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２００２５ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３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

４４ ポップアップハート 牡２栗 ５４ 田中 勝春丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４８０－ ８１：４６．８ ５．９�

５５ マズルファイヤー 牡２青鹿５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５４４＋ ４ 〃 アタマ １．６�
１１ ダイワブレーブ 牡２栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ４１：４７．０１� １３．８�
６７ エバーグレーズ 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 新ひだか ヒサイファーム ４３２－ ８１：４７．５３ ５１．５�
７９ コスモピースフル 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム ４４０－ ６１：４７．８２ ５７．５�
８１２ グラスソニック 牡２栗 ５４ 吉田 豊半沢� 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４４４－ ４１：４８．１１� ７．０�
２２ オリバーバローズ 牡２黒鹿５４ 江田 照男猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８０－ ４１：４８．２� ６０．７	
８１１ モグモグパクパク 牡２栗 ５４ 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 ４３６－ ４ 〃 ハナ １０．３

６８ ウインプライズ 牡２鹿 ５４ 石橋 脩�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 ４３０－ ２１：４８．８３� ２５．１�
７１０ マイネチリペッパー 牝２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４０－１２１：４８．９� ４１．０
５６ ザショットアロー 牡２鹿 ５４ 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 ４８６± ０１：４９．０� １２８．４�
３３ ディアグリスター 牡２鹿 ５４ 松岡 正海ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 ４５８＋ ４１：４９．３１� ３５．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，１３２，６００円 複勝： ５０，７４４，４００円 枠連： １０，７４６，６００円

馬連： ３８，２５７，９００円 馬単： ３１，８８２，６００円 ワイド： １９，７２８，４００円

３連複： ５４，０４６，９００円 ３連単： １０１，６０５，４００円 計： ３２５，１４４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ２４０円 枠 連（４－５） ４４０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ７８０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ６，４２０円

票 数

単勝票数 計 １８１３２６ 的中 � ２４５９２（２番人気）
複勝票数 計 ５０７４４４ 的中 � ５７３９９（２番人気）� ２７３４８６（１番人気）� ２７７７５（５番人気）
枠連票数 計 １０７４６６ 的中 （４－５） １８１８３（２番人気）
馬連票数 計 ３８２５７９ 的中 �� ６９１６４（１番人気）
馬単票数 計 ３１８８２６ 的中 �� ２０３９３（４番人気）
ワイド票数 計 １９７２８４ 的中 �� ２８８１３（１番人気）�� ５２６２（１０番人気）�� １２６０２（４番人気）
３連複票数 計 ５４０４６９ 的中 ��� ３３７６５（３番人気）
３連単票数 計１０１６０５４ 的中 ��� １１６８２（１６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．２―１１．８―１２．３―１２．４―１２．０―１１．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３４．６―４６．４―５８．７―１：１１．１―１：２３．１―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３５．７
３ ・（２，３，１２）－１０，８（１，６）（４，７，１１）（９，５） ４ ２，３，１２（１，１０）８（４，６，１１）（７，５）９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ポップアップハート �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１２．６．２３ 福島２着

２０１０．３．１２生 牡２栗 母 ポップチャート 母母 ポ ッ プ ス ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円

２００２６ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３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

８１４ バーバラスアゲン 牡３栗 ５６ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４４８－ ６１：１２．６ ８．２�

８１５ オーブライツ 牡３芦 ５６ 蛯名 正義村上 稔氏 大橋 勇樹 浦河 金成吉田牧場 ４７８＋ ４ 〃 アタマ ２．８�
５８ ラ フ ァ ダ リ 牝３黒鹿５４ 北村 宏司 H.H．シェイク・ハムダン 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９８－ ４１：１２．９１� ３．５�
４６ スポーツコート 牡３青 ５６ 田辺 裕信田島榮二郎氏 中野 栄治 新ひだか 大平牧場 ４６４＋ ４１：１３．２１� ２０．７�
５９ ダークシーカー 牡３栗 ５６ 吉田 豊日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ５１６－ ４１：１３．３� ８．２�
６１１ エトランゼシチー 牝３栗 ５４ 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 ４２８± ０１：１４．１５ ２８．６�
２２ トウショウジュピタ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４２６± ０１：１４．６３ １０．５	
１１ アイムファイン 牡３栗 ５６ 田中 博康浅田 次郎氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 ４６８－ ４１：１４．８１� １４０．８

４７ ヴィグラスファイン 牡３栗 ５６ 武士沢友治井山 登氏 矢野 英一 新ひだか ヒサイファーム ４８８± ０ 〃 ハナ １６．１�
３５ サイファーバトル 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�樽さゆり氏 新開 幸一 新ひだか グローリーファーム B４７２－ ４ 〃 ハナ ２７．１�
３４ スカッシュアゲン 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 B５３０－１２１：１４．９� １９１．８
７１２ ヒヤマサンデー 牡３黒鹿５６ 木幡 初広篠木 俊二氏 菅原 泰夫 福島 篠木牧場 ４８６－ ４１：１５．１� ５８．８�
６１０ マイスピリット 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次伊東 純一氏 小西 一男 新冠 オリエント牧場 ４５４－１０ 〃 アタマ ２２．１�
７１３ チ ッ ク 牝３青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：１５．２� ７７．８�
２３ レディシェーバー 牝３芦 ５４ 柴田 大知熊坂富寿雄氏 嶋田 功 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４００＋２０１：１６．１５ １７０．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，８０３，０００円 複勝： ２４，０９５，８００円 枠連： １１，９０２，２００円

馬連： ３７，０８５，２００円 馬単： ２５，４９１，２００円 ワイド： １５，９６６，３００円

３連複： ４８，５８２，０００円 ３連単： ７８，６１６，０００円 計： ２５３，５４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � １９０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（８－８） ８６０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ４２０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ８，１００円

票 数

単勝票数 計 １１８０３０ 的中 � １１４３７（４番人気）
複勝票数 計 ２４０９５８ 的中 � ２６８８９（４番人気）� ５６９０６（１番人気）� ５３５３３（２番人気）
枠連票数 計 １１９０２２ 的中 （８－８） １０２４０（３番人気）
馬連票数 計 ３７０８５２ 的中 �� ３１６１１（２番人気）
馬単票数 計 ２５４９１２ 的中 �� ８４３１（６番人気）
ワイド票数 計 １５９６６３ 的中 �� １１１００（２番人気）�� ８５８９（３番人気）�� １９５０６（１番人気）
３連複票数 計 ４８５８２０ 的中 ��� ３２１２１（１番人気）
３連単票数 計 ７８６１６０ 的中 ��� ７１６６（１１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．５―１２．４―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．２―４７．６―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バーバラスアゲン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Rahy デビュー ２０１１．１２．１８ 中山９着

２００９．５．２生 牡３栗 母 キュートアゲン 母母 Sintanous ４戦１勝 賞金 ５，８００，０００円

第２回 新潟競馬 第３日



２００２７ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３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

８１５ コスモメルハバ 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新ひだか 田上 稔 ５００＋ ６１：５３．２ ３．５�

４７ マイネルソウル 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B４８６＋ ２１：５３．４１� ４．３�

７１２ タイセイローマン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 ４９２＋ ８１：５３．５� ３．５�
５９ ロトスカイハイ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥國武 佳博氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４５４＋ ６１：５３．７１� １６．３�
４６ ゴシェナイト 牡３黒鹿５６ 村田 一誠 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム ４７６± ０１：５３．９１� ５８．３�
７１３ ホクレアポパイ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４２０± ０１：５４．４３ １２．５	
８１４ ステップアヘッド 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ５０６＋ ２１：５４．５� １４．０

１１ ガ ニ オ ン 牡３栗 ５６ 木幡 初広広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 福田牧場 ４３８± ０１：５４．９２� ２０．８�
２２ ペイトリッツデイ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春�瀬 真尚氏 高木 登 新冠 前川 隆範 ５０６＋ ４１：５５．５３� ２６．１�
３４ クレバーエンペラー 牡３栗 ５６ 田辺 裕信田 正明氏 小西 一男 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B４８６＋ ４１：５５．８２ １９．７�
２３ ダ イ ア ン 牡３鹿 ５６ 武士沢友治西村 專次氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 B４４２－ ２１：５６．７５ １３３．２�
６１０ スノースケイプ 牡３鹿 ５６ 鈴来 直人 �ワイ・アール・シー 松山 将樹 新ひだか 三石橋本牧場 ４９４＋１２１：５６．８クビ ８８．１�
５８ キネオタイガー 牡３鹿 ５６ 江田 照男ジャパンフードビジネス� 牧 光二 新冠 新冠橋本牧場 ４６２± ０１：５８．２９ １６．８�
６１１ マルハチマース 牡３青鹿５６ 西田雄一郎ニットー商事� 蛯名 利弘 浦河 小島牧場 B４４６－ ４１：５８．３� ２３５．０�
３５ シ マ カ ゼ 牡３栗 ５６

５３ ▲原田 和真中村 政勝氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 ４５８－１４２：０１．４大差 ３４１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １５，８３５，２００円 複勝： ３２，０７３，９００円 枠連： １３，２１２，５００円

馬連： ４３，７５３，２００円 馬単： ２９，２９５，４００円 ワイド： ２０，２７９，３００円

３連複： ５８，７４１，１００円 ３連単： ９３，６７７，３００円 計： ３０６，８６７，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １４０円 枠 連（４－８） ６２０円

馬 連 �� ７５０円 馬 単 �� １，３８０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ２８０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ４，１２０円

票 数

単勝票数 計 １５８３５２ 的中 � ３６３７７（１番人気）
複勝票数 計 ３２０７３９ 的中 � ８１５２４（１番人気）� ４８６７４（３番人気）� ５８７６０（２番人気）
枠連票数 計 １３２１２５ 的中 （４－８） １５９６０（２番人気）
馬連票数 計 ４３７５３２ 的中 �� ４３０７６（２番人気）
馬単票数 計 ２９２９５４ 的中 �� １５７４１（３番人気）
ワイド票数 計 ２０２７９３ 的中 �� １６２１２（２番人気）�� １８５７０（１番人気）�� １５２１７（３番人気）
３連複票数 計 ５８７４１１ 的中 ��� ５０５７６（１番人気）
３連単票数 計 ９３６７７３ 的中 ��� １６７９１（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．２―２４．４―３６．７―４９．５―１：０１．７―１：１４．０―１：２７．１―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３９．２
１
３
６，１２（７，１５）８－（３，４，１４）－９，１１，１，２，１３，１０，５
６，１２（７，１５）（８，４）１４－３－９－（１，１３）１１，２－１０＝５

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモメルハバ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．１１．２７ 東京３着

２００９．３．１７生 牡３鹿 母 エリモアリュール 母母 レディーシャノン ６戦１勝 賞金 １０，７５０，０００円
〔発走状況〕 シマカゼ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 シマカゼ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルハチマース号・シマカゼ号は，平成２４年８月２１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 オンワードモンタナ号・グリーンヴォルト号・パルジョーイ号

２００２８ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３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

４６ � ニホンピロキリバス �７栃栗６０ 黒岩 悠小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４４４－ ６３：０５．７ ５．７�

４５ オウケンウッド 牡４芦 ６０ 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４４６± ０３：０６．０１� ３．０�
５８ ヒシセンチュリー 牡６栗 ６０ 横山 義行阿部雅一郎氏 国枝 栄 新冠 カミイスタット ４９６－ ８３：０６．３１� ３．３�
５７ シ グ ナ リ オ 牡８栗 ６０ 山本 康志小林 昌志氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８０－ ４３：０６．８３ ２３．３�
１１ ニシノファブレッド 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 ４８４－ ２ 〃 クビ １７．５�
６１０� コブラボール 牡８青鹿６０ 五十嵐雄祐吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４７４± ０３：０７．４３� ８．０�
３４ フェバリットアワー 牡５鹿 ６０ 金子 光希�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５１６－ ８３：０７．５� １０．５	
８１３ ア バ デ ィ �５黒鹿６０ 平沢 健治加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４３２± ０３：０８．２４ １２９．８

８１４ ノーブルエース 牝５鹿 ５８ 小野寺祐太�原 秀雄氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４２０＋ ６３：０９．８１０ １１７．３�
３３ シルクファルシオン 牡５栗 ６０ 草野 太郎有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９６－ ２３：１０．９７ １４．１
２２ ティアップゼウス 牡４栗 ６０ 鈴木 慶太田中 昇氏 高木 登 新ひだか 土居 忠吉 ４５２± ０ 〃 クビ １５６．３�
７１２ コスモノーハーム 牡４鹿 ６０ 池崎 祐介 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 赤石 久夫 ４８２－１４３：１１．９６ ６１．０�
６９ � エースオブタッチ 牡８黒鹿６０ 蓑島 靖典吉橋 計氏 高橋 裕 新冠 浜口牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ２０３．３�
７１１� ブリタニアブルー 牡５鹿 ６０ 江田 勇亮 �ブルーマネジメント高橋 文雅 新冠 川上 悦夫 ４３２－１０３：２３．９大差 ２９６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，９１８，３００円 複勝： ２１，４７８，７００円 枠連： １１，６９１，８００円

馬連： ３０，０８２，２００円 馬単： ２３，０１０，９００円 ワイド： １３，１２５，９００円

３連複： ４３，８４２，０００円 ３連単： ７４，６４５，７００円 計： ２２９，７９５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � １２０円 枠 連（４－４） ８７０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� １，７１０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ３００円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ４，８００円

票 数

単勝票数 計 １１９１８３ 的中 � １６６２０（３番人気）
複勝票数 計 ２１４７８７ 的中 � ３０４８２（４番人気）� ４２７１４（２番人気）� ５４８６８（１番人気）
枠連票数 計 １１６９１８ 的中 （４－４） ９９９８（５番人気）
馬連票数 計 ３００８２２ 的中 �� ２９３７０（２番人気）
馬単票数 計 ２３０１０９ 的中 �� ９９４８（５番人気）
ワイド票数 計 １３１２５９ 的中 �� １２５８２（２番人気）�� １０１９８（３番人気）�� １６０６９（１番人気）
３連複票数 計 ４３８４２０ 的中 ��� ４８５６８（１番人気）
３連単票数 計 ７４６４５７ 的中 ��� １１４８６（９番人気）

上り １マイル １：４２．９ ４F ４９．４－３F ３７．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ニホンピロキリバス �
�
父 トワイニング �

�
母父 サンデーサイレンス

２００５．５．１０生 �７栃栗 母 ニホンピロテイト 母母 ニホンピロビツキー 障害：９戦１勝 賞金 １９，９００，０００円
初出走 JRA

※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 タトゥーン号



２００２９ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３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

６８ メイショウオオゼキ 牡２鹿 ５４ 木幡 初広松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 ４７８ ―１：３６．４ ３．８�

７９ ロードシュプリーム 牡２鹿 ５４ 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 ５０２ ―１：３６．６１� ８．５�
１１ サーストンニュース 牡２青鹿５４ 蛯名 正義齊藤 宣勝氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３０ ―１：３６．８１� ５．７�
５５ ピュアソルジャー 牡２鹿 ５４ 吉田 豊鶴見 清氏 大久保洋吉 新ひだか 千代田牧場 ４５８ ―１：３７．０１� ５．４�
５６ オリジナルスマイル 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム ４９６ ―１：３７．１� ８．３�
８１２ フレックスハート 牝２鹿 ５４ 田中 勝春保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 ４６０ ― 〃 アタマ ２６．７	
８１１ レッドマニッシュ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４６０ ―１：３７．３１ ４．１

４４ クリノヒマラヤオー 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 ４５４ ―１：３７．５１� １８．２�
７１０ コスモギガデイン 牡２栗 ５４ 大野 拓弥岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 日高 木村牧場 ４４６ ―１：３８．３５ ６４．９�
３３ ステラビアンカ 牡２栗 ５４ 大庭 和弥�ヒダカファーム阿部 新生 浦河 ヒダカフアーム ４２８ ―１：３８．６１� １２３．０
２２ スキルアップ 牡２黒鹿５４ 石橋 脩石川 達絵氏 田中 剛 新ひだか 斉藤スタッド ４９６ ―１：３８．９１� ３２．６�
６７ フリムカナイデ 牝２栗 ５４ 中舘 英二小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 ４５６ ―１：４１．２大差 ９３．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，８４２，０００円 複勝： ３０，６８３，４００円 枠連： １１，１３４，１００円

馬連： ４２，０１９，９００円 馬単： ２９，６０８，５００円 ワイド： １７，１３３，１００円

３連複： ４８，２８９，７００円 ３連単： ８９，１８８，７００円 計： ２８６，８９９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １５０円 � ２４０円 � １９０円 枠 連（６－７） １，４６０円

馬 連 �� １，５８０円 馬 単 �� ２，６２０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ４２０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ２，９６０円 ３ 連 単 ��� １４，６８０円

票 数

単勝票数 計 １８８４２０ 的中 � ３９１１４（１番人気）
複勝票数 計 ３０６８３４ 的中 � ６３９０１（１番人気）� ２９７８４（５番人気）� ４３６６１（３番人気）
枠連票数 計 １１１３４１ 的中 （６－７） ５６５１（８番人気）
馬連票数 計 ４２０１９９ 的中 �� １９６６７（７番人気）
馬単票数 計 ２９６０８５ 的中 �� ８３７１（９番人気）
ワイド票数 計 １７１３３１ 的中 �� ６９１２（７番人気）�� １０８３５（４番人気）�� ４６０９（１４番人気）
３連複票数 計 ４８２８９７ 的中 ��� １２０６５（１１番人気）
３連単票数 計 ８９１８８７ 的中 ��� ４４８４（４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．０―３６．２―４９．０―１：０１．９―１：１３．９―１：２４．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウオオゼキ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Easy Goer 初出走

２０１０．３．２６生 牡２鹿 母 トランクイルデイズ 母母 Kissogram Girl １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２００３０ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３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）

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

３４ スマイルオブライフ 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 ４９２－ ６１：１２．３ １８．１�

２３ ヒカルランナー 牡３鹿 ５６ 石神 深一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ５２８＋ ４１：１２．４� ４．４�
７１３ キズナダクリチャン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 岡田牧場 ４４８－ ２１：１２．８２� ７．０�
５９ ホ ク レ ア 牡３栗 ５６ 江田 照男古賀 和夫氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 ４５２－ ２１：１３．０１ ３．０�
８１４ タイタンフォンテン 牡３栗 ５６ 柴田 大知吉橋 計氏 柴崎 勇 浦河 中神牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ５１．５�
４６ エリモブリーズ 牡３黒鹿５６ 内田 博幸山本 慎一氏 池上 昌弘 えりも エクセルマネジメント B４４０＋ ４１：１３．２１� ９．２�
５８ モエレプレジデント 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４４８± ０１：１３．５２ ３５．７	
６１１ ジャイロプレーン 牝３栗 ５４ 田辺 裕信吉田 哲哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム ４５４－ ４ 〃 ハナ ５４．４

６１０ ホクテンリンダ 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一小川 幸助氏 古賀 史生 浦河 マミーファーム ４６０－ ４１：１３．７１� ８２．８�
４７ デジタルウォッチ 牡３黒鹿５６ 中舘 英二水上ふじ子氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 ５１６＋ ２ 〃 ハナ ２０．９�
１１ ジェイフォース 牡３栗 ５６ 大庭 和弥前迫 義幸氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ５０２＋ ４１：１３．８クビ ９．２
３５ クリールソレイユ 牝３栗 ５４ 吉田 豊横山 修二氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４１：１４．２２� ７．１�
２２ イーグルストーン 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４８０＋ ２１：１４．７３ ２８４．３�
７１２ トーアキシカイセイ 牡３栗 ５６

５３ ▲原田 和真高山ランド� 天間 昭一 豊浦トーア牧場 ４８８－ ６１：１５．８７ ３５５．７�
８１５ ライトマキシマム 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠保谷フミ子氏 奥平 雅士 新冠 守矢牧場 ４８２＋ ４１：１７．９大差 １３８．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，４２０，６００円 複勝： ３２，２０１，６００円 枠連： １２，８５５，６００円

馬連： ４７，４４２，２００円 馬単： ２９，８９１，３００円 ワイド： ２０，５５５，１００円

３連複： ６０，０７５，７００円 ３連単： ９８，４１５，２００円 計： ３１８，８５７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８１０円 複 勝 � ４２０円 � １６０円 � ２６０円 枠 連（２－３） １，４００円

馬 連 �� ３，６４０円 馬 単 �� ９，２９０円

ワ イ ド �� １，０４０円 �� １，３８０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ９，３７０円 ３ 連 単 ��� ７８，６９０円

票 数

単勝票数 計 １７４２０６ 的中 � ７６１３（７番人気）
複勝票数 計 ３２２０１６ 的中 � １６５５５（７番人気）� ６６２７８（２番人気）� ３１８９６（３番人気）
枠連票数 計 １２８５５６ 的中 （２－３） ６７９８（５番人気）
馬連票数 計 ４７４４２２ 的中 �� ９６２５（１６番人気）
馬単票数 計 ２９８９１３ 的中 �� ２３７７（３９番人気）
ワイド票数 計 ２０５５５１ 的中 �� ４８５１（１２番人気）�� ３５７３（１９番人気）�� ７８９０（６番人気）
３連複票数 計 ６００７５７ 的中 ��� ４７３４（３１番人気）
３連単票数 計 ９８４１５２ 的中 ��� ９２３（２６４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．４―１２．６―１２．３―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．２―４６．８―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマイルオブライフ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ダンスオブライフ デビュー ２０１２．４．１４ 福島１１着

２００９．３．２２生 牝３鹿 母 ハナコスマイル 母母 タイキミステリー ３戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライトマキシマム号は，平成２４年９月２１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 アイザック号
（非抽選馬） １頭 ディオニソス号



２００３１ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３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

３５ � リトルゲルダ 牝３芦 ５４ 中舘 英二栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple
Bloodstock ４９２－２６ ５５．８ １６４．９�

２４ オークブラフ 牝３栗 ５４ 江田 照男岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３６－ ２ ５６．１１� ２９．１�
１２ ショウナンマジック 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人国本 哲秀氏 伊藤 大士 白老 社台牧場 ４７４± ０ ５６．２� １４．８�
５１０ ル ー パ ウ ス 牝３鹿 ５４ 村田 一誠 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ６ ５６．５１� １２．７�
８１７ ト カ イ ア ス 牡３黒鹿５６ 田中 博康 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５１８－ ６ ５６．６� １２５．３�
３６ カルメンズサン 牡３栗 ５６ 西田雄一郎 �荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４４８± ０ 〃 ハナ １３．９�
４７ タ ワ ワ 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ５００－ ２ ５６．７� １３．９	
８１８ トーホウビート 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣東豊物産
 本田 優 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４５６－ ４ ５６．８� １６．３�
１１ キャニオンキラー 牡３芦 ５６ 内田 博幸�谷川牧場 伊藤 圭三 浦河 谷川牧場 ４４６± ０ ５６．９クビ ２．７�
７１５ ニチドウマリリン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司山田 伸氏 黒岩 陽一 新ひだか 大平牧場 ４５８＋１２ ５７．１１� ６３．５
６１１� レッドグロリア 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 
東京ホースレーシング 松田 国英 愛 H. Yamamoto B４４４＋ ８ 〃 クビ ３０．６�
５９ エムエムベレッタ 牡３栗 ５６ 武士沢友治加藤 雅一氏 古賀 史生 新冠 グリー牧場 ４３４－ ２ 〃 アタマ １８７．６�
８１６ バックダンサー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信成田 隆好氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４００－１４ ５７．４１� １５８．４�
７１３ ドントブリンク 牡３鹿 ５６ 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 茨城 株式会社

セルダム ５００＋ ６ ５７．６１� ４．８�
６１２ ハワイアンミント 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一�大樹ファーム 伊藤 圭三 大樹 大樹ファーム ４３８＋ ６ 〃 ハナ １１７．１�
２３ ミュルティス 牝３青鹿５４ 大庭 和弥池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 むかわ 上水牧場 ４４２ ― 〃 ハナ ２２５．２�
４８ ピースチェイサー 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４８６ ― ５７．８１� ５．２�
７１４ コンパルソリー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ５１０＋ ８ ５８．０１� ６８．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，９４８，５００円 複勝： ３４，４７０，４００円 枠連： １８，４９６，９００円

馬連： ５５，８２９，０００円 馬単： ３７，８５５，６００円 ワイド： ２３，８０６，８００円

３連複： ７３，４１６，４００円 ３連単： １１６，２６１，０００円 計： ３８３，０８４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６，４９０円 複 勝 � ５，０００円 � ９７０円 � ４２０円 枠 連（２－３） １２，０５０円

馬 連 �� １２０，８３０円 馬 単 �� ２１４，９１０円

ワ イ ド �� ２７，５１０円 �� １６，４１０円 �� ５，２６０円

３ 連 複 ��� ３３０，３８０円 ３ 連 単 ��� ２，７６７，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２２９４８５ 的中 � １０９７（１６番人気）
複勝票数 計 ３４４７０４ 的中 � １６６７（１６番人気）� ９１５７（９番人気）� ２４０５３（５番人気）
枠連票数 計 １８４９６９ 的中 （２－３） １１３３（２９番人気）
馬連票数 計 ５５８２９０ 的中 �� ３４１（１１４番人気）
馬単票数 計 ３７８５５６ 的中 �� １３０（２１９番人気）
ワイド票数 計 ２３８０６８ 的中 �� ２１２（１１３番人気）�� ３５６（９２番人気）�� １１２２（４８番人気）
３連複票数 計 ７３４１６４ 的中 ��� １６４（４０７番人気）
３連単票数 計１１６２６１０ 的中 ��� ３１（２６７６番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１１．１―１０．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．２―３３．３―４３．９

上り４F４３．９－３F３３．６
勝馬の
紹 介

�リトルゲルダ �
�
父 Closing Argument �

�
母父 Buddha デビュー ２０１２．６．２ 阪神１６着

２００９．３．２９生 牝３芦 母 Bijoux Miss 母母 Above the Odds ２戦１勝 賞金 ４，６００，０００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。
（非抽選馬） ４頭 カシマセイセン号・ケージーヒトメボレ号・ユウミプリンセス号・レディインラヴ号

２００３２ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
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

３４ ナムラジュエル 牝４栗 ５５ 柴田 善臣奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ４４６＋ ８１：１０．７ ３．７�

４７ アルデュール 牝４栗 ５５ 内田 博幸吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４８８＋１４１：１１．４４ ４．４�
７１３ デプロマトウショウ 牝３鹿 ５２ 吉田 豊トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５０＋１２１：１２．１４ １３．０�
７１２ トーセンプリモ 牝３鹿 ５２

４９ ▲杉原 誠人島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム ４９８＋ ２ 〃 アタマ ２７．７�
３５ スノークラフト 牝３芦 ５２ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５４± ０１：１２．３１� ６．２�
１１ デアリングプライド 牝３鹿 ５２ 中舘 英二 	社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７２＋１６ 〃 アタマ １６．８

５８ � デ ン フ ァ レ 牝５栗 ５５ 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 的場 均 浦河 宮内牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ １０．１�
６１１ ビーキュート 牝３鹿 ５２ 田中 勝春 	サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４＋１２１：１２．４� ２６．４�
８１４ アユミチャン 牝４芦 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 ４４８－ ６１：１２．５� ３６．０
５９ トーセンスタッフ 牝４黒鹿５５ 木幡 初広島川 �哉氏 中川 公成 新ひだか 岡田牧場 ４５８＋１４１：１２．７１� ４６．１�
２３ ミラクルムーン 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次阿部 紀子氏 手塚 貴久 浦河 大北牧場 ４４０＋ ６１：１２．８� ４３．４�
６１０ スマイルヴィジット 牝３栗 ５２

４９ ▲西村 太一ディアレスト 池上 昌弘 新冠 赤石 久夫 ４４０＋ ２１：１２．９クビ ４８．６�
２２ ラベンダーカラー 牝４黒鹿５５ 松岡 正海青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４２８－ ８ 〃 クビ ８．２�
８１５ レッツマンボウ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行	ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 ４８６－ ４１：１３．３２� ８１．４�
４６ イケトップクイーン 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 浦河 日の出牧場 ４６６± ０１：１４．９１０ １４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，９１５，９００円 複勝： ５１，３４０，９００円 枠連： ２２，１６１，１００円

馬連： ７３，８６８，３００円 馬単： ４３，５６４，２００円 ワイド： ３１，９３９，２００円

３連複： ９２，１４１，２００円 ３連単： １４３，２０６，０００円 計： ４８４，１３６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ３９０円 枠 連（３－４） ４１０円

馬 連 �� ８３０円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� １，１００円 �� １，５９０円

３ 連 複 ��� ３，８３０円 ３ 連 単 ��� １５，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２５９１５９ 的中 � ５５８３１（１番人気）
複勝票数 計 ５１３４０９ 的中 � １０５９０８（１番人気）� ７９１２１（２番人気）� ２６７２２（７番人気）
枠連票数 計 ２２１６１１ 的中 （３－４） ４０８０２（１番人気）
馬連票数 計 ７３８６８３ 的中 �� ６６０３４（１番人気）
馬単票数 計 ４３５６４２ 的中 �� ２０３７９（１番人気）
ワイド票数 計 ３１９３９２ 的中 �� ２９２２５（１番人気）�� ６７０６（１２番人気）�� ４５３５（１６番人気）
３連複票数 計 ９２１４１２ 的中 ��� １７７５７（８番人気）
３連単票数 計１４３２０６０ 的中 ��� ６７０４（１８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．８―１１．７―１２．５―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．６―３４．３―４６．８―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラジュエル �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 Afleet デビュー ２０１０．１１．１３ 京都８着

２００８．４．２５生 牝４栗 母 ネクストタイム 母母 ジ ャ ビ ラ バ ５戦２勝 賞金 １７，１００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔制裁〕 ビーキュート号の騎手田中勝春は，３コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１３番・１０番・２番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イケトップクイーン号は，平成２４年８月２１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 イグナイトカフェ号・ゴールドエンジュ号



２００３３ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３日 第９競走 ��１，６００�
む ら か み

村 上 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．３

良

良

３３ ヒラボクインパクト 牡４鹿 ５７ 北村 宏司�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４７４± ０１：３２．８ １．８�

５５ ドラゴンライズ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７４－ ２１：３３．０１� １３．５�
４４ マイネルグラード 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ５２８＋ ４１：３３．１� １５．４�
７９ サトノフローラ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２０＋ ６１：３３．２� ３．２�
１１ ツインエンジェルズ 牝４青 ５５ 田辺 裕信吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４３６－ ４１：３３．３� １３．３�
８１１� シークレットベース 牝４鹿 ５５ 松岡 正海山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 ４３８＋１０ 〃 ハナ １６．２�
６６ カシノスターライト 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中村農場 ５００－ ２１：３３．６２ １６．０	
６７ マイティージュニア 牡４黒鹿５７ 田中 博康本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９４－ ２１：３３．７� １３２．８

２２ トーセンフリージア 牝５鹿 ５５ 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 浦河 杵臼牧場 B４９０－ ８ 〃 クビ １１３．８�
８１０ ミッキーレモン 牝４鹿 ５５ 石橋 脩野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４８４± ０１：３４．６５ ３７．０
７８ � スイートゲイナー 牝５黒鹿５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 坂本 勝美 日高 シンボリ牧場 ４５６－ ２１：３４．７� １６８．９�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２９，８４３，０００円 複勝： ５１，９３２，９００円 枠連： １６，６３３，８００円

馬連： ８４，３３１，５００円 馬単： ５７，１５０，８００円 ワイド： ３３，３９７，７００円

３連複： ９１，９８６，１００円 ３連単： ２１９，０３９，４００円 計： ５８４，３１５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � ３２０円 枠 連（３－５） １，２２０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� １，７００円

ワ イ ド �� ４００円 �� ４８０円 �� １，６７０円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 ��� １３，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２９８４３０ 的中 � １３２１５３（１番人気）
複勝票数 計 ５１９３２９ 的中 � ２０３４７０（１番人気）� ３９５６４（４番人気）� ２８８２７（６番人気）
枠連票数 計 １６６３３８ 的中 （３－５） １００８８（４番人気）
馬連票数 計 ８４３３１５ 的中 �� ５１１０４（３番人気）
馬単票数 計 ５７１５０８ 的中 �� ２４９４４（４番人気）
ワイド票数 計 ３３３９７７ 的中 �� ２２４３３（２番人気）�� １７８２７（５番人気）�� ４４６４（１７番人気）
３連複票数 計 ９１９８６１ 的中 ��� １８６６６（１０番人気）
３連単票数 計２１９０３９４ 的中 ��� １２２２５（３９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．９―１１．７―１１．６―１１．７―１０．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．３―４７．０―５８．６―１：１０．３―１：２１．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクインパクト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 メジロライアン デビュー ２０１０．６．２７ 福島１着

２００８．３．１７生 牡４鹿 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール １４戦３勝 賞金 ４１，８６０，０００円

２００３４ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３日 第１０競走 ��１，８００�
き り ん ざ ん

麒 麟 山 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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１４ サクラヒストリー 牡６鹿 ５７ 松岡 正海�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５３４＋ ６１：５２．４ ６．４�

２２ ディアビリーヴ 牡５青鹿５７ 内田 博幸寺田千代乃氏 田村 康仁 様似 ホウセイ牧場 B５０２＋ ２１：５２．９３ ２．８�
５８ エターナルロブロイ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信大迫 基弘氏 浅見 秀一 安平 追分ファーム ５０２－ ２１：５３．６４ ３９．１�
６１０ ルシャンベルタン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム B４８２± ０ 〃 クビ ５．７�
７１３ エクストラセック 牡５栗 ５７ 田中 勝春金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム ５１６－ ２ 〃 ハナ ５．６�
６１１ アグネスハイヤー 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己渡辺 孝男氏 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４４０－ ４１：５３．８� ５．９�
２３ セトノシャンクス 牡４栗 ５７ 杉原 誠人難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７０＋ ７ 〃 アタマ １２９．９	
１１ メジロオマリー 牡７黒鹿５７ 柴田 大知岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺 メジロ牧場 ４６０＋ １１：５３．９� １８３．０

４６ ハリウッドスター 牡５鹿 ５７ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５２２＋ ８ 〃 ハナ １７．７�
５９ ウ イ ン ク 牝７鹿 ５５ 大野 拓弥河� 五市氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４７４± ０１：５４．０� ３６．７�
４７ エフティファラオ �６鹿 ５７ 木幡 初広吉野 英子氏 金成 貴史 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ６１：５４．３１� ７５．９
７１２� ユウターウェーヴ 牡５栗 ５７ 大庭 和弥北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ４９０－ ６ 〃 クビ ９９．８�
３４ � ヒロノキョウシュウ 牡７鹿 ５７ 西田雄一郎八百板俊一郎氏 星野 忍 静内 聖心台牧場 ４９６＋ ４１：５４．８３ ２５７．６�
３５ ユウターグローバル 牡６青鹿５７ 江田 照男北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 ４６８＋ ２１：５４．９クビ １７．６�
８１５ スマートイーグル �５栗 ５７ 村田 一誠岡田 牧雄氏 高木 登 浦河 杵臼牧場 ４８４－ ２１：５６．１７ １８８．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，３２９，２００円 複勝： ５２，０２９，１００円 枠連： ２５，９８６，３００円

馬連： １０６，２８２，６００円 馬単： ５９，９６１，５００円 ワイド： ３５，６２２，７００円

３連複： １２３，９７２，３００円 ３連単： ２３４，９９３，２００円 計： ６６９，１７６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � ６１０円 枠 連（２－８） １，１６０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ２，１４０円 �� １，８６０円

３ 連 複 ��� ９，０５０円 ３ 連 単 ��� ４６，３３０円

票 数

単勝票数 計 ３０３２９２ 的中 � ３７７８１（５番人気）
複勝票数 計 ５２０２９１ 的中 � ６１８８１（５番人気）� １１９０８７（１番人気）� １６６０２（９番人気）
枠連票数 計 ２５９８６３ 的中 （２－８） １６６２４（５番人気）
馬連票数 計１０６２８２６ 的中 �� ７２８１４（４番人気）
馬単票数 計 ５９９６１５ 的中 �� １５５８０（９番人気）
ワイド票数 計 ３５６２２７ 的中 �� １８３３０（５番人気）�� ３９２５（２７番人気）�� ４５４９（２３番人気）
３連複票数 計１２３９７２３ 的中 ��� １０１２０（３２番人気）
３連単票数 計２３４９９３２ 的中 ��� ３７４４（１５６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１２．７―１３．１―１３．１―１２．５―１２．６―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３７．２―５０．３―１：０３．４―１：１５．９―１：２８．５―１：４０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．０―３F３６．５
１
３
１４－８，１３（２，１２）（１，５，１１）１０（４，６）１５－３，７－９・（１４，８）１３，２，１１（６，１０）（１，１２）（５，４）１５（３，７）９

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

勝馬の
紹 介

サクラヒストリー �
�
父 サクラローレル �

�
母父 サクラチヨノオー デビュー ２００９．１．１８ 京都６着

２００６．４．２生 牡６鹿 母 サクラジュリエット 母母 サクラサエズリ １４戦４勝 賞金 ４８，４７３，０００円
※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 テイエムデジタル号
（非抽選馬） ５頭 アントウェルペン号・コスモイーチタイム号・タナトス号・トップオブカハラ号・ランブリングローズ号



２００３５ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３日 第１１競走 ��２，２００�
にほんかい

日本海ステークス
発走１５時４５分 （芝・左）

３歳以上，１，６００万円以下，２３．７．２３以降２４．７．１５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

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 １８９，０００円 ５４，０００円 ２７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．０

良

良

４４ ラッキーバニラ 牡５青鹿５５ 中舘 英二吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B４９４－ ４２：１１．７ ４．２�

２２ メイショウジンム 牡６鹿 ５４ 内田 博幸松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４２－１０２：１１．８� ５．０�
３３ タガノキャプテン 牡５栗 ５４ 石橋 脩八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５００± ０２：１２．２２� ３．９�
８９ アキノカウンター 牡６栗 ５４ 吉田 豊穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５４＋ ２ 〃 アタマ ３９．５�
８８ コスモラピュタ 牡５鹿 ５７ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－ ４ 〃 クビ ５．３�
６６ � アサティスボーイ 牡８鹿 ５５ 北村 宏司廣松 金次氏 古賀 慎明 新冠 八木サニー

ファーム ４５０－ ２２：１２．４１ １１．５�
７７ セタガヤフラッグ 牡９鹿 ５３ 大庭 和弥千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６０－ ２ 〃 ハナ １３．４	
５５ � ウォークラウン 牡６鹿 ５６ 松岡 正海加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５２２± ０２：１３．４６ ５．９

１１ ベルウッドローツェ 牡６栗 ５５ 鈴来 直人加藤 貴子氏 小野 次郎 浦河 浦河土肥牧場 B４７８－ ６２：１３．６１� ５６．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： ３９，３１５，７００円 複勝： ６２，０４８，８００円 枠連： ２８，９８５，８００円

馬連： １６８，３４６，１００円 馬単： ９５，５６２，９００円 ワイド： ４７，６９８，２００円

３連複： １８２，４８２，２００円 ３連単： ４４３，３９３，０００円 計： １，０６７，８３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（２－４） １，７１０円

馬 連 �� １，６４０円 馬 単 �� ３，３２０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ２８０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� １１，３２０円

票 数

単勝票数 計 ３９３１５７ 的中 � ７４６７６（２番人気）
複勝票数 計 ６２０４８８ 的中 � １０８７８９（２番人気）� ９９７６６（３番人気）� １１５１５２（１番人気）
枠連票数 計 ２８９８５８ 的中 （２－４） １２５６８（１０番人気）
馬連票数 計１６８３４６１ 的中 �� ７６１７２（１０番人気）
馬単票数 計 ９５５６２９ 的中 �� ２１２８４（１８番人気）
ワイド票数 計 ４７６９８２ 的中 �� ２２４７６（９番人気）�� ４５１８３（１番人気）�� ３４４７６（２番人気）
３連複票数 計１８２４８２２ 的中 ��� ８３００１（４番人気）
３連単票数 計４４３３９３０ 的中 ��� ２８９１７（３６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．０―１２．５―１３．２―１２．１―１１．９―１１．３―１１．６―１１．２―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２３．９―３５．９―４８．４―１：０１．６―１：１３．７―１：２５．６―１：３６．９―１：４８．５―１：５９．７

コーナー
通過順位

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

２
４
４，８，９－（１，７，６）（５，２，３）
４，８，６，９（７，３）１（２，５）

勝馬の
紹 介

ラッキーバニラ �

父 シンボリクリスエス �


母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．９．２７ 中山１０着

２００７．４．４生 牡５青鹿 母 フ ウ レ イ カ 母母 セトフローリアンⅡ ２７戦５勝 賞金 ７２，５９７，０００円

２００３６ ７月２１日 晴 良 （２４新潟２）第３日 第１２競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時３０分 （芝・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

２４ コスモアクセス 牝３栗 ５２ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ４１：０８．１ ６．７�

１１ サトノディライト 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４９０－ ４１：０８．３１� ４．０�
８１６ アイアムネフライト 牝３栗 ５２ 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：０８．５１� ７．７�
３６ トランドネージュ 牝３栗 ５２ 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＋１４ 〃 アタマ ３．９�
１２ エーティーランボー 牡４鹿 ５７ 村田 一誠荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４７８＋ ６１：０８．６� ３３．３�
２３ マウントビスティー 牡３栗 ５４ 江田 照男備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４５６＋ ２１：０８．７� ２２．４�
７１５ シャドウエミネンス 牡４栗 ５７ 内田 博幸飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４６０± ０１：０８．９１� ５．８	
５１０ アルベルトバローズ 牡３鹿 ５４ 田中 勝春猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 ４７８＋ ２１：０９．１� １７．０

４７ � ブラックオーキッド 牝４青鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人山上 和良氏 堀井 雅広 浦河 カナイシスタッド ４５０＋ ２ 〃 ハナ ３９．１�
７１４ マ シ ラ 牝５鹿 ５５ 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０± ０１：０９．２� ２８．５�
６１２ マ ロ ン ク ン 牡３栗 ５４ 西田雄一郎ケンレーシング組合 牧 光二 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４６６－ ８１：０９．５２ ３４．０
６１１� トキメキセイコー 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４８４－１０ 〃 クビ １６７．９�
８１７ トウカイフィット 牡６鹿 ５７ 石橋 脩内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４６８－ ４１：０９．７１ １１０．５�
３５ キングダムキング 牡４鹿 ５７ 武士沢友治西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４７０± ０１：０９．８� １２５．９�
７１３ ブルーピアス 牝３栗 ５２ 中舘 英二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 ４５４＋１２１：１０．１２ ４８．１�
８１８ トキノワイルド 牡３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 ４６０－ ２１：１０．２� ６７．０�
４８ プラッキーエリーナ 牝３栗 ５２

４９ ▲西村 太一井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 ４５４＋ ６１：１０．３クビ ７２．８�
５９ ホリデイトウショウ 牝４鹿 ５５ 田中 博康トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６４＋ ４１：１０．４� ３３０．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４６，３１５，７００円 複勝： ７９，７６３，１００円 枠連： ３９，９６８，２００円

馬連： １３３，２４１，８００円 馬単： ７５，９８３，８００円 ワイド： ５８，１０３，０００円

３連複： １７８，６７６，８００円 ３連単： ３２７，９１１，５００円 計： ９３９，９６３，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２００円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（１－２） ８８０円

馬 連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，８６０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ８１０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ２，７６０円 ３ 連 単 ��� １５，９００円

票 数

単勝票数 計 ４６３１５７ 的中 � ５４８２８（４番人気）
複勝票数 計 ７９７６３１ 的中 � １０２８８１（３番人気）� １７７４５７（１番人気）� ８１９０９（５番人気）
枠連票数 計 ３９９６８２ 的中 （１－２） ３３８３９（３番人気）
馬連票数 計１３３２４１８ 的中 �� ８２３５０（２番人気）
馬単票数 計 ７５９８３８ 的中 �� １９６２３（７番人気）
ワイド票数 計 ５８１０３０ 的中 �� ３３２０５（２番人気）�� １６９５６（９番人気）�� ２５１９９（４番人気）
３連複票数 計１７８６７６８ 的中 ��� ４７９２６（５番人気）
３連単票数 計３２７９１１５ 的中 ��� １５２２２（２９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．１―１１．６―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．７―４５．３―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．５―３F３４．４
３ ６，１１，４（１６，１３）１（７，８，１８）（２，３，９，１０）１２（５，１５）（１４，１７） ４ ６，１１，４（１，１６）（２，７，１３）（８，１８）（３，１０）９（５，１２，１５）（１４，１７）

勝馬の
紹 介

コスモアクセス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 グラスワンダー デビュー ２０１１．８．２０ 新潟９着

２００９．４．１３生 牝３栗 母 コスモスカイライン 母母 レーシングスパイス １０戦２勝 賞金 ２１，５００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時３１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブルースター号
（非抽選馬） １頭 キタルファ号



（２４新潟２）第３日 ７月２１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６９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

１７６，２６０，０００円
２，０８０，０００円
６，５８０，０００円
１，２５０，０００円
１５，５２０，０００円
５７，５０６，５００円
５，０６８，８００円
１，６２２，４００円

勝馬投票券売得金
２８８，６１９，７００円
５２２，８６３，０００円
２２３，７７４，９００円
８６０，５３９，９００円
５３９，２５８，７００円
３３７，３５５，７００円
１，０５６，２５２，４００円
２，０２０，９５２，４００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 ５，８４９，６１６，７００円

総入場人員 ９，７１３名 （有料入場人員 ８，２６８名）


