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２００１３ ７月１５日 曇 稍重 （２４新潟２）第２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

４４ アイディンビュー 牝２鹿 ５４ 内田 博幸米井 勝氏 伊藤 伸一 新ひだか 三木田牧場 ４３６－ ８１：０９．９ ３．２�

５５ モンマックス 牡２鹿 ５４ 岩部 純二�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム ４９２± ０ 〃 クビ １．８�
２２ ホークインザブルー 牡２鹿 ５４ 武士沢友治藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４５２－ ６１：１０．０� ８．１�
１１ インザチャーチ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 賀張中川牧場 ４１０± ０１：１０．２� ４５．０�
８８ ワ ン パ ン チ 牡２芦 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ３８８－ ２ 〃 アタマ ２１．４�
６６ ドリームサンサン 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 ４５６＋ ４１：１０．４１� ６．１�
３３ カシノハッピー 牡２栗 ５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 ４３４－ ８１：１１．３５ １４５．０	
７７ ドヴァラパーラ 牡２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２２－ ２１：１１．９３� ９１．８


（８頭）

売 得 金

単勝： １９，０５７，４００円 複勝： ２６，９３３，３００円 枠連： 発売なし

馬連： ３５，４５５，７００円 馬単： ３１，４０９，０００円 ワイド： １４，０７５，６００円

３連複： ４０，４８１，７００円 ３連単： １１１，６８８，４００円 計： ２７９，１０１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １６０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２７０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド �� １４０円 �� ２８０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� ４００円 ３ 連 単 ��� １，９１０円

票 数

単勝票数 計 １９０５７４ 的中 � ４７５８０（２番人気）
複勝票数 計 ２６９３３３ 的中 � ７１６９８（２番人気）� １１２２３２（１番人気）� ２４１８３（４番人気）
馬連票数 計 ３５４５５７ 的中 �� １００２１６（１番人気）
馬単票数 計 ３１４０９０ 的中 �� ３５２３４（２番人気）
ワイド票数 計 １４０７５６ 的中 �� ３３９０８（１番人気）�� １０４９４（５番人気）�� １２００３（３番人気）
３連複票数 計 ４０４８１７ 的中 ��� ７５３３３（２番人気）
３連単票数 計１１１６８８４ 的中 ��� ４３３０２（５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．１―１１．４―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．７―４５．１―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．３―３F３６．２
３ ・（４，５）（２，６）－８－（３，１）－７ ４ ・（４，５）６，２－８－１－３－７

勝馬の
紹 介

アイディンビュー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２０１２．６．３０ 福島５着

２０１０．４．１１生 牝２鹿 母 ス ー リ ア 母母 メイシヨウコマチ ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円

２００１４ ７月１５日 曇 不良 （２４新潟２）第２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 ４，６００，０００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

７１２ カネトシミント 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義兼松 利男氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B５０８＋ ６１：１１．８ ３．０�

５９ アンタイトルド 牡３栗 ５６
５３ ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４７２－ ６１：１２．１２ ５４．５�

６１０ アルマサント 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信コウトミックレーシング 高木 登 日高 渋谷 健作 ４８６＋ ８１：１２．４２ ２４．３�
６１１ インディライト 牡３鹿 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 ４４６－ ８１：１２．６� ７．６�
４７ � アンアミューズド 牝３鹿 ５４ 松岡 正海�大樹ファーム 二ノ宮敬宇 米 Walton

Breeding ４６２＋ ８ 〃 アタマ ６．３�
５８ サクシナイト 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一 �グリーンファーム 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４７２＋ ６１：１２．９１� ５．１	
３４ ロードパルジファル 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 山田 昇史 ４９４± ０１：１３．１１� ６．７

２３ ズ ー ム イ ン 牡３栗 ５６ 中舘 英二島田 久氏 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 ５００－ ６１：１３．２クビ ７．１�
３５ ナムラセラピー 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 ４５８＋ ６ 〃 クビ １２１．９�
７１３ ガーンディーヴァ 牡３鹿 ５６ 田中 博康 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ２１：１３．４１ ７０．８
１１ ロ ゼ ツ ヨ シ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４２０－ ２１：１３．６１ １９４．２�
２２ ドリームポルカ 牡３青鹿５６ 石橋 脩セゾンレースホース� 根本 康広 日高 細川牧場 ４９０＋ ４ 〃 クビ ２１．８�
８１５ サロンドクイーン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治山田美喜男氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 ４２４＋ ２１：１３．７� ２３７．９�
４６ クラウンロンギヌス 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠矢野 悦三氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 ５０６－ ４１：１４．０２ ３２３．３�
８１４ シベリアンマックス 牡３芦 ５６ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８６＋ ６１：１４．３１� ２１３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８４２，１００円 複勝： ３２，５３６，３００円 枠連： １２，４０１，３００円

馬連： ４６，８６０，８００円 馬単： ３２，３４７，３００円 ワイド： ２０，４４２，３００円

３連複： ６２，１２２，６００円 ３連単： １０４，２９７，３００円 計： ３２８，８５０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １６０円 � １，１４０円 � ４６０円 枠 連（５－７） ６９０円

馬 連 �� ８，２３０円 馬 単 �� １４，１６０円

ワ イ ド �� ２，３００円 �� １，１４０円 �� ６，８７０円

３ 連 複 ��� ４１，９１０円 ３ 連 単 ��� １７０，３００円

票 数

単勝票数 計 １７８４２１ 的中 � ４８４０１（１番人気）
複勝票数 計 ３２５３６３ 的中 � ７６０３７（１番人気）� ５８００（９番人気）� １５９２３（７番人気）
枠連票数 計 １２４０１３ 的中 （５－７） １３３８９（２番人気）
馬連票数 計 ４６８６０８ 的中 �� ４２０６（２６番人気）
馬単票数 計 ３２３４７３ 的中 �� １６８６（４４番人気）
ワイド票数 計 ２０４４２３ 的中 �� ２１８０（２７番人気）�� ４５５４（１７番人気）�� ７１４（４２番人気）
３連複票数 計 ６２１２２６ 的中 ��� １０９４（７８番人気）
３連単票数 計１０４２９７３ 的中 ��� ４５２（３７５番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．２―１２．６―１２．６―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．８―４６．４―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシミント �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１２．３．３ 中山７着

２００９．５．９生 牡３黒鹿 母 ラヴコマンダー 母母 エンピリカル ９戦１勝 賞金 １１，６５０，０００円

第２回 新潟競馬 第２日



２００１５ ７月１５日 曇 稍重 （２４新潟２）第２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）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１８ ラクリモーサ 牝３青鹿５４ 北村 宏司 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４２８＋ ２１：４８．５ ８．４�

７１３ クイーンギムレット 牝３栗 ５４ 松岡 正海飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 ４２６＋ ４１：４８．６� ５．５�
３５ ガ ン セ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊西森 鶴氏 高木 登 新冠 隆栄牧場 ４８８－ ２１：４８．７� ６．８�
８１６ ラ ス リ ー ズ 牝３栃栗５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４３８－ ６ 〃 ハナ ２．３�
７１５ ステラーケイト 牝３栗 ５４ 田中 勝春井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 パカパカ

ファーム ４６０＋２４ 〃 ハナ ７９．８�
２３ イブニングスカイ 牝３栗 ５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２６± ０１：４８．８クビ ９．６	
４７ スリリングレディ 牝３栗 ５４ 柴田 善臣久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 ４３８＋ ４ 〃 ハナ １９．２

１２ ウインアンブロシア 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信�ウイン 堀 宣行 安平 追分ファーム ４５４ ―１：４８．９� １１．５�
６１２ シ ャ ド ウ 牝３黒鹿５４ 江田 照男芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 田中 裕之 ４４６－ ４１：４９．０� ７３．９�
６１１ メ イ ユ ー ル 牝３芦 ５４ 西田雄一郎魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：４９．１� １７７．５
２４ ローズジュリエット 牝３鹿 ５４ 武士沢友治杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４６０－ ２１：４９．２� ５２．２�
４８ カレンジーニー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人鈴木 隆司氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ６１：４９．７３ １３５．３�
５１０ エリザヴェータ 牝３青鹿５４ 嘉藤 貴行片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日高大洋牧場 ４９０＋ ２ 〃 クビ ７９．８�
１１ フェアリーフロス 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 ４５８ ― 〃 ハナ ４８．１�
８１７ フェイスバリュー 牝３青鹿５４ 中舘 英二 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４７２ ―１：５０．０１� ６２．９�
５９ ターフアクトレス 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４２６＋ ８１：５０．４２� ２１０．３�
７１４ ブライティアアクア 牝３鹿 ５４ 柴田 大知小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４５６＋ ６ 〃 ハナ ３４５．１�
３６ レディーピース 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 岩見牧場 ４３６＋ ２１：５１．６７ ２９３．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，４５６，９００円 複勝： ３６，９８１，３００円 枠連： １６，０４３，５００円

馬連： ５１，３５６，６００円 馬単： ３７，１３２，９００円 ワイド： ２３，４１２，７００円

３連複： ６７，２４７，６００円 ３連単： １１１，５３０，１００円 計： ３６５，１６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ２５０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（７－８） ４５０円

馬 連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ４，７００円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ７３０円 �� ７６０円

３ 連 複 ��� ４，４１０円 ３ 連 単 ��� ２７，４００円

票 数

単勝票数 計 ２１４５６９ 的中 � ２０２９６（４番人気）
複勝票数 計 ３６９８１３ 的中 � ３７７３６（４番人気）� ５３５６５（２番人気）� ４８２５１（３番人気）
枠連票数 計 １６０４３５ 的中 （７－８） ２６８８８（１番人気）
馬連票数 計 ５１３５６６ 的中 �� １７０９１（８番人気）
馬単票数 計 ３７１３２９ 的中 �� ５８４１（１６番人気）
ワイド票数 計 ２３４１２７ 的中 �� ８００３（７番人気）�� ７９６９（８番人気）�� ７６５１（９番人気）
３連複票数 計 ６７２４７６ 的中 ��� １１２６７（１３番人気）
３連単票数 計１１１５３０１ 的中 ��� ３００４（７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．２―４９．１―１：０１．９―１：１４．３―１：２５．７―１：３６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラクリモーサ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー ２０１１．１１．５ 東京３着

２００９．５．２０生 牝３青鹿 母 マニフィカート 母母 ミ ュ ン シ ー ７戦１勝 賞金 １０，７００，０００円

２００１６ ７月１５日 雨 不良 （２４新潟２）第２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 ４，６００，０００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

４７ スリートップガン 牡３栗 ５６ 松岡 正海永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 ４９０± ０１：５５．３ １５．０�

７１３ グランプレージョ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム ４９０＋ ４ 〃 クビ ２．１�
７１２ イルポスティーノ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B５０４－１０１：５５．４� １１．０�
６１０ ウォーターフォード 牡３栗 ５６ 江田 照男魚住 啓市氏 畠山 吉宏 新ひだか 服部 牧場 ４９０＋ ４１：５５．９３ ８．５�
２３ アクセラレーター 牡３栗 ５６ 田中 勝春�ノースヒルズ 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０－ ６１：５６．４３ ２８．４�
３４ リブストロング 牡３芦 ５６ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 豊洋牧場 ４６２＋ ２１：５６．５� ３７．３	
４６ ウエスタンフォルテ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人西川 賢氏 藤沢 和雄 新ひだか ウエスタンファーム ４６０－ ６１：５６．７１� ２３．２

１１ アスタプロント �３栗 ５６ 石橋 脩 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 ノーザンファーム ４４０－１０１：５６．８� １１．０�
２２ コスモガラサ 牡３黒鹿５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高柳 瑞樹 日高 加藤牧場 B４４６－ ２ 〃 ハナ ６．９�
３５ アイアイエンデバー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 ４４４± ０１：５７．１１� ２８．１
６１１ コスモフレイム 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 厚賀古川牧場 ４３０－ ２ 〃 クビ １７０．６�
８１４ アブサンラバー 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山田 和正氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５００－ ２１：５７．９５ １４．４�
５９ ユキノベアハート 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行北所 直人氏 新開 幸一 浦河 昭和牧場 ４６４－ ２ 〃 アタマ ９７．１�
５８ オーバーターゲット 牝３青鹿５４ 西田雄一郎石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 矢野牧場 ４４４－ ６１：５８．３２� ２９１．０�
８１５ ガ ラ シ ア 牝３鹿 ５４ 中舘 英二林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム ４３４＋１４１：５９．１５ ２８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，９７２，５００円 複勝： ２９，６９７，５００円 枠連： １５，０４５，５００円

馬連： ４６，９２７，６００円 馬単： ３２，９８７，３００円 ワイド： ２１，５１９，７００円

３連複： ６４，９７０，３００円 ３連単： １０５，６１６，９００円 計： ３３６，７３７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５００円 複 勝 � ２６０円 � １４０円 � ３３０円 枠 連（４－７） ７７０円

馬 連 �� １，８９０円 馬 単 �� ５，６００円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ２，２９０円 �� ６１０円

３ 連 複 ��� ５，２６０円 ３ 連 単 ��� ４４，０２０円

票 数

単勝票数 計 １９９７２５ 的中 � １０５５９（７番人気）
複勝票数 計 ２９６９７５ 的中 � ２５９９６（４番人気）� ７４８９４（１番人気）� １９５１７（５番人気）
枠連票数 計 １５０４５５ 的中 （４－７） １４５９９（４番人気）
馬連票数 計 ４６９２７６ 的中 �� １８３２９（６番人気）
馬単票数 計 ３２９８７３ 的中 �� ４３５１（１７番人気）
ワイド票数 計 ２１５１９７ 的中 �� ８４１３（６番人気）�� ２１８１（２８番人気）�� ９００３（３番人気）
３連複票数 計 ６４９７０３ 的中 ��� ９１３０（１３番人気）
３連単票数 計１０５６１６９ 的中 ��� １７７１（１１９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１３．６―１４．３―１３．２―１２．７―１２．８―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３７．７―５２．０―１：０５．２―１：１７．９―１：３０．７―１：４２．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スリートップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 Mud Route デビュー ２０１２．１．９ 京都５着

２００９．４．２４生 牡３栗 母 リーチトゥピース 母母 Waki Betty ８戦１勝 賞金 ６，９６０，０００円
〔制裁〕 スリートップガン号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。



２００１７ ７月１５日 曇 稍重 （２４新潟２）第２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

５５ クラウンアトラス 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣矢野 悦三氏 田島 俊明 新冠 カミイスタット ４６８ ―１：３８．６ １１．０�

７８ � マイネグロリアーナ 牝２青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana

Farms LLC ４６４ ―１：３８．８１� ９．１�
３３ キネオストロング 牡２黒鹿５４ 吉田 豊ジャパンフードビジネス� 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ４５８ ―１：３８．９� ４．５�
８１１ ヤマニンイリーズ 牡２栗 ５４ 石橋 脩土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５１２ ―１：３９．１１ １２．６�
７９ ディアバイブル 牝２栗 ５４ 江田 照男ディアレスト 牧 光二 日高 沖田牧場 ５０６ ―１：３９．２� １３．２�
６６ シャイニーリーヴァ 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 ４５０ ―１：３９．３クビ ２８．４�
６７ コスモアリュール 牡２鹿 ５４ 柴田 大知岡田 繁幸氏 清水 美波 新ひだか ウエスタンファーム ４３８ ―１：３９．６２ ２９．９	
８１０ エリンジューム 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 ４５６ ―１：３９．７� ２．２

１１ ゴールドウインド 牡２青鹿５４ 北村 宏司居城 要氏 坂本 勝美 新冠 北勝ファーム ４６８ ―１：３９．８� ５５．４�
４４ ワ ッ フ ル 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信石川 達絵氏 鈴木 伸尋 平取 中川 隆 ４４４ ―１：４０．２２	 ４２．６�
２２ マコトデリシオッソ 牝２青鹿５４ 内田 博幸尾田左知子氏 森 秀行 様似 出口 繁夫 ５１８ ―１：４１．１５ ８．７

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２０，７４６，５００円 複勝： ２５，７３４，３００円 枠連： １１，８３３，０００円

馬連： ４１，９９６，４００円 馬単： ３２，９３６，４００円 ワイド： １７，６９３，３００円

３連複： ５１，２８３，７００円 ３連単： ９６，７２０，９００円 計： ２９８，９４４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２９０円 � ２５０円 � １７０円 枠 連（５－７） ２，１００円

馬 連 �� ４，２４０円 馬 単 �� ９，４１０円

ワ イ ド �� １，１４０円 �� ８００円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ５，４４０円 ３ 連 単 ��� ４４，６５０円

票 数

単勝票数 計 ２０７４６５ 的中 � １４８６６（５番人気）
複勝票数 計 ２５７３４３ 的中 � ２１５０６（６番人気）� ２５９８０（３番人気）� ４６７２５（２番人気）
枠連票数 計 １１８３３０ 的中 （５－７） ４１６２（１０番人気）
馬連票数 計 ４１９９６４ 的中 �� ７３１５（１７番人気）
馬単票数 計 ３２９３６４ 的中 �� ２５８５（３３番人気）
ワイド票数 計 １７６９３３ 的中 �� ３７２０（１６番人気）�� ５４９４（１１番人気）�� ６８６４（８番人気）
３連複票数 計 ５１２８３７ 的中 ��� ６９６２（１９番人気）
３連単票数 計 ９６７２０９ 的中 ��� １５９９（１５２番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１３．３―１３．４―１３．０―１１．７―１０．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．７―３８．０―５１．４―１：０４．４―１：１６．１―１：２６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クラウンアトラス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

２０１０．３．８生 牡２黒鹿 母 ヒシクリッパー 母母 ヒシバラード １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２００１８ ７月１５日 曇 稍重 （２４新潟２）第２日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１３時００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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

６９ コスモリープリング 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 ４８０ ―１：２３．１ ７．３�

５７ ア ト キ リ ナ 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４３４ ―１：２３．７３� ５５．９�
３４ クリノアマダブラム 牝２栗 ５４ 内田 博幸栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 ４４０ ― 〃 クビ ５．２�
７１２ イ ク ラ ン 牡２栗 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 小野 次郎 浦河 ミルファーム ４３０ ―１：２３．９１� ２４２．４�
８１４ テイエムトップガン 牡２栗 ５４ 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 土田農場 ４８２ ―１：２４．０� ５．８�
４５ ウインラヴタイム 牝２栗 ５４ 柴田 大知�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 前田 宗将 ４０８ ―１：２４．２１� ２３．４	
６１０ アンブリッジ 牡２鹿 ５４ 田中 勝春佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：２４．４� ２．４

８１３ コスモカリヨン 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 的場牧場 ４５６ ― 〃 クビ ９７．１�
３３ セイスコーピオン 牡２栗 ５４ 松岡 正海金田 成基氏 伊藤 伸一 浦河 アイオイファーム ４７２ ―１：２４．５クビ １０．８�
７１１ パラレルワールド 牝２栗 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４１０ ―１：２５．２４ ７７．５
５８ ケ イ 牡２青 ５４ 吉田 豊平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４６６ ―１：２５．４１� １０．５�
４６ ラインブリッツ 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人大澤 繁昌氏 根本 康広 新ひだか 岡田 猛 ４７０ ―１：２５．６１ ２２．２�
２２ グリーティングワン 牡２黒鹿５４ 西田雄一郎井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４１８ ―１：２６．６６ １１８．９�

（１３頭）
１１ ヨシカワクン 牝２鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １９，４３３，４００円 複勝： ２７，３９８，９００円 枠連： １４，４５７，７００円

馬連： ４１，７９５，４００円 馬単： ３１，９６３，５００円 ワイド： １９，０７３，１００円

３連複： ４９，０７３，２００円 ３連単： ８６，４２７，５００円 計： ２８９，６２２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２５０円 � １，０１０円 � ２１０円 枠 連（５－６） ８７０円

馬 連 �� １３，９３０円 馬 単 �� ２５，０７０円

ワ イ ド �� ３，４８０円 �� ６２０円 �� ２，５５０円

３ 連 複 ��� ２１，４５０円 ３ 連 単 ��� １４２，７００円

票 数

単勝票数 差引計 １９４３３４（返還計 ３４９） 的中 � ２１２２３（４番人気）
複勝票数 差引計 ２７３９８９（返還計 ３３２） 的中 � ３１７８８（４番人気）� ５６７５（１０番人気）� ３９２８９（３番人気）
枠連票数 差引計 １４４５７７（返還計 ２２７） 的中 （５－６） １２３４２（４番人気）
馬連票数 差引計 ４１７９５４（返還計 １９６７） 的中 �� ２２１５（３６番人気）
馬単票数 差引計 ３１９６３５（返還計 １０２５） 的中 �� ９４１（６３番人気）
ワイド票数 差引計 １９０７３１（返還計 ５１２） 的中 �� １３００（３４番人気）�� ８１１３（４番人気）�� １７８４（２７番人気）
３連複票数 差引計 ４９０７３２（返還計 ３４５６） 的中 ��� １６８９（６２番人気）
３連単票数 差引計 ８６４２７５（返還計 ６２４１） 的中 ��� ４４７（３６１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．４―１１．１―１１．９―１２．３―１１．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．０―３４．１―４６．０―５８．３―１：１０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．１
３ ・（５，９）１４－８－７，１２（１３，１１）（６，４）１０（２，３） ４ ・（５，９）１４－８，７－１２（１３，１１）４－（６，３）１０，２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモリープリング �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 ス キ ャ ン 初出走

２０１０．３．８生 牝２鹿 母 ローズベアダウン 母母 イングランドローズ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 ヨシカワクン号は，事故のため出走取消。
〔制裁〕 ヨシカワクン号の調教師矢野英一は，同馬の管理上の注意義務を怠り，出走取消となったことについて過怠金３０，０００円。



２００１９ ７月１５日 曇 稍重 （２４新潟２）第２日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

３６ コマノガレオス 牡３鹿 ５６ 松岡 正海長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ５００＋ ４ ５６．１ ６．４�

６１１ タケデンザビエル 牝３栗 ５４ 田中 勝春武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４５６＋ ６ 〃 クビ ９．３�
５９ メインメリー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次金森圭史朗氏 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 ４６２－ ６ ５６．２クビ １１．１�
３５ トーセンファースト 牝３芦 ５４ 内田 博幸島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７０＋ ４ ５６．３� ８．３�
４７ ウェルテクス 牡３黒鹿５６ 石橋 脩岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ６．３�
１２ シャドウフェアリー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 ４５６＋ ４ ５６．４� １８．６�
８１６ プレシャスペスカ 牝３黒鹿５４ 江田 照男山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４４８± ０ 〃 ハナ ４．１	
８１８ シルクフュージョン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治有限会社シルク古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０－ ３ ５６．６１� ５４．６

８１７ ボストンストロング 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４２４＋１２ ５６．７� ９．８�
７１５ スペシャルリリー 牝３栗 ５４ 吉田 豊喜田 啓照氏 田島 俊明 日高 本間牧場 ４５８＋ ２ ５６．９１� １９．２
５１０ オキナワエミチャン 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁紙透 一雄氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 B４１８－１０ 〃 ハナ １０２．４�
４８ アミフジガガ 牝３黒鹿５４ 柴田 大知内藤 好江氏 菅原 泰夫 茨城 内藤牧場 ４３０－ ４ ５７．４３ １０５．２�
２４ ハートフルポケット 牝３栗 ５４ 大庭 和弥岡村 善行氏 牧 光二 新冠 山岡ファーム ４４６－ ２ ５７．６１� ５１．１�
２３ ジェットタイガー 牡３鹿 ５６ 岩部 純二楠田 均氏 大江原 哲 新ひだか 前田 宗将 ４２６－ ２ ５８．０２� １６２．６�
１１ ゼロディフェクト 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎荒井 壽明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４２６± ０ ５８．１� １５．８�
７１４ マリエシチー 牝３栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 幾千世牧場 ４０８＋ ４ ５８．４１� ４３．４�
７１３ テンショウゴッデス 牝３鹿 ５４ 中舘 英二一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４７０＋ ２ ５８．７２ ４９．１�
６１２ ムーンリットスカイ 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２６＋ ８ ５８．９１� １２６．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，６３８，９００円 複勝： ３４，９２９，３００円 枠連： ２５，７３８，４００円

馬連： ６７，７４６，１００円 馬単： ４０，１７０，６００円 ワイド： ２６，７１９，８００円

３連複： ９６，１７１，８００円 ３連単： １４４，６２６，８００円 計： ４５９，７４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２４０円 � ３００円 � ２９０円 枠 連（３－６） １，７９０円

馬 連 �� ３，７００円 馬 単 �� ７，６６０円

ワ イ ド �� １，４３０円 �� １，４８０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� １２，４９０円 ３ 連 単 ��� ７３，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２３６３８９ 的中 � ２９１６４（３番人気）
複勝票数 計 ３４９２９３ 的中 � ４１７４０（２番人気）� ２９８１０（６番人気）� ３２０９５（５番人気）
枠連票数 計 ２５７３８４ 的中 （３－６） １０６１５（１０番人気）
馬連票数 計 ６７７４６１ 的中 �� １３５４４（１４番人気）
馬単票数 計 ４０１７０６ 的中 �� ３８７１（３０番人気）
ワイド票数 計 ２６７１９８ 的中 �� ４６１９（１７番人気）�� ４４６８（１９番人気）�� ４３５８（２０番人気）
３連複票数 計 ９６１７１８ 的中 ��� ５６８４（４８番人気）
３連単票数 計１４４６２６８ 的中 ��� １４５１（２５７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１１．０―１０．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．４―３３．４―４４．２

上り４F４４．０－３F３３．７
勝馬の
紹 介

コマノガレオス �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１２．２．１９ 京都９着

２００９．６．１０生 牡３鹿 母 リンデンジョオー 母母 リンデンリリー ５戦１勝 賞金 ５，１００，０００円
※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） １頭 ハワイアンミント号
（非抽選馬） ３頭 カシマセイセン号・トカイアス号・バックダンサー号

２００２０ ７月１５日 曇 不良 （２４新潟２）第２日 第８競走 ��
��１，８００�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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４６ � ドゥーアップ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�ヒダカファーム木村 哲也 浦河 ヒダカフアーム B５１６± ０１：５２．５ ６．６�

２２ マルブツビアン 牡４黒鹿５７ 内田 博幸大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ５１４＋１６１：５２．８２ ３．５�
８１５ ホノカアボーイ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４７０＋ ２１：５３．０１� ２．７�
３４ カントリースノー 牡５黒鹿５７ 田中 勝春鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B５２４＋ ８１：５３．１クビ ３４．３�
６１１ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３６－ ４１：５３．３１� ６４．６�
１１ ケイジーシオン 牝４黒鹿５５ 田辺 裕信鹿倉 勝	氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４８０± ０１：５３．６２ ２０．１�
６１０ デュアルサクセス 牡５黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４３４－ ６１：５３．７� ２６．９	
８１４ サ ー ノ 牡５鹿 ５７ 中谷 雄太藤田 孟司氏 大根田裕之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０± ０１：５３．８クビ １５．７

７１３ シルククラリティ 牝５黒鹿５５ 嘉藤 貴行有限会社シルク大和田 成 日高 ヤナガワ牧場 ４９６＋１２ 〃 ハナ ２２１．９�
４７ マイネフェリックス 牝５栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B４８６－ ２１：５４．４３� ５２．２
５９ サントワマミー 牝５栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４７８＋ ８１：５４．７２ １９１．８�
３５ コウズシャイン 牡３鹿 ５４ 二本柳 壮山本 功士氏 二本柳俊一 浦河 高松牧場 B５０４＋ ６１：５５．６５ ６７．２�
５８ � アメージングミノル 牡４鹿 ５７

５４ ▲西村 太一吉岡 實氏 小野 次郎 浦河 信成牧場 ４６８－ ６ 〃 ハナ ２８４．８�
７１２ ワイワイガヤガヤ 牡３栗 ５４ 吉田 豊小田切有一氏 粕谷 昌央 日高 大江牧場 ５２８＋ ６１：５５．７
 １４．０�
２３ � ホークウォリアー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 米 Destiny Oaks ５２２＋ ６ 〃 クビ ７．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，０１５，０００円 複勝： ４４，９５８，５００円 枠連： ２３，２３８，４００円

馬連： ７５，５１３，４００円 馬単： ４６，６４８，６００円 ワイド： ３０，７００，１００円

３連複： ９１，５９１，８００円 ３連単： １５７，３９９，４００円 計： ４９６，０６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � １８０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（２－４） ７８０円

馬 連 �� １，２９０円 馬 単 �� ３，０５０円

ワ イ ド �� ５６０円 �� ３５０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １，０４０円 ３ 連 単 ��� ８，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２６０１５０ 的中 � ３１４１１（３番人気）
複勝票数 計 ４４９５８５ 的中 � ５６０５４（３番人気）� ８３５４７（２番人気）� １１８６４２（１番人気）
枠連票数 計 ２３２３８４ 的中 （２－４） ２２０２０（３番人気）
馬連票数 計 ７５５１３４ 的中 �� ４３３６４（４番人気）
馬単票数 計 ４６６４８６ 的中 �� １１３０８（１０番人気）
ワイド票数 計 ３０７００１ 的中 �� １２４８３（５番人気）�� ２１８９８（２番人気）�� ３０４５９（１番人気）
３連複票数 計 ９１５９１８ 的中 ��� ６５４９９（１番人気）
３連単票数 計１５７３９９４ 的中 ��� １４３８１（１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．４―１２．２―１２．８―１２．９―１２．９―１３．２―１２．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２２．９―３５．１―４７．９―１：００．８―１：１３．７―１：２６．９―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．８
１
３
１２，３－（１，１０）７，２（６，８）（４，１５）（９，１４）－（５，１１）１３
１２，３（１，１０，２）（６，７）１５（８，１４，１１）（４，１３）９－５

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

勝馬の
紹 介

�ドゥーアップ �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 タイキシャトル

２００８．４．５生 牡４鹿 母 ア ジ タ ー ト 母母 ファンザブリーズ １２戦１勝 賞金 １２，８８０，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 アメージングミノル号の騎手西村太一は，１コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１５番への進路影響）



２００２１ ７月１５日 曇 稍重 （２４新潟２）第２日 第９競走 ��
��２，２００�

ば ん だ い ば し

萬 代 橋 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００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

２：１１．６
２：１０．０

良

良

７１１ ジョンブルクリス 牡４栗 ５７ 中舘 英二�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７２＋ ２２：１３．２ ６．２�

３３ セイクリッドロード 牡３鹿 ５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４９２－ ４２：１３．３� ８．９�
５６ � アンコイルド 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-

stock LLC ４８０－ ６２：１３．５１ ２．９�
２２ ローリングストーン 牡３鹿 ５４ 石橋 脩佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４８２＋１２ 〃 ハナ １９．２�
８１３ ブライトボーイ 牡３鹿 ５４ 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 ４７２＋１２２：１３．６� １４．０�
５７ マイネルヴェリタス 牡３栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 浦河 荻伏三好フ
アーム ５００＋ ２２：１３．８１	 ６．９	

４５ エーブフウジン 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �レーシングホース
ジャパン 高橋 文雅 新ひだか ダイイチ牧場 ４７８± ０２：１４．１２ ４．６


７１０
 ゴールドウォッチ 牡４鹿 ５７ 江田 照男居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４６２± ０２：１４．２� １９３．０�
６８ シャドウバンガード 牡３黒鹿５４ 田中 勝春飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４４６＋ ６２：１４．３� １１．４�
１１ � クレバーロッシー 牡５栗 ５７ 田辺 裕信田 正明氏 加藤 和宏 米 Tom Stone-

braker B４５８－ ４２：１４．７２� ６３．４�
６９ 
 シンボリルアーブル 牡５黒鹿５７ 武士沢友治シンボリ牧場 奥平 雅士 新ひだか シンボリ牧場 ５１４－ ６２：１５．３３� ２１８．４�
４４ ミヤビエスペランサ 牡３鹿 ５４ 北村 宏司村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ５０６＋ ４２：１５．４クビ ２９．４�
８１２
 フ ゲ ン 牡５鹿 ５７ 田中 博康栗山 良子氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 ５０６－ ２ 〃 アタマ ２４３．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，０３１，８００円 複勝： ５２，００６，６００円 枠連： ２１，７９４，３００円

馬連： ９５，０２８，３００円 馬単： ５７，１９０，９００円 ワイド： ３２，９４２，６００円

３連複： １０６，４７０，０００円 ３連単： ２０４，２０３，４００円 計： ６０１，６６７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２１０円 � ２２０円 � １４０円 枠 連（３－７） ２，５２０円

馬 連 �� ２，３９０円 馬 単 �� ４，５７０円

ワ イ ド �� ７６０円 �� ４６０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，４３０円 ３ 連 単 ��� １８，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３２０３１８ 的中 � ４１１３４（３番人気）
複勝票数 計 ５２００６６ 的中 � ６０８０９（４番人気）� ５５４０２（５番人気）� １２５３４１（１番人気）
枠連票数 計 ２１７９４３ 的中 （３－７） ６３８９（１１番人気）
馬連票数 計 ９５０２８３ 的中 �� ２９３６３（１０番人気）
馬単票数 計 ５７１９０９ 的中 �� ９２３６（１９番人気）
ワイド票数 計 ３２９４２６ 的中 �� １０１４０（１１番人気）�� １８２６５（３番人気）�� １８６８５（２番人気）
３連複票数 計１０６４７００ 的中 ��� ３２４３４（５番人気）
３連単票数 計２０４２０３４ 的中 ��� ８２９３（５６番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．７―１１．８―１２．３―１３．１―１２．７―１２．５―１２．２―１１．９―１１．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．９―２３．６―３５．４―４７．７―１：００．８―１：１３．５―１：２６．０―１：３８．２―１：５０．１―２：０１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３５．０
１
３
１１（６，７）４，１０，３（１，５）１３（８，９）－２，１２
１１，７－６（１０，４）３（１，５）１３（２，９）８，１２

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

勝馬の
紹 介

ジョンブルクリス �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１０．８．１ 新潟９着

２００８．４．２生 牡４栗 母 クリスティナリッチ 母母 レインボービューティー ２７戦３勝 賞金 ３７，９０９，０００円
〔発走状況〕 ミヤビエスペランサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

２００２２ ７月１５日 曇 不良 （２４新潟２）第２日 第１０競走 ��
��１，２００�

な え ば

苗 場 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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

８１４ サマーソング 牝５鹿 ５５ 田中 勝春セゾンレースホース� 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４７２± ０１：１０．７ ４．２�

３４ � エーシンジェイワン 牡４栗 ５７ 石橋 脩�栄進堂 西園 正都 米 Nekia Farm B５４０± ０１：１０．９１� ２．３�
２３ � フリスコベイ 牝３栗 ５２ 田中 博康�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine

Stables, LLC ４９０－ ８１：１１．３２	 ５２．２�
１１ スズカロジック 牡４栗 ５７ 中舘 英二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 山下 恭茂 ４９４－ ４ 〃 ハナ ６．１�
６１１ パープルセンリョ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義中野 銀十氏 飯田 雄三 帯広 中村 司 ５２０＋ ２ 〃 ハナ ６．１�
４６ ケイアイクライム 牡５黒鹿５７ 松岡 正海 �啓愛義肢材料販売所 鈴木 康弘 新ひだか 佐竹 学 ５１４－ ４ 〃 クビ ３４．８	
７１２ コ ロ ナ 牝６栗 ５５ 北村 宏司下河邉 博氏 中尾 秀正 静内 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５６－ ２１：１１．５１� １５４．９

２２ ワンモアジョー 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 ４７８＋ ２１：１１．６	 １９．９�
６１０ ドクトルジバゴ 牡５鹿 ５７ 内田 博幸馬場 幸夫氏 牧浦 充徳 新ひだか 松田 三千雄 ４９２－ ８ 〃 クビ １８．４�
３５ � アグネスティンクル 牡５栗 ５７ 柴田 大知渡辺 孝男氏 森 秀行 米 Swetten-

ham Stud ４７０＋ ４１：１１．８１� ５８．８
５９ ル ナ ロ ッ ソ 牝６栗 ５５ 江田 照男木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ５２０－ ８１：１１．９クビ ９８．４�
７１３ カンファーネオ 牡５鹿 ５７ 武士沢友治楠本 陸雄氏 大根田裕之 日高 中川 哲也 ４８２＋ ８１：１２．３２	 １０９．９�
８１５ シルクドミニオン 牡６栗 ５７ 吉田 豊有限会社シルク粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋１０１：１２．４	 １５５．３�
５８ エ キ ナ シ ア 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４９６－ ８１：１２．６１� １９．４�
４７ �
 アグネスフラッシュ 牡７栗 ５７ 嘉藤 貴行渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Mr SB

Seamer ５１８＋２０１：１２．８１� ２３０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３８，８８３，４００円 複勝： ６１，８４３，０００円 枠連： ２８，２８９，８００円

馬連： １３３，７８４，０００円 馬単： ８０，２０１，６００円 ワイド： ４５，７４８，６００円

３連複： １５８，２１４，１００円 ３連単： ３２６，７０６，２００円 計： ８７３，６７０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � ７００円 枠 連（３－８） ５１０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ２，３００円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� ６，７２０円 ３ 連 単 ��� ３１，６３０円

票 数

単勝票数 計 ３８８８３４ 的中 � ７３９７４（２番人気）
複勝票数 計 ６１８４３０ 的中 � １２５３７５（２番人気）� １４９０８２（１番人気）� １４５９４（９番人気）
枠連票数 計 ２８２８９８ 的中 （３－８） ４１６７７（１番人気）
馬連票数 計１３３７８４０ 的中 �� １９１８３９（１番人気）
馬単票数 計 ８０２０１６ 的中 �� ４５４７４（３番人気）
ワイド票数 計 ４５７４８６ 的中 �� ５６４６０（１番人気）�� ４３２８（２５番人気）�� ６６０８（１８番人気）
３連複票数 計１５８２１４１ 的中 ��� １７３８７（２１番人気）
３連単票数 計３２６７０６２ 的中 ��� ７６２４（８４番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．５―１１．２―１２．３―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．３―３３．５―４５．８―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サマーソング �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 パレスダンサー デビュー ２０１０．２．１３ 京都４着

２００７．４．７生 牝５鹿 母 マサノチャーミング 母母 ユ ウ ビ ハ ク ２４戦４勝 賞金 ６７，７９２，０００円
〔制裁〕 エキナシア号の騎手中谷雄太は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（７番・６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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 カフェシュプリーム号
（非抽選馬） ７頭 ヴェアリアスムーン号・ウッドシップ号・カツノセカンド号・ガリレオシチー号・クリスリリー号・スモールキング号・

マジックモーメント号

２レース目



２００２３ ７月１５日 曇 稍重 （２４新潟２）第２日 第１１競走 ��
��１，６００�新 潟 日 報 賞

発走１５時４５分 （芝・左・外）
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

新潟日報賞（１着）
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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．３

良

良

５７ レインスティック 牡５栗 ５７ 田中 勝春 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：３２．７ ２９．２�

３３ トゥリオンファーレ 牡６黒鹿５７ 石橋 脩 �キャロットファーム 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４９０－ ８ 〃 クビ １２．７�
７１１ エーシンミズーリ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司�栄進堂 坂口 正則 浦河 小島牧場 ４６２－ ８１：３２．９１� ２．９�
４５ ユキノハリケーン 牡８鹿 ５７ 武士沢友治馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４８６－１０ 〃 アタマ １７６．１�
６８ ラインジェシカ 牝５栗 ５５ 内田 博幸大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４９４＋ ４１：３３．０クビ ５．３�
４４ � ドリームピーチ 牝５鹿 ５５ 蛯名 正義�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４６± ０１：３３．１	 １９．３	
２２ アロマカフェ 牡５黒鹿５７ 中舘 英二西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ３７．３

８１２ タイキエイワン 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム ４６０＋ ４ 〃 アタマ １１．４�
７１０ マイネルエルフ 牡６鹿 ５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ５２２± ０ 〃 ハナ ４５．３�
１１ サンヴァンサン 牝５栗 ５５ 江田 照男万波 健二氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ２１：３３．３１� １０３．９
６９ シェーンヴァルト 
６黒鹿５７ 吉田 豊 �サンデーレーシング 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：３３．４� １１．１�
５６ トゥザサミット 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム ４５０± ０１：３３．５	 ５．６�
８１３ エチゴイチエ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：３４．８８ ７．２�

（１３頭）

売 得 金
単勝： ７１，２７７，３００円 複勝： １１２，３６１，２００円 枠連： ６３，２６６，０００円 馬連： ３０１，６１６，４００円 馬単： １６４，６１６，６００円

ワイド： ８８，４７０，４００円 ３連複： ３６７，２４２，２００円 ３連単： ７５５，８７０，８００円 ５重勝： ９５５，０４４，３００円 計： ２，８７９，７６５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９２０円 複 勝 � ７４０円 � ３６０円 � １５０円 枠 連（３－５） ２，６４０円

馬 連 �� １３，７００円 馬 単 �� ３２，４２０円

ワ イ ド �� ３，６１０円 �� １，７２０円 �� ７８０円

３ 連 複 ��� １４，６４０円 ３ 連 単 ��� １６０，４９０円

５ 重 勝
対象競走：中京１０R／新潟１０R／函館１１R／中京１１R／新潟１１R

キャリーオーバー なし����� ６４６，０４０円

票 数

単勝票数 計 ７１２７７３ 的中 � １９２６９（９番人気）
複勝票数 計１１２３６１２ 的中 � ３０２７０（９番人気）� ７０３６２（７番人気）� ２８４９８５（１番人気）
枠連票数 計 ６３２６６０ 的中 （３－５） １７６９６（１１番人気）
馬連票数 計３０１６１６４ 的中 �� １６２４８（３９番人気）
馬単票数 計１６４６１６６ 的中 �� ３７４８（８３番人気）
ワイド票数 計 ８８４７０４ 的中 �� ５８３４（４０番人気）�� １２５１９（２２番人気）�� ２９２５５（６番人気）
３連複票数 計３６７２４２２ 的中 ��� １８５１９（５６番人気）
３連単票数 計７５５８７０８ 的中 ��� ３４７６（４６８番人気）
５重勝票数 計９５５０４４３ 的中 ����� １０９１

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．７―１１．４―１１．５―１１．５―１０．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３５．７―４７．１―５８．６―１：１０．１―１：２０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３４．１
３ ５，１０－１２（３，７，１１）（２，８，１３）４，９，１，６ ４ ５－１０－１２，３（７，１１）（２，８，１３）－（４，９）－１，６

勝馬の
紹 介

レインスティック �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．１ 新潟３着

２００７．５．７生 牡５栗 母 リズムオブザレイン 母母 レ ン Ⅱ ２４戦５勝 賞金 ７９，１９９，０００円
※アロマカフェ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２００２４ ７月１５日 曇 稍重 （２４新潟２）第２日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・左・外）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�

本 賞 ５，０５０，０００
５，０５０，０００

円
円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

２３ レ イ カ ー ラ 牝３鹿 ５２ 内田 博幸下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４３２＋ ８１：４６．２ ３．６�

３５ ラスヴェンチュラス 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４２２＋２０ 〃 同着 ２．９�
２４ パストフォリア 牝３鹿 ５２ 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 ４５６± ０１：４６．５１� ７．６�
６１１ ハワイアンウインド 牝３鹿 ５２ 柴田 善臣吉田 勝己氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム ４７２＋２４１：４６．７１� １０．９�
８１８ ルネッタアスール 牝３鹿 ５２ 松岡 正海青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４５６－ ２１：４７．０２ ２５．６�
５１０ アルアマーナ 牝３鹿 ５２ 中舘 英二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム ４２４－ ２ 〃 クビ １０．７�
３６ � ロックフェアレディ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次 	ローレルレーシング 鮫島 一歩 新冠 新冠橋本牧場 ４４４＋ ２１：４７．１クビ ４４．９

６１２ ユッカマウンテン 牝３栗 ５２

４９ ▲杉原 誠人吉田 照哉氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４４４＋ ２ 〃 ハナ ６．７�
４８ ヤマニンレジェール 牝４栗 ５５ 柴田 大知土井 肇氏 蛯名 利弘 浦河 廣田 伉助 ４８４± ０１：４７．２クビ １６１．５�
５９ ラヴァーズキッス 牝４栗 ５５ 石橋 脩 �キャロットファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：４７．３� ３４．７
１１ クラシフィカドール 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信 	ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム ４６０－１２１：４７．４� １５１．４�
８１７ オメガローズマリー 牝４栗 ５５

５２ ▲西村 太一原 �子氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４６６－ ４１：４７．６１� １０６．５�
１２ メイショウモーレン 牝３栗 ５２ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 安平 ノーザンファーム ４４８－１０ 〃 クビ １３３．９�
８１６ オメガクリスマス 牝５鹿 ５５ 江田 照男原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６１：４８．０２� ８２．６�
７１４ ツクバオトメ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４６２± ０１：４８．５３ ９８．５�
４７ � デ ラ モ ー レ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５８－ ６１：４８．８２ １１９．５�
７１５ ス カ ー レ ル 牝３栗 ５２ 田中 博康吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６２＋ ８１：４８．９クビ ５９．６�
７１３ アルファアンジュ 牝５芦 ５５ 中谷 雄太	貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ５０４－１４１：４９．２１� ３１０．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６１，００２，６００円 複勝： ８２，５２０，７００円 枠連： ５３，７９０，３００円

馬連： １６３，３４２，３００円 馬単： ９６，６９２，３００円 ワイド： ６５，１２４，０００円

３連複： ２０８，９０８，９００円 ３連単： ４１５，５７１，９００円 計： １，１４６，９５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

１７０円
１６０円 複 勝 �

�
１５０円
１４０円 � ２００円 枠 連（２－３） ４１０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 ��
��

６１０円
５６０円

ワ イ ド �� ２８０円 ��
��

４７０円
４６０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ���
���

２，５９０円
２，０６０円

票 数

単勝票数 計 ６１００２６ 的中 � １３４８８１（２番人気）� １６７４５４（１番人気）
複勝票数 計 ８２５２０７ 的中 � １５１０７７（２番人気）� １８４４００（１番人気）� ９３８９６（４番人気）
枠連票数 計 ５３７９０３ 的中 （２－３） ９８０４９（１番人気）
馬連票数 計１６３３４２３ 的中 �� ２１４８１０（１番人気）
馬単票数 計 ９６６９２３ 的中 �� ５８９８１（２番人気）�� ６４９８９（１番人気）
ワイド票数 計 ６５１２４０ 的中 �� ６５０４８（１番人気）�� ３２４８６（４番人気）�� ３３３７３（３番人気）
３連複票数 計２０８９０８９ 的中 ��� １２８２７６（１番人気）
３連単票数 計４１５５７１９ 的中 ��� ５９０５８（２番人気）��� ７５０００（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１２．１―１２．５―１２．６―１２．３―１１．３―１０．７―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．４―３５．５―４８．０―１：００．６―１：１２．９―１：２４．２―１：３４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ イ カ ー ラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１２．２．４ 東京３着

２００９．４．２０生 牝３鹿 母 カーラパワー 母母 Jabali ３戦２勝 賞金 １１，５５０，０００円
市場取引馬

ラスヴェンチュラス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー ２０１２．１．１４ 中山２着

２００９．３．８生 牝３鹿 母 ジ ョ セ ッ ト 母母 Loure ５戦２勝 賞金 １２，４５０，０００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 ホワイトミーナ号
（非抽選馬） １頭 ミッキーレモン号

５レース目



（２４新潟２）第２日 ７月１５日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １７２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

１７６，２６０，０００円
１０，６８０，０００円
１，３４０，０００円
１５，５２０，０００円
５９，０２０，５００円
４，４７２，０００円
１，６５１，２００円

勝馬投票券売得金
３７１，３５７，８００円
５６７，９００，９００円
２８５，８９８，２００円
１，１０１，４２３，０００円
６８４，２９７，０００円
４０５，９２２，２００円
１，３６３，７７７，９００円
２，６２０，６５９，６００円
９５５，０４４，３００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 ８，３５６，２８０，９００円

総入場人員 １３，８４８名 （有料入場人員 １１，８９３名）


