計 ４１０４７４ 的中 �� ３７４０９（３番人気）
馬単票数 計 ３７１２６３ 的中 �� ９４５０（１０番人気）
ワイド票数 計 ２１６４２５ 的中 �� １４８７７（３番人気）�� １４０７（３４番人気）�� ４２２６（１４番人気）
３連複票数 計 ５４０１５０ 的中 ��� ４７４９（２４番人気）
３連単票数 計１０９３９１０ 的中 ��� １５４４（１４１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．５―１２．０―１２．２―１１．３―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．６―３５．１―４７．１―５９．３―１：１０．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モーニングコール �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．４．１５生 牝２鹿 母 ピースオブワールド 母母 ビ バ ム ー ル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２０００６ ７月１４日 曇 稍重 （２４新潟２）第１日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１３時００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

１：１１．１
１：１０．２

不良

不良

５８ ノ ウ レ ッ ジ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８８ ―１：１４．３ １．７�

４６ クレバーカイオウ 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信田� 正明氏 小西 一男 新冠 長浜牧場 ４４６ ―１：１４．４� ７．８�
３４ キングアドバンス 牡２鹿 ５４ 北村 宏司柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ５００ ―１：１４．７２ ２５．７�
８１５ ネクタルブルー 牡２青鹿５４ 松岡 正海 �ブルーマネジメント小野 次郎 新ひだか 加野牧場 ４６４ ―１：１５．４４ ２２．１�
７１２ コスモデスタン 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４７４ ― 〃 アタマ １０．６	
２２ スピリットレイク 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 H.R.H．プリンセス・ハヤ 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０ ―１：１５．７１� ７．２

６１０ ジェファーソン 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎�橋 文枝氏 水野 貴広 浦河 日田牧場 ４７６ ―１：１６．４４ １９４．４�
６１１ スーパーアース 牝２黒鹿５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４４０ ―１：１６．６� ７．７�
５９ マイネルエウロス 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４９８ ― 〃 ハナ ７５．５
３５ メニーナドソル 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ３９８ ― 〃 クビ ２８５．２�
２３ テ ロ ワ ー ル 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 和田正一郎 新ひだか 石川 栄一 ４３２ ―１：１６．９１� ２７０．８�
４７ ギンザスティーブ 牡２鹿 ５４ 丸田 恭介有馬 博文氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４３２ ―１：１７．２１� ３８．１�
８１４ グリーンヴィジョン 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠��昭牧場 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 ４６６ ― 〃 クビ ３９８．２�
１１ ク ラ イ バ ー 牡２鹿 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４８４ ―１：１７．５２ ９０．１�
７１３ ポ タ ラ カ 牝２黒鹿５４ 中谷 雄太�ミルファーム 田島 俊明 新ひだか 小野 秀治 ４３４ ―１：１８．９９ １０４．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，８４９，０００円 複勝： ３３，６７１，２００円 枠連： １１，６３７，３００円

馬連： ４０，５８１，５００円 馬単： ３３，４１０，６００円 ワイド： １８，４８７，１００円

３連複： ５０，８２５，８００円 ３連単： ９３，４７９，８００円 計： ３０５，９４２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ３６０円 枠 連（４－５） ４９０円

馬 連 �� ６７０円 馬 単 �� ９１０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ７９０円 �� １，７７０円

３ 連 複 ��� ３，３５０円 ３ 連 単 ��� ９，３２０円

票 数

単勝票数 計 ２３８４９０ 的中 � １１５９０５（１番人気）
複勝票数 計 ３３６７１２ 的中 � １２３９２２（１番人気）� ４６９６４（２番人気）� １５２４７（６番人気）
枠連票数 計 １１６３７３ 的中 （４－５） １７７６６（１番人気）
馬連票数 計 ４０５８１５ 的中 �� ４５２３３（２番人気）
馬単票数 計 ３３４１０６ 的中 �� ２７３０２（３番人気）
ワイド票数 計 １８４８７１ 的中 �� １６４８９（３番人気）�� ５５５０（８番人気）�� ２３３０（２２番人気）
３連複票数 計 ５０８２５８ 的中 ��� １１２３０（１１番人気）
３連単票数 計 ９３４７９８ 的中 ��� ７４１０（１５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１２．１―１３．０―１２．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．７―４８．７―１：０１．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノ ウ レ ッ ジ �
�
父 Street Sense �

�
母父 Coronado’s Quest 初出走

２０１０．１．２３生 牡２鹿 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 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 ナムラコンジョウ号・マクガフィン号



２０００７ ７月１４日 曇 良 （２４新潟２）第１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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．２
１：５６．１

良

良

３６ ロンギングダンサー 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：０１．２ １．８�

６１２� サトノエンデバー 牡３黒鹿５４ 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 豪
Roncon, Cobra Blood-
stock Australia Pty Ltd,
Austramore Pty Ltd

４７６＋ ６２：０１．９４ １５６．１�
３５ ロ ジ テ ー ル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４８０± ０ 〃 クビ ６．５�
８１７ マイネルツァウバー 牡３青鹿５６ 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４５６－ ４２：０２．０クビ １４．２�
６１１ インパクトシチー 牡３鹿 ５６ 松岡 正海 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 日高 幾千世牧場 ４１６－ ４２：０２．１� ３５．６�
１１ ブレイブフォース 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 田湯牧場 ４８２＋ ８２：０２．３１� １０１．６�
４７ ライフハッカー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 ４７２± ０ 〃 クビ １４．９	
２４ トウカイチェッカー 	３鹿 ５６ 岩部 純二内村 正則氏 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 ４４０＋ ２２：０２．４� ３０１．６

４８ ブライトシャドウ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５８＋２２ 〃 クビ ２２．６�
２３ ローレルレーロ 牡３栗 ５６ 丸田 恭介 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４６０－ ２２：０２．５
 １３６．５�
８１８ ダイワネクサス 牡３鹿 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４７４－ ２２：０２．７１� ６．５
５９ マイネルレジェール 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４８２± ０ 〃 クビ １６６．４�
７１４ スネガエクスプレス 牝３青鹿５４ 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム ４９０ ― 〃 同着 １１９．２�
５１０ マイネルピトレスク 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０± ０２：０２．８
 １０．３�
７１５ タニノハービービー 牡３鹿 ５６ 武士沢友治谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４５６± ０２：０３．７５ １４０．１�
８１６ ナスノライジング 牡３黒鹿５６ 石橋 脩�須野牧場 堀 宣行 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ５０６ ―２：０４．０１
 ７１．３�
１２ ベンレイダー 	３栗 ５６ 西田雄一郎�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４７６－ ８２：０４．１
 ４７０．１�
７１３ ヤマニンロゴス 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５０８－１０２：０４．８４ ３３５．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，４０９，４００円 複勝： ５７，０６５，４００円 枠連： １８，９７８，４００円

馬連： ５２，００３，０００円 馬単： ３８，７３９，７００円 ワイド： ２３，４８０，９００円

３連複： ６９，２００，０００円 ３連単： １２７，１５９，８００円 計： ４１２，０３６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２，３１０円 � ２１０円 枠 連（３－６） １，７８０円

馬 連 �� １６，０００円 馬 単 �� １９，３１０円

ワ イ ド �� ４，３８０円 �� ３１０円 �� １４，１３０円

３ 連 複 ��� ３４，３００円 ３ 連 単 ��� ２３３，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２５４０９４ 的中 � １１６４２０（１番人気）
複勝票数 計 ５７０６５４ 的中 � ２９２５６０（１番人気）� ２９２３（１５番人気）� ４８３８６（３番人気）
枠連票数 計 １８９７８４ 的中 （３－６） ７８７６（７番人気）
馬連票数 計 ５２００３０ 的中 �� ２３９９（３２番人気）
馬単票数 計 ３８７３９７ 的中 �� １４８１（４７番人気）
ワイド票数 計 ２３４８０９ 的中 �� １２０６（３５番人気）�� ２２４４６（２番人気）�� ３６９（７４番人気）
３連複票数 計 ６９２０００ 的中 ��� １４８９（８０番人気）
３連単票数 計１２７１５９８ 的中 ��� ４０２（４４６番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．８―１２．２―１３．６―１２．５―１２．０―１２．１―１１．９―１１．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２３．８―３６．０―４９．６―１：０２．１―１：１４．１―１：２６．２―１：３８．１―１：４９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．１―３F３５．０
１
３

・（３，７）（６，１０）（１１，１３）（４，５，１８）１７，１（２，１２）８，９（１４，１６）１５・（３，７）１３（６，１０，１７）（４，１１，１８）５，１２（１，９）－（１４，２，１６）（８，１５）
２
４

・（３，７）（６，１０）（４，１１，１３）１８，５（１，１７）（２，１２）（８，９）（１４，１６）１５・（３，７）１３（６，１７）（４，１０，１８，５）１１，１２（１，９）－１４，１６，１５（２，８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロンギングダンサー �
�
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 ２０１１．９．４ 新潟３着

２００９．２．２４生 牡３黒鹿 母 ダンスパートナー 母母 ダンシングキイ ５戦１勝 賞金 １１，７００，０００円

２０００８ ７月１４日 曇 稍重 （２４新潟２）第１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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

８１４ エイブルサクセス 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 ５４０－１０１：１２．４ ２．４�

７１２ エイコオハヤテ 牡３栗 ５４ 中舘 英二木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 B４７２± ０１：１２．６１� ３４．１�
８１５ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７ 石橋 脩吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４６８－２０ 〃 ハナ １３．１�
６１０ ジャストフレンズ 牝３鹿 ５２

４９ ▲西村 太一阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 �渡 信義 ４２８± ０１：１２．９２ １８２．５�
５９ グランプリブルー 牡３栗 ５４ 田辺 裕信�グランプリ 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム B４６８＋ ４ 〃 ハナ ７．５�
７１３ シャトルアップ 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人広尾レース� 藤沢 和雄 様似 清水スタッド ５１８－１０１：１３．３２� ４．０	
５８ フ ォ ル メ ン 牡５栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４９２－１６ 〃 クビ ３８．３

２３ スマートレモラ 牝４鹿 ５５ 江田 照男大川 徹氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４８８＋ ８１：１３．４� １３８．４�
６１１ デリケートアーチ 牝３栃栗５２ 松岡 正海 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B４５６＋ ４１：１３．６１� １１．１
３４ � ストーンステージ 牡４栗 ５７ 柴田 大知河� 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４８８－ ２ 〃 ハナ ７０．１�
４７ � サクラカノン 牝４鹿 ５５ 北村 宏司�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 ４８８＋１４１：１３．７クビ １３２．４�
３５ クラウンリバー 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介矢野 悦三氏 松永 康利 宮崎 田上 勝雄 ４９６＋２０ 〃 クビ １６７．２�
２２ エ ゾ ム サ シ 牡３青鹿５４ 吉田 豊瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 ４５４－ ２１：１４．３３� ３９．７�
４６ チェリーソウマ 牡５栗 ５７ 小野寺祐太チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４７８－２０１：１４．４� ２７０．３�
１１ � ディナーラッシュ 牡４鹿 ５７ 西田雄一郎吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ５６４＋ ６１：１６．３大差 ６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，３０１，３００円 複勝： ３８，９７３，５００円 枠連： １８，３１７，０００円

馬連： ６４，３７３，３００円 馬単： ４０，５８９，９００円 ワイド： ２７，０３５，２００円

３連複： ８０，００５，３００円 ３連単： １３９，４２８，１００円 計： ４３６，０２３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � ５５０円 � ２８０円 枠 連（７－８） ３８０円

馬 連 �� ３，０２０円 馬 単 �� ４，５２０円

ワ イ ド �� １，１００円 �� ４７０円 �� ２，７４０円

３ 連 複 ��� ６，６７０円 ３ 連 単 ��� ３０，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２７３０１３ 的中 � ９１１１７（１番人気）
複勝票数 計 ３８９７３５ 的中 � １１６９８６（１番人気）� １３１６９（８番人気）� ３１５５１（６番人気）
枠連票数 計 １８３１７０ 的中 （７－８） ３５６６９（１番人気）
馬連票数 計 ６４３７３３ 的中 �� １５７３１（１１番人気）
馬単票数 計 ４０５８９９ 的中 �� ６６３０（１７番人気）
ワイド票数 計 ２７０３５２ 的中 �� ５９６７（１３番人気）�� １５４７７（４番人気）�� ２２７８（３０番人気）
３連複票数 計 ８０００５３ 的中 ��� ８８５４（２１番人気）
３連単票数 計１３９４２８１ 的中 ��� ３３５８（９１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１２．０―１２．７―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３５．１―４７．８―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイブルサクセス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ミルジヨージ デビュー ２０１１．６．５ 東京９着

２００８．４．５生 牡４鹿 母 カネヤマシカダ 母母 ハローヘレン １０戦３勝 賞金 ２４，３５０，０００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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エスペランサシチー号
（非抽選馬） ５頭 オヤシオ号・ツクバヴァンクール号・ブロックコード号・ホリデイトウショウ号・リュクスメジャー号



２０００９ ７月１４日 曇 良 （２４新潟２）第１日 第９競走 ��
��１，０００�

せ ん こ う

閃 光 特 別
発走１４時３５分 （芝・直線）

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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

７１４ フリートアロー 牡３栗 ５４ 杉原 誠人矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４８８－ ２ ５５．４ １４．０�

３５ スターゲイジング 牝３黒鹿５２ 西田雄一郎�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８０－ ２ ５５．６１� ４．４�
８１８ パイクスピーク 牝４鹿 ５５ 田中 博康 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５０８＋ ２ 〃 クビ １０．１�
７１３ ユキノアイオロス �４鹿 ５７ 田辺 裕信井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４６６± ０ ５５．８１	 ５．３�
２４ バトルデーオ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩宮川 秋信氏 和田正一郎 登別 登別上水牧場 ４４２＋ ６ ５５．９クビ ５４．６�
５９ トップモデル 牝４鹿 ５５ 松岡 正海間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B４３８＋１４ 〃 クビ ３．９�
５１０ ミ ス ネ バ ー 牝３栗 ５２ 武士沢友治澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ３８．０	
４７ ニ ケ 牝３黒鹿５２ 嶋田 純次畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 ４６６± ０ 〃 ハナ ３７．２

１２ サクラブライト 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 ４４６＋ ２ ５６．０� ８．６�
４８ ス ナ ン 牝４鹿 ５５ 北村 宏司加藤 信之氏 土田 稔 浦河 安藤牧場 ４５４＋ ８ ５６．２１ ４２．６
３６ 
 ヤマノグラス 牝４鹿 ５５ 西村 太一山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 ４７４＋ ２ 〃 ハナ １００．１�
８１６
 バージンロード 牝３鹿 ５２ 江田 照男泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 ４４８± ０ ５６．３クビ ３１．５�
８１７
 クラウンハッピー 牝４芦 ５５ 中舘 英二矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 福岡 光夫 ４３０＋ ２ ５６．４� ２４．７�
１１ タイセイクライマー �４黒鹿５７ 丸田 恭介田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム B４４８－ ４ ５６．５� ６６．４�
６１１ レイズオブザサン 牡３黒鹿５４ 吉田 豊吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム ４４２＋ ８ 〃 クビ ５３．２�
２３ キ タ ル フ ァ 牝３鹿 ５２ 柴田 大知�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 土田 扶美子 ４２２－ ２ ５６．６クビ １３２．０�
６１２ サトノヴィクトリア 牝４黒鹿５５ 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム B４７０－１４ ５６．８１	 １４．０�
７１５ アイランズギフト 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４７２＋２０ ５７．０１ １７５．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，９９１，０００円 複勝： ４３，２２１，１００円 枠連： ２６，７４８，９００円

馬連： ８７，８０２，６００円 馬単： ５１，３１５，４００円 ワイド： ３４，５４２，７００円

３連複： １２０，５３７，０００円 ３連単： １９７，１９０，３００円 計： ５９１，３４９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４００円 複 勝 � ３９０円 � １８０円 � ３３０円 枠 連（３－７） ９９０円

馬 連 �� ３，７７０円 馬 単 �� ８，７９０円

ワ イ ド �� １，２７０円 �� ２，３５０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� １３，８５０円 ３ 連 単 ��� ８３，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２９９９１０ 的中 � １６９３７（７番人気）
複勝票数 計 ４３２２１１ 的中 � ２６０６７（６番人気）� ７８３０２（１番人気）� ３２０３３（５番人気）
枠連票数 計 ２６７４８９ 的中 （３－７） ２０１３８（４番人気）
馬連票数 計 ８７８０２６ 的中 �� １７２１１（１６番人気）
馬単票数 計 ５１３１５４ 的中 �� ４３１１（３１番人気）
ワイド票数 計 ３４５４２７ 的中 �� ６７６３（１３番人気）�� ３５５２（２５番人気）�� ６６７０（１５番人気）
３連複票数 計１２０５３７０ 的中 ��� ６４２７（３９番人気）
３連単票数 計１９７１９０３ 的中 ��� １７５２（２３１番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．１―１０．８―１０．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．１―３２．９―４３．５

上り４F４３．４－３F３３．３
勝馬の
紹 介

フリートアロー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ボストンハーバー デビュー ２０１１．７．１０ 中山３着

２００９．４．２６生 牡３栗 母 ニホンピロルージュ 母母 ニホンピロピュアー ７戦２勝 賞金 １８，８８５，０００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） １頭 バンダムクラウス号
（非抽選馬） １頭 セントアンズ号

２００１０ ７月１４日 曇 良 （２４新潟２）第１日 第１０競走 ��
��１，８００�

ご ず れ ん ぽ う

五 頭 連 峰 特 別
発走１５時１０分 （芝・左・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．７．１６以降２４．７．８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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１１ ダイワマッジョーレ 牡３鹿 ５３ 丸田 恭介大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２１：４４．６ ３．５�

１１ ローレルブレット 牡３黒鹿５５ 田辺 裕信 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 ４３４－ ２ 〃 ハナ ５．１�
３３ ハーキュリーズ 牡４鹿 ５６ 内田 博幸 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４４０± ０１：４４．８１� ３．４�
４４ ホーカーテンペスト 牡３栗 ５４ 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 ４９２＋ ６１：４５．３３ １０．５�
２２ � ゲットアヘッド 牡５黒鹿５４ 武士沢友治武田 茂男氏 野村 彰彦 浦河 野村 正 ４７２－ ８１：４５．４� ５０．２�
６７ オリエンタルジェイ 牡５黒鹿５６ 柴田 善臣棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか グランド牧場 ４９０－ ８１：４５．７２ ２１．０	
５６ トウカイソニック 牡６黒鹿５５ 蛯名 正義内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４８８－ ２ 〃 クビ ８．４

７１０ コ ン カ ラ ン 牝５栗 ５３ 松岡 正海吉田 和美氏 吉田 直弘 新冠 アサヒ牧場 ４７０± ０１：４６．２３ １４．４�
６８ テイエムドンマイ 牡４黒鹿５６ 田中 勝春竹園 正繼氏 福島 信晴 浦河 高岸 順一 ５００± ０１：４６．４１� ３２．０�
８１２ メジロマリアン 牝６芦 ５１ 柴田 大知岩� 伸道氏 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８６± ０１：４６．５� ３９．７
７９ メジロスプレンダー 牝６黒鹿５３ 石橋 脩岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４７４± ０１：４６．７１� ５６．４�
５５ ステアトゥヘヴン 牡３鹿 ５３ 吉田 豊 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ５２４＋１４１：４６．９１� １７．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ３７，０３９，５００円 複勝： ６８，３５２，４００円 枠連： ２１，８３０，５００円

馬連： １０８，５７２，１００円 馬単： ５９，４３４，０００円 ワイド： ３８，８３６，６００円

３連複： １２９，１０１，９００円 ３連単： ２４０，７３０，３００円 計： ７０３，８９７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（１－８） ９４０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，８６０円

ワ イ ド �� ４００円 �� ２６０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ５，８４０円

票 数

単勝票数 計 ３７０３９５ 的中 � ８３４２４（２番人気）
複勝票数 計 ６８３５２４ 的中 � １３８９３７（２番人気）� ８８７７５（３番人気）� １６０４１２（１番人気）
枠連票数 計 ２１８３０５ 的中 （１－８） １７１９３（５番人気）
馬連票数 計１０８５７２１ 的中 �� ７７５５６（３番人気）
馬単票数 計 ５９４３４０ 的中 �� ２３６２６（４番人気）
ワイド票数 計 ３８８３６６ 的中 �� ２２８１１（４番人気）�� ４１３６８（１番人気）�� ２５９６７（２番人気）
３連複票数 計１２９１０１９ 的中 ��� ８７０６５（１番人気）
３連単票数 計２４０７３０３ 的中 ��� ３０４２８（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．３―３４．５―４６．１―５８．４―１：１０．６―１：２１．９―１：３２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．２―３F３４．０
３ ８－５，１２，１１（３，９）（４，６，１０）－（１，７）２ ４ ８，５（１１，１２）（３，９）４（６，１０）（１，７）２

勝馬の
紹 介

ダイワマッジョーレ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Law Society デビュー ２０１２．２．５ 京都１着

２００９．１．１７生 牡３鹿 母 フ ァ ン ジ カ 母母 Florie ６戦３勝 賞金 ３２，８２９，０００円



２００１１ ７月１４日 曇 稍重 （２４新潟２）第１日 第１１競走 ��
��１，８００�

りゅうと

柳都ステークス
発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，１，６００万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５４�４歳以
上５７�，牝馬２�減

賞 品
本 賞 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

２２ コ ン ノ ー ト 牡４鹿 ５７ 田中 勝春浜野順之助氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ４１：５２．０ ４．３�

７１２ キ ラ ウ エ ア 牡５黒鹿５７ 石橋 脩金子真人ホール
ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４６０－１０ 〃 クビ ５６．２�

６１０ チュウワブロッサム 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信中西 忍氏 大久保龍志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４７４－ ８１：５２．１クビ ３５．１�

５９ グラッツィア 牡４鹿 ５７ 内田 博幸山本 英俊氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：５２．２� １．８�
４７ サクラブライアンス 牡５黒鹿５７ 丸田 恭介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 ４９８＋１４１：５２．６２� １１．９�
６１１ メタギャラクシー 牡５鹿 ５７ 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 新ひだか グランド牧場 B４８４± ０１：５３．２３� １７．２�
８１４ サイモントルナーレ 牡６栗 ５７ 柴田 善臣澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 ４５２＋ ４１：５３．３� ２９．７	
４６ ラ タ ー シ ュ 牡６栗 ５７ 蛯名 正義 
サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ５１８± ０ 〃 クビ １２．８�
３５ ア イ ノ カ ゼ 牡７鹿 ５７ 柴田 大知丸岡 啓一氏 菊川 正達 新冠 ムラカミファーム ５０８＋ ２１：５３．５１ ６７．６�
３４ エーシンテンモク 牡５鹿 ５７ 中舘 英二�栄進堂 野中 賢二 新ひだか 築紫 洋 ４９２± ０１：５３．７１	 １７．４
７１３ トウカイライフ 牝５黒鹿５５ 岩部 純二内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４４６＋ ６１：５３．９１� ２８７．４�
８１５ デンコウヤマト 牡６栗 ５７ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４９６＋１０１：５４．４３ ４１．５�
１１ ポイマンドレース 
６栗 ５７ 江田 照男 
サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム ５０８－１４１：５４．６１	 ９２．３�
５８ デジタルキャッシュ 牡７鹿 ５７ 西村 太一吉田 和美氏 中尾 秀正 新冠 ヤマオカ牧場 ５１８－１０１：５５．５５ ２２．９�
２３ ゴッドエンブレム 牡７鹿 ５７ 中谷 雄太�RRA 高柳 瑞樹 早来 ノーザンファーム B４９２＋ ８ （競走中止） １６４．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ５６，５２０，０００円 複勝： ９０，３２５，０００円 枠連： ５３，２８９，６００円

馬連： ２１９，５７９，８００円 馬単： １３６，８３９，４００円 ワイド： ７４，６７０，１００円

３連複： ２７２，５５１，１００円 ３連単： ５６８，９３４，６００円 計： １，４７２，７０９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １９０円 � １，１９０円 � ６１０円 枠 連（２－７） ５，８６０円

馬 連 �� ７，５２０円 馬 単 �� １１，７７０円

ワ イ ド �� ２，３４０円 �� ２，５７０円 �� １０，３９０円

３ 連 複 ��� ８０，８５０円 ３ 連 単 ��� ４４５，７３０円

票 数

単勝票数 計 ５６５２００ 的中 � １０４０９８（２番人気）
複勝票数 計 ９０３２５０ 的中 � １６７１０９（２番人気）� １６５６５（１１番人気）� ３４６６２（９番人気）
枠連票数 計 ５３２８９６ 的中 （２－７） ６７１８（１９番人気）
馬連票数 計２１９５７９８ 的中 �� ２１５５９（２２番人気）
馬単票数 計１３６８３９４ 的中 �� ８５８１（３２番人気）
ワイド票数 計 ７４６７０１ 的中 �� ７９４６（２３番人気）�� ７２１１（２４番人気）�� １７４１（６８番人気）
３連複票数 計２７２５５１１ 的中 ��� ２４８８（１５７番人気）
３連単票数 計５６８９３４６ 的中 ��� ９４２（７７５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．０―３６．７―４９．７―１：０２．２―１：１４．５―１：２７．１―１：３９．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コ ン ノ ー ト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．８ 中山１着

２００８．２．１７生 牡４鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート １１戦５勝 賞金 ６３，５７５，０００円
〔競走中止〕 ゴッドエンブレム号は，競走中に疾病〔左第１指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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。
（非当選馬） ６頭 アロマカフェ号・イーグルドライヴ号・エイシンナナツボシ号・スーブルソー号・チョイワルグランパ号・

ナイトフッド号

２００１２ ７月１４日 曇 良 （２４新潟２）第１日 第１２競走 ��１，６００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．３

良

良

２３ オメガブレイン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：３３．４ ３．５�

４７ ジョーオリオン 牡３栗 ５４ 丸田 恭介上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４６６± ０１：３３．６１� ４２．５�
６１１ フライングバルーン 牝３栗 ５２

４９ ▲嶋田 純次吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４３６－ ２１：３３．８１ １８．０�
８１６ バトルシュリイマン 牡５鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４６８－ ４ 〃 ハナ １４．５�

８１８ メイブリーズ 牝３芦 ５２ 柴田 善臣千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２－ ４ 〃 ハナ １９．６�

２４ マイネルマルシェ 牡５黒鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 ４５２－ ２１：３４．０１� １９．４�

７１５ フルアクセル 牡４栗 ５７ 内田 博幸山田 和正氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６ 〃 ハナ ２．４	
８１７� スタートセンス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４４２＋ ８ 〃 ハナ ７７．２

１２ � マルターズタイム 牡５鹿 ５７ 武士沢友治藤田 在子氏 蛯名 利弘 日高 天羽 禮治 ４８２± ０ 〃 ハナ ２６９．５�
７１４ ミッキーシャイン 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信野田みづき氏 久保田貴士 新ひだか 矢野牧場 ４６８－ ２１：３４．２１� ５．９�
６１２ バンダムクラウス 牡５鹿 ５７ 石神 深一山科 統氏 南田美知雄 浦河 バンダム牧場 ４５８－ ２１：３４．３クビ １７９．２
７１３ ラインロバート 牡３青鹿５４ 松岡 正海大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム ４６４＋１２１：３４．６１	 ３３．４�
５９ エフティシュタルク 牡４青鹿５７ 蛯名 正義吉野 英子氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ５１８－ ６ 〃 クビ ２１．０�
１１ ケイアイアルテミス 牝４鹿 ５５ 江田 照男 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４４０－ ２１：３４．７� ６１．４�
３５ ラブミーニキータ 牝４芦 ５５

５２ ▲山崎 亮誠小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５２０＋１０１：３４．８クビ １９０．２�
４８ アルファジョイー 牡３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一近藤 元子氏 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４８０－ ２１：３５．２２� ２６２．８�
５１０ ア セ ン ト 
４鹿 ５７ 田中 博康馬目 卓氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４６６＋１４１：３５．６２� ２５９．２�
３６ コ ア ヨ カ 牡４鹿 ５７

５４ ▲原田 和真西村新一郎氏 天間 昭一 新冠 中地 義次 ４８６－ ６１：３６．０２� １４６．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４１，５０５，４００円 複勝： ６１，８８６，７００円 枠連： ３８，６０９，６００円

馬連： １２１，９１５，０００円 馬単： ６９，３７８，０００円 ワイド： ４７，０５４，５００円

３連複： １４４，１８５，９００円 ３連単： ２８３，７４２，９００円 計： ８０８，２７８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １７０円 � ８４０円 � ５３０円 枠 連（２－４） ４，１９０円

馬 連 �� ５，９７０円 馬 単 �� ９，１４０円

ワ イ ド �� １，８５０円 �� １，０８０円 �� ５，３５０円

３ 連 複 ��� ２３，３５０円 ３ 連 単 ��� ９９，０１０円

票 数

単勝票数 計 ４１５０５４ 的中 � ９３６９３（２番人気）
複勝票数 計 ６１８８６７ 的中 � １３５３４７（２番人気）� １５６４５（１１番人気）� ２６３３１（７番人気）
枠連票数 計 ３８６０９６ 的中 （２－４） ６８０２（１３番人気）
馬連票数 計１２１９１５０ 的中 �� １５０９５（２２番人気）
馬単票数 計 ６９３７８０ 的中 �� ５６０７（３３番人気）
ワイド票数 計 ４７０５４５ 的中 �� ６２５６（２１番人気）�� １１１３４（１１番人気）�� ２１０４（４４番人気）
３連複票数 計１４４１８５９ 的中 ��� ４５５８（６８番人気）
３連単票数 計２８３７４２９ 的中 ��� ２１１５（２６６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．９―１２．０―１１．９―１１．５―１０．８―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．５―３５．４―４７．４―５９．３―１：１０．８―１：２１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．１
３ １６，１３（３，９，１１）（４，８，７，１４）（６，１０）１（５，１８）２（１７，１５）１２ ４ １６，１３（３，１１）９（４，１４）（８，７）（１，６，１０）（２，５）１８（１７，１５）１２

勝馬の
紹 介

オメガブレイン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１１．６ 東京１着

２００８．５．２７生 牡４鹿 母 オメガグレイス 母母 エリンバード １７戦３勝 賞金 ３７，８３２，０００円
〔発走状況〕 コアヨカ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔調教再審査〕 コアヨカ号は，発走調教再審査。
※バンダムクラウス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２４新潟２）第１日 ７月１４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 １８２頭 本 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

１８０，９１０，０００円
８，１５０，０００円
１，３９０，０００円
１５，８８０，０００円
６２，１５２，５００円
５，４０６，８００円
１，７４７，２００円

勝馬投票券売得金
３３５，３４７，４００円
５７９，５１５，３００円
２４６，１９７，６００円
８８８，６０５，２００円
５８２，８７６，０００円
３５５，９７２，９００円
１，１２７，１１１，５００円
２，１２６，６１９，８００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 ６，２４２，２４５，７００円

総入場人員 ９，７８６名 （有料入場人員 ８，１９８名）


