
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

２００６１ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）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）

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

３６ ナ カ ナ カ �２鹿 ５４ 吉田 豊中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム ４２６－ ４１：２２．４ １１．４�

４８ クレバーチャーム 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次田� 正明氏 萱野 浩二 新冠 競優牧場 ４０８－２０１：２２．６１� １０６．７�

６１１ クラウンプルートゥ 牡２黒鹿５４ 鈴来 直人矢野 悦三氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム ４４２± ０１：２３．１３ ７７．４�

２４ トミケングレンサ 牡２栗 ５４ 松岡 正海冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 戸川牧場 ４６６＋ ４１：２３．２� ６．８�
７１４ アルマアダーラ 牝２栗 ５４

５１ ▲西村 太一コウトミックレーシング 伊藤 大士 新冠 大栄牧場 ３９６± ０１：２３．５２ ３７．８�
１１ ナカヤマシャイン 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人和泉 憲一氏 二ノ宮敬宇 日高 日高大洋牧場 ４５０－ ６ 〃 ハナ ６．４�
６１２ スパイクラベンダー 牝２鹿 ５４ 江田 照男	Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４２２＋ ８１：２３．７１� ５８．７

１２ コスモケリア 牝２栗 ５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 猿倉牧場 ４５４＋ ４ 〃 アタマ ４７．７�
５１０ セイスコーピオン 牡２栗 ５４ 田中 勝春金田 成基氏 伊藤 伸一 浦河 アイオイファーム ４８０＋ ８１：２３．８� ８１．８
４７ イーグルカッター 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 中村 和夫 ４６４± ０１：２３．９クビ ２０．７�
８１６ ヤマニンイリーズ 牡２栗 ５４ 岩田 康誠土井 薫氏 西園 正都 新冠 錦岡牧場 ５１２± ０ 〃 クビ ５．１�
７１３ ベルウッドジンプウ 牡２栗 ５４ 内田 博幸鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 中田 英樹 ４４４－ ４１：２４．０クビ １８．６�
５９ ルーミナリー 牡２黒鹿５４ 北村 宏司 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 ４７４－ ２ 〃 クビ ３９．１�
２３ ギンザスティーブ 牡２鹿 ５４ 石神 深一有馬 博文氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム ４３２± ０１：２４．１クビ １４７．１�
８１５ タ プ ロ ー ム 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 ４５８－ ６１：２４．３１ ５．３�
３５ コスモスターター 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム ４１４＋１４１：２４．４� ４．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，８９８，３００円 複勝： ３２，５５４，０００円 枠連： １８，１１４，４００円

馬連： ４５，４３９，８００円 馬単： ２９，４０７，４００円 ワイド： ２１，９４４，９００円

３連複： ６８，１０４，４００円 ３連単： ９５，６００，２００円 計： ３２７，０６３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ４４０円 � ３，２７０円 � １，７１０円 枠 連（３－４） ２，８７０円

馬 連 �� ６３，４００円 馬 単 �� １０１，９００円

ワ イ ド �� １４，５５０円 �� ８，５７０円 �� ２４，５９０円

３ 連 複 ��� ５７１，１５０円 ３ 連 単 ��� １，７２０，８１０円

票 数

単勝票数 計 １５８９８３ 的中 � １１０７８（６番人気）
複勝票数 計 ３２５５４０ 的中 � ２１４４７（６番人気）� ２４５６（１５番人気）� ４８２２（１３番人気）
枠連票数 計 １８１１４４ 的中 （３－４） ４６６４（１１番人気）
馬連票数 計 ４５４３９８ 的中 �� ５２９（８７番人気）
馬単票数 計 ２９４０７４ 的中 �� ２１３（１５７番人気）
ワイド票数 計 ２１９４４９ 的中 �� ３７１（８９番人気）�� ６３２（６９番人気）�� ２１９（１０５番人気）
３連複票数 計 ６８１０４４ 的中 ��� ８８（４４２番人気）
３連単票数 計 ９５６００２ 的中 ��� ４１（１９９４番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．６―１２．１―１２．２―１１．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．４―３５．０―４７．１―５９．３―１：１０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３５．３
３ ６，１１，８，１２，１（２，５，１５）（３，７）（１３，１６）１４（９，４）－１０ ４ ６，１１（８，１２）１５（１，２，５）（７，１６）（３，１３）（１４，４）９－１０

勝馬の
紹 介

ナ カ ナ カ �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 トワイニング デビュー ２０１２．６．９ 東京２着

２０１０．４．２２生 �２鹿 母 レディフェザー 母母 ダービーズドーター ３戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔制裁〕 イーグルカッター号の調教師古賀史生は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
※出走取消馬 ヤマニングランバル号（疾病〔外傷性鼻出血〕のため）

２００６２ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）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）

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

７１３ ダンシングミッシー 牝３鹿 ５４ 吉田 豊伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 ４６０± ０１：１１．５ ２．２�

７１２ アルティメイトラブ 牝３黒鹿５４ 村田 一誠 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６１：１１．９２� ２４．５�
４７ エバーシャン 牝３鹿 ５４ 内田 博幸青柳征八郎氏 田村 康仁 新ひだか 由利 徳之 ４３６＋ ４１：１２．１１� ７．４�
４６ ワキノネクサス 牝３鹿 ５４ 松岡 正海脇山 良之氏 村山 明 新ひだか 広田牧場 ４３２± ０１：１２．３１� ６．３�
２２ フォースライト 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 ４８６＋２０１：１２．４� ４．９�
５８ シャングリラ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４２６＋ ８１：１２．６１� １１．４�
６１１ コズミックガール 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４２０－ ２１：１２．７� ４１．６	
１１ レガシーゴールド 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠
須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式

会社
須野牧場 ４６８＋ ８ 〃 クビ ８４．０�
８１５ 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 ４５０－ ２１：１２．９１� ３２．２�
２３ ツクバクイーン 牝３鹿 ５４ 北村 宏司荻原 昭二氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：１３．３２� １４．４
３５ ニンファエア 牝３鹿 ５４ 中舘 英二吉田 和美氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ５５２＋１０１：１３．６１� ７７．５�
５９ ベストミニオン 牝３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 ４５４＋ ６ 〃 クビ ８７．４�
６１０ サニースペシャル 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４５８－ ８１：１３．７� ６９．７�

３４ ミサノハナユキ 牝３栗 ５４ 横山 義行竹森 幹雄氏 田中 剛 新冠 中央牧場 ４２０＋１６１：１４．０１� ３７３．４�
８１４ ブルジュハリファ 牝３鹿 ５４ 岩部 純二�和田牧場 和田 正道 新ひだか 藤原牧場 ４４２＋ ６１：１５．２７ ３８１．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，６０９，０００円 複勝： ４２，８６７，４００円 枠連： １６，６７８，４００円

馬連： ４８，３４８，４００円 馬単： ３３，０９７，３００円 ワイド： ２１，９１９，３００円

３連複： ６５，８４６，８００円 ３連単： １０３，１０４，３００円 計： ３５２，４７０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ３９０円 � １８０円 枠 連（７－７） ２，０７０円

馬 連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ３，３６０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ２８０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ３，０８０円 ３ 連 単 ��� １７，７２０円

票 数

単勝票数 計 ２０６０９０ 的中 � ７４４５３（１番人気）
複勝票数 計 ４２８６７４ 的中 � １２６６７６（１番人気）� １９５３３（７番人気）� ６２９６２（２番人気）
枠連票数 計 １６６７８４ 的中 （７－７） ５９５３（８番人気）
馬連票数 計 ４８３４８４ 的中 �� １６６５３（９番人気）
馬単票数 計 ３３０９７３ 的中 �� ７２８９（１２番人気）
ワイド票数 計 ２１９１９３ 的中 �� ７７４０（６番人気）�� ２２３８１（１番人気）�� ３０６９（２１番人気）
３連複票数 計 ６５８４６８ 的中 ��� １５７９３（９番人気）
３連単票数 計１０３１０４３ 的中 ��� ４２９５（４２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．５―１２．５―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．２―４６．７―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンシングミッシー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１２．３ 中山７着

２００９．４．６生 牝３鹿 母 シルクダンシング 母母 ダンシンググラス ６戦１勝 賞金 １０，８００，０００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 アローサンベリーナ号・ユキムスメ号

第２回 新潟競馬 第６日



２００６３ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）第６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

２３ イルポスティーノ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B５０２－ ２１：５３．７ ３．８�

２２ ウォーターフォード 牡３栗 ５６ 江田 照男�Basic 畠山 吉宏 新ひだか 服部 牧場 ４９０± ０１：５４．４４ ８．２�
８１４ 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± ０１：５４．５� ４．４�
５８ ダイワプライム 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B５００－ ４１：５４．８２ ２．８�
４７ トーホウドラクロワ 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B４５４－１４１：５５．２２� ４１．６�
１１ グリーンヴォルト 牡３鹿 ５６ 武士沢友治吉田 和美氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ６１：５５．７３ ６３．９	
３４ リブストロング 牡３芦 ５６ 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小桧山 悟 日高 豊洋牧場 ４５８－ ４１：５６．０２ ２７．４

３５ オンワードモンタナ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海樫山 章子氏 相沢 郁 浦河 オンワード牧場 ４７４－ ６１：５６．１クビ ５０．１�
６１０ ローレルヘーシンク 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥 �ローレルレーシング 牧 光二 新冠 対馬 正 ４８４－ ８ 〃 クビ ２５．１�
５９ グレイトマンボ 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４７８－１０１：５６．２クビ １０５．１
８１５ ス イ カ ズ ラ 牝３栗 ５４ 石神 深一中村 政勝氏 松永 康利 様似 様似共栄牧場 ５０６－ ４１：５６．３� ５３０．０�
７１３ キングユウヤ 牡３栗 ５６ 石橋 脩藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ５１６－ ８１：５６．５１� ４３．９�
７１２ 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± ０ 〃 クビ １９５．２�
４６ トーセンマクレガー 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人島川 �哉氏 田村 康仁 日高 荒井ファーム ４６４－ ２１：５６．６� ９．１�
６１１ デンコウチャーム 牡３栗 ５６ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 ４９６± ０１：５６．８１� ２２２．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，３４０，９００円 複勝： ３０，７２３，５００円 枠連： １３，７０６，５００円

馬連： ４２，３１４，７００円 馬単： ２９，９８０，５００円 ワイド： ２０，７１１，８００円

３連複： ５６，２６８，９００円 ３連単： ９５，７０５，６００円 計： ３０５，７５２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � １４０円 枠 連（２－２） １，３００円

馬 連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，０３０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ２２０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ７，８６０円

票 数

単勝票数 計 １６３４０９ 的中 � ３３９９７（２番人気）
複勝票数 計 ３０７２３５ 的中 � ４７２７８（３番人気）� ３３４８６（４番人気）� ７１１９３（１番人気）
枠連票数 計 １３７０６５ 的中 （２－２） ７８３６（５番人気）
馬連票数 計 ４２３１４７ 的中 �� ２３１０４（４番人気）
馬単票数 計 ２９９８０５ 的中 �� １０９４７（７番人気）
ワイド票数 計 ２０７１１８ 的中 �� １１８３５（５番人気）�� ２６９８０（１番人気）�� ９０３４（６番人気）
３連複票数 計 ５６２６８９ 的中 ��� ３１３７１（２番人気）
３連単票数 計 ９５７０５６ 的中 ��� ８９９３（２１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．７―１２．９―１２．５―１２．４―１２．７―１２．７―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．９―４９．８―１：０２．３―１：１４．７―１：２７．４―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３９．０
１
３
３，７，６，１０（９，１５）（２，１１）１２（８，１３）１４－１（４，５）
３－（７，１０，８）９（２，１５）１１，６（１４，１２）－１３，４，１，５

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

勝馬の
紹 介

イルポスティーノ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．９．１１ 中山１０着

２００９．５．２生 牡３栗 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー ７戦１勝 賞金 ７，８００，０００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 ホクレアポパイ号

２００６４ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）第６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

３３ シルクダイナスティ 牡７栗 ６０ 草野 太郎有限会社シルク星野 忍 新冠 �渡 信義 ４８２＋ ６３：０６．５ ３３．２�

３４ 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 ４８０＋ ２ 〃 クビ ２．１�
１１ シュヴァルツシルト �４黒鹿６０ 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４５８± ０３：０６．７１� ３．３�
４５ トミケンプライム 牡７栗 ６０ 高野 和馬冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４０６－１２３：０６．９１� ３３．３�
２２ ティンバーウルフ 牡５栗 ６０ 江田 勇亮大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社

大原ファーム ４４４＋ ２３：０８．４９ １３．０�
６９ � トーセンタイガー 牡４鹿 ６０

５７ ▲高嶋 活士島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム ５１８± ０ 〃 クビ １８８．１


８１３ ウエスタンウェイブ �５鹿 ６０ 金子 光希西川 賢氏 古賀 史生 新ひだか 北西牧場 ４５６± ０３：０９．６７ １８．２�
４６ � タ ト ゥ ー ン 牝４鹿 ５８ 蓑島 靖典戸山 昌彦氏 南田美知雄 新ひだか 田中 裕之 ４７４－ ６３：１０．１３ １３５．５�
７１２ トレノユーボウ �５黒鹿６０ 横山 義行子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５０６－１６３：１０．４２ １３．２
５８ オービーキング �４鹿 ６０ 浜野谷憲尚�富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４４４＋ ２３：１０．８２� ８．０�
７１１� ド ラ ゴ ン 牡４黒鹿６０ 小野寺祐太中村 浩章氏 土田 稔 平取 原田 新治 ４５８－ ２３：１２．４１０ ９７．８�
６１０� スズヨシーズン 牡７鹿 ６０ 平沢 健治鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 浦河 川越ファーム ４７８± ０３：１５．７大差 １５８．７�
５７ シンボリシュテルン 牡４黒鹿６０ 鈴木 慶太シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ５１６＋ ２３：１５．８	 １１３．７�
８１４ ホクトスワン 牝６黒鹿５８ 石神 深一布施 光章氏 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム ４５８± ０３：１８．６大差 ３２．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，１９６，３００円 複勝： １７，４１６，５００円 枠連： １０，９７６，６００円

馬連： ３０，６８９，５００円 馬単： ２６，３４５，５００円 ワイド： １３，８１４，３００円

３連複： ４５，４２５，９００円 ３連単： ８８，３５４，４００円 計： ２４７，２１９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３２０円 複 勝 � ５３０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（３－３） ２，９５０円

馬 連 �� ３，４３０円 馬 単 �� ８，６８０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� １，０１０円 �� １６０円

３ 連 複 ��� ２，７２０円 ３ 連 単 ��� ３１，５２０円

票 数

単勝票数 計 １４１９６３ 的中 � ３３７１（８番人気）
複勝票数 計 １７４１６５ 的中 � ５０１６（９番人気）� ４６７３８（１番人気）� ４３２２９（２番人気）
枠連票数 計 １０９７６６ 的中 （３－３） ２７４７（１１番人気）
馬連票数 計 ３０６８９５ 的中 �� ６６２１（１２番人気）
馬単票数 計 ２６３４５５ 的中 �� ２２４２（２９番人気）
ワイド票数 計 １３８１４３ 的中 �� ２８６５（１２番人気）�� ２７０３（１４番人気）�� ２９７３０（１番人気）
３連複票数 計 ４５４２５９ 的中 ��� １２３３６（７番人気）
３連単票数 計 ８８３５４４ 的中 ��� ２０６９（８６番人気）

上り １マイル １：４３．９ ４F ５１．２－３F ３８．７
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルクダイナスティ �
�
父 カリズマティック �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．３．２３ 阪神８着

２００５．３．２２生 牡７栗 母 クイーンオブタイム 母母 ロイヤルシルキー 障害：２戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 シンボリシュテルン号の騎手鈴木慶太は，３号障害を内側に斜飛したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進路影響）



２００６５ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）第６日 第５競走 ��
��１，４００�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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

７１３ シャスターデイジー 牝２栗 ５４ 岩田 康誠�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ ４３６ ―１：２２．４ ２．６�

４７ プ ー カ 牝２黒鹿５４ 松岡 正海 �キャロットファーム 松山 康久 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３０ ―１：２２．６１� ４．２�

７１４ ワイルドドラゴン 牡２鹿 ５４ 内田 博幸窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ５００ ― 〃 ハナ ６．０�
８１７ ガ チ バ ト ル 牡２栗 ５４ 田中 勝春吉田喜代司氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 ４６２ ―１：２２．８１ ９．８�
７１５ ジャパンイモン 牝２栗 ５４ 横山 義行井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４３４ ―１：２３．１１� ２２．１�
４８ ビューポイント 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 高松牧場 ４１２ ―１：２３．２� ８０．６	
３６ ムーンリンガス 牡２青 ５４ 柴田 善臣伊藤 巖氏 高橋 裕 茨城 栗山牧場 ４４２ ―１：２３．４１� ８．５

５１０	 サトノロータス 牡２栗 ５４ 北村 宏司里見 治氏 古賀 慎明 米 Dr. Masa-

take Iida ４６０ ― 〃 クビ ３０．３�
１２ カカアデンカ 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４４０ ― 〃 ハナ １５．７�
３５ ウインエスペランサ 牡２芦 ５４ 石橋 脩�ウイン 粕谷 昌央 日高 旭 牧場 ４７０ ―１：２３．７１� ６１．８
６１２ オリオンザダイシス 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 鹿児島 徳重 正幸 ４１６ ―１：２３．８� ３５９．０�
６１１ ア ル コ ガ ポ 牡２栗 ５４ 武士沢友治 �MSプランニング 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 ４６６ ―１：２４．０１� １６０．１�
２３ エーシンショーフク 牡２鹿 ５４ 中舘 英二�栄進堂 畠山 吉宏 新ひだか 城地 清満 ４５８ ― 〃 アタマ ７０．１�
８１８ グラスミッション 牡２鹿 ５４ 江田 照男半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４６４ ―１：２４．２１� ７６．３�
１１ ラ レ ン ヌ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠石川 幸司氏 菊沢 隆徳 日高 浜本牧場 ４６８ ―１：２４．３� ９０．９�
８１６ スピードボニータ 牝２栗 ５４

５１ ▲西村 太一市川不動産� 和田 正道 浦河 久保 昇 ４５８ ―１：２４．４クビ ２４３．８�
２４ アルマベルヴァ 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 ４９６ ―１：２４．８２� ２００．７�
５９ アウレオーラ 牝２黒鹿５４ 吉田 豊有限会社シルク大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６ ―１：２８．７大差 ４６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，３２３，０００円 複勝： ３１，１９８，１００円 枠連： １７，５６３，３００円

馬連： ４６，８００，５００円 馬単： ３３，３６４，７００円 ワイド： ２０，７３５，１００円

３連複： ６０，７１５，６００円 ３連単： ９７，４０３，３００円 計： ３３１，１０３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � １７０円 枠 連（４－７） ４４０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ３２０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ４，２５０円

票 数

単勝票数 計 ２３３２３０ 的中 � ７１２３１（１番人気）
複勝票数 計 ３１１９８１ 的中 � ７６３７５（１番人気）� ４８２６７（２番人気）� ４３３４０（３番人気）
枠連票数 計 １７５６３３ 的中 （４－７） ２９８７３（１番人気）
馬連票数 計 ４６８００５ 的中 �� ５２３７３（１番人気）
馬単票数 計 ３３３６４７ 的中 �� ２３４２５（１番人気）
ワイド票数 計 ２０７３５１ 的中 �� １９４８３（１番人気）�� １６４５３（２番人気）�� ９１０５（３番人気）
３連複票数 計 ６０７１５６ 的中 ��� ３６３９０（１番人気）
３連単票数 計 ９７４０３３ 的中 ��� １６９３０（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．１―２２．７―３３．８―４５．５―５７．９―１：１０．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャスターデイジー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 コマンダーインチーフ 初出走

２０１０．３．６生 牝２栗 母 サンドリオン 母母 シネマスコープ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アウレオーラ号は，平成２４年８月２９日まで平地競走に出走できない。

２００６６ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）第６日 第６競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左・外）

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

７１３ チャードリー 牝３青鹿５４ 吉田 隼人�G１レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８＋ ２１：４７．６ ９．８�

２３ リングネブラ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：４７．９２ ２．４�
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

４７０－ ６１：４８．１１� １２．７�
３５ ダンシングハバナ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４４６－ ６ 〃 クビ ４．１�
２４ ウインクルチャチャ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二塚本 能交氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４７８－ ６１：４８．２� ５３．６�
４７ モントリヒト 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４２６－ ４１：４８．３� ８．７	
３６ エ ビ ー タ 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥石川 達絵氏 小笠 倫弘 新ひだか 水上 習孝 ４０４－ ２１：４８．６１	 １５０．２

５１０ ニシノセルヴァ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 ４２８＋２２ 〃 アタマ ３１．４�
６１１ クラウンミネルヴァ 牝３栗 ５４ 中谷 雄太矢野 恭裕氏 菊川 正達 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

４８０± ０１：４８．８１� １９６．２�
８１５ ケージーコシヒカリ 牝３栗 ５４ 村田 一誠川井 五郎氏 田島 俊明 新冠 岩見牧場 ４５８± ０１：４８．９クビ ９８．５
４８ セ プ ド ー ル 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０－ ８１：４９．０� ３５．５�
５９ トーセンプラネット 牡３鹿 ５６ 吉田 豊島川 �哉氏 大久保洋吉 新ひだか ヒサイファーム ４９２± ０１：４９．３２ ４０．５�
１２ アグネスフレーズ 牡３鹿 ５６

５３ ▲中井 裕二渡辺 孝男氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５１４＋１６１：４９．８３ ４５８．９�
８１６ スミデロキャニオン 牡３鹿 ５６ 内田 博幸吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ６１：５１．４１０ ６．５�
８１７ ヤマニンブロドリー 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４３８＋ ８１：５１．７２ ５３７．０�
１１ リターンマッチ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 ４５４± ０１：５１．９１� ３５１．７�
７１４ クリノガナル 牡３鹿 ５６ 田中 博康栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 赤石 久夫 ４８０ ―１：５６．１大差 ３３１．７�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２５，２１３，２００円 複勝： ４３，８７４，４００円 枠連： １４，７９０，４００円

馬連： ５５，９４３，１００円 馬単： ３７，７２６，１００円 ワイド： ２５，０６３，３００円

３連複： ７２，１５７，３００円 ３連単： １２５，６６５，７００円 計： ４００，４３３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２５０円 � １３０円 � ２８０円 枠 連（２－７） １，０３０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� １，１４０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� ３，０９０円 ３ 連 単 ��� ２１，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２５２１３２ 的中 � ２０３６３（５番人気）
複勝票数 計 ４３８７４４ 的中 � ３８０４４（５番人気）� １２６６４５（１番人気）� ３２７４６（６番人気）
枠連票数 計 １４７９０４ 的中 （２－７） １０６９１（４番人気）
馬連票数 計 ５５９４３１ 的中 �� ３６９６７（４番人気）
馬単票数 計 ３７７２６１ 的中 �� ９１１９（１１番人気）
ワイド票数 計 ２５０６３３ 的中 �� １４５９６（４番人気）�� ５０７１（１６番人気）�� １１３００（５番人気）
３連複票数 計 ７２１５７３ 的中 ��� １７２８７（８番人気）
３連単票数 計１２５６６５７ 的中 ��� ４２４６（５８番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１１．７―１２．２―１２．８―１２．６―１１．８―１０．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３５．６―４７．８―１：００．６―１：１３．２―１：２５．０―１：３５．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３４．４
３ １１＝１５，４－１３（３，１２）（６，１０，１７）（７，１６）－（２，５）（９，８）－１－１４ ４ １１－１５－４，１３（３，１２）１７（６，１０）７（２，５）１６（９，８）－１＝１４

勝馬の
紹 介

チャードリー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．５ 中山８着

２００９．５．１３生 牝３青鹿 母 シャルムーズ 母母 シャルウォーカミーズ ５戦１勝 賞金 ７，３５０，０００円
〔制裁〕 チャードリー号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金１００，０００円。（４番・１５番・１１番

への進路影響）
〔その他〕 ヤマニンブロドリー号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リターンマッチ号・クリノガナル号は，平成２４年８月２９日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 トウカイマジカル号（疾病〔創傷性左角膜炎〕のため）
※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） ２頭 サニーサイレンス号・サファリトウショウ号
（非抽選馬） ２頭 クッキーチャン号・ナイトシェーバー号



２００６７ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）第６日 第７競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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

２：２５．０
２：２２．１

良

良

２４ パッションダンス 牡４鹿 ５７ 内田 博幸金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１４＋ ４２：２６．２ １．９�

７１３ エイダイポイント 牡４芦 ５７ 江田 照男�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４４６＋ ８２：２６．６２� ２６．３�
８１７ ローレルジャブラニ 牡４鹿 ５７ 石橋 脩 �ローレルレーシング 松永 昌博 日高 森永牧場 ５１２＋ ６２：２６．８１� ９．７�
２３ プロフェッサー 牡３鹿 ５４ 松岡 正海近藤 英子氏 音無 秀孝 浦河 辻 牧場 ４６０＋ ６２：２６．９� １３．６�
６１１ レッドオブガバナー 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥�橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B４９４＋ ８２：２７．１１ １４５．０�
４８ オペラオーカン 牡５黒鹿５７ 田中 勝春吉田都枝江氏 堀井 雅広 浦河 グラストレーニ

ングセンター B４８２－ ８２：２７．２� ３０．３	
８１６� セッテステラ 牡５栗 ５７ 武士沢友治河合 秀夫氏 高橋 文雅 浦河 鈴木 武蔵 ５１２－ ４２：２７．４１� ３２６．３

５９ バンダムラディウス 牡４栃栗５７ 吉田 隼人山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４５８－ ２２：２７．５� ５．１�
６１２� キャニオンシンザン 牡４栗 ５７

５４ ▲原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４９６＋ ２ 〃 アタマ ３６０．０�
３５ クリティカルヒット 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 戸田 博文 千葉 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２０＋ ２ 〃 ハナ １４．３
１２ � リッカタキシード 牡５黒鹿５７ 柴田 善臣立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 ４５４＋ ６ 〃 ハナ ２３．３�
３６ アンレヴマン 牡３鹿 ５４ 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２２：２７．６� ８．９�
７１４ ヒビケジンダイコ 牡６鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４７８＋２０ 〃 アタマ ７９．０�
１１ � ゴールドウォッチ 牡４鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４５８－ ４２：２７．７� １６３．２�
５１０� キングクリチャン 牡３栗 ５４ 中谷 雄太栗本 博晴氏 高市 圭二 むかわ 小林 孝幸 ４８０＋ ４２：２８．１２� ２００．７�
４７ 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 ４６６＋ ４２：２８．８４ １６６．０�
８１８� 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± ０２：２９．６５ ５６７．１�
７１５� シャコームサシ 牡５鹿 ５７

５４ ▲山崎 亮誠江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５３６－ ２ 〃 アタマ ６００．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，６４５，６００円 複勝： ４８，６１０，５００円 枠連： １７，５６１，３００円

馬連： ６１，９１４，４００円 馬単： ４７，４８３，４００円 ワイド： ２９，１６９，０００円

３連複： ８３，８０２，８００円 ３連単： １６２，６９３，５００円 計： ４８０，８８０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ５００円 � ２６０円 枠 連（２－７） １，３２０円

馬 連 �� １，９６０円 馬 単 �� ２，９１０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ４７０円 �� １，９８０円

３ 連 複 ��� ４，９２０円 ３ 連 単 ��� １８，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２９６４５６ 的中 � １２８８５１（１番人気）
複勝票数 計 ４８６１０５ 的中 � １６８９９３（１番人気）� １７０６９（９番人気）� ３９６５８（３番人気）
枠連票数 計 １７５６１３ 的中 （２－７） ９８４７（６番人気）
馬連票数 計 ６１９１４４ 的中 �� ２３３１９（７番人気）
馬単票数 計 ４７４８３４ 的中 �� １２０６１（１０番人気）
ワイド票数 計 ２９１６９０ 的中 �� ９１３４（９番人気）�� １６５９１（３番人気）�� ３３９９（２４番人気）
３連複票数 計 ８３８０２８ 的中 ��� １２５８７（１８番人気）
３連単票数 計１６２６９３５ 的中 ��� ６５４２（５６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１２．３―１２．４―１２．４―１２．４―１２．０―１２．０―１２．６―１２．６―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．０―２４．５―３６．８―４９．２―１：０１．６―１：１４．０―１：２６．０―１：３８．０―１：５０．６―２：０３．２―２：１４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

パッションダンス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．２．２６ 阪神１着

２００８．４．９生 牡４鹿 母 キッスパシオン 母母 レツツキツス ４戦２勝 賞金 １４，４２０，０００円
※ツクバオトメ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２００６８ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）第６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

４６ タニセンジャッキー 牡３鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４８０＋１０１：１０．７ ３．２�

３５ 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 B４６４－ ８１：１１．１２� ９．３�
８１５ バトルドミンゴ 牡３芦 ５４ 江田 照男宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 村上牧場 ５５２－ ４１：１１．３１� １７．８�
７１２ ホーマンフリップ 牝４栗 ５５ 岩田 康誠久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４９６－１０１：１１．６２ ３．５�
５９ 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 ４７６＋ ８１：１１．７クビ １２．０�
７１３ ナムラハヤテ 牡３黒鹿５４ 吉田 隼人奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 ４７６＋１６１：１１．８� ９．７�
１１ ローレルレジェンド 牡３鹿 ５４ 内田 博幸 �ローレルレーシング 吉村 圭司 新冠 協和牧場 ４７８＋ ８１：１１．９クビ ５．６	
２３ ジャストフレンズ 牝３鹿 ５２ 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 
渡 信義 ４２４－ ４１：１２．０� ７４．５�
６１１ ハナノシンノスケ 牡５鹿 ５７

５４ ▲西村 太一池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B４８０＋ ８１：１２．１� ２３．１�
２２ アローベアタキオン 牡６栗 ５７

５４ ▲中井 裕二宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ５１０＋ ４１：１２．２� ６８．７
６１０ サンセルマン 牡３黒鹿５４ 田中 勝春井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４４２－ ６１：１２．８３� ８６．４�
３４ � キャントセイワーズ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲杉原 誠人飯田 正剛氏 清水 英克 新ひだか 千代田牧場 ５１８－１６１：１３．０１� ２４４．９�
８１４� ダノンゲットウィン 牡５鹿 ５７ 吉田 豊�ダノックス 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：１３．６３� ７５．３�
４７ � ギャラントブーボ 牡６栗 ５７ 中谷 雄太志野まつの氏 的場 均 日高 タバタファーム ５１４＋ ４ 〃 クビ ４１７．８�
５８ スイートシャルマン 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４８０＋ ４１：１４．８７ ４６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２６，８７７，７００円 複勝： ４９，２０５，２００円 枠連： １９，２７５，１００円

馬連： ７４，０３４，５００円 馬単： ４６，３９０，６００円 ワイド： ３０，０５１，９００円

３連複： ９３，０６８，２００円 ３連単： １５８，５３６，２００円 計： ４９７，４３９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １６０円 � ２６０円 � ５００円 枠 連（３－４） １，５９０円

馬 連 �� １，５９０円 馬 単 �� ２，８８０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� １，２４０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� １１，９２０円 ３ 連 単 ��� ４３，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２６８７７７ 的中 � ６７５８３（１番人気）
複勝票数 計 ４９２０５２ 的中 � １０１２９６（２番人気）� ４８４６８（４番人気）� ２０８４２（８番人気）
枠連票数 計 １９２７５１ 的中 （３－４） ８９６４（７番人気）
馬連票数 計 ７４０３４５ 的中 �� ３４４８９（７番人気）
馬単票数 計 ４６３９０６ 的中 �� １１８９６（１０番人気）
ワイド票数 計 ３００５１９ 的中 �� １２５６９（５番人気）�� ５９０４（１４番人気）�� ２８８０（２５番人気）
３連複票数 計 ９３０６８２ 的中 ��� ５７６６（３７番人気）
３連単票数 計１５８５３６２ 的中 ��� ２６９７（１３３番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．６―１１．５―１２．５―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．４―３３．９―４６．４―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タニセンジャッキー �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．７．３ 中山３着

２００９．５．１６生 牡３鹿 母 コイセヨオトメ 母母 チャイナブリーズ ９戦２勝 賞金 ２３，７５０，０００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〕 スイートシャルマン号は，平成２４年８月２９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。
（非当選馬） １頭 トーセンナスクラ号
（非抽選馬） ４頭 ゴールドエンジュ号・ゴールドサムソン号・ヘイハチスカイ号・ユースフル号



２００６９ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）第６日 第９競走 ��
��１，６００�

と よ さ か

豊 栄 特 別
発走１４時３５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
新潟市北区観光協会会長賞（１着）

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 ３２２，０００円 ９２，０００円 ４６，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．３

良

良

７１０ エアワンピース 牝４栗 ５５ 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４９２＋ ８１：３２．８ ６．１�

６９ カネトシディオス 牡５黒鹿５７ 岩田 康誠兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４４６± ０１：３２．９� １．７�
５６ コスモソーンパーク 牡４青鹿５７ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム ４７４－１０ 〃 ハナ ２１．２�
２２ キッズニゴウハン 牡４栗 ５７ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４８２＋１４１：３３．０� １３．９�
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± ０ 〃 ハナ １３．４	
４５ ルアーズストリート 牝５鹿 ５５ 松岡 正海下河辺隆行氏 平田 修 日高 下河辺牧場 ４５６± ０１：３３．１� １５．５

１１ トウカイソニック 牡６黒鹿５７ 江田 照男内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４８８± ０１：３３．３� ６２．７�
３３ ダブルレインボー 牡６栗 ５７ 中舘 英二吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４８６－ ６ 〃 アタマ ４１．１�
６８ マ イ ウ エ イ 牡６鹿 ５７ 柴田 善臣近藤 英子氏 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム B４６６＋ ２１：３３．４� ３５．１
５７ モンテフジサン 牡５栗 ５７ 内田 博幸毛利 喜昭氏 松山 康久 青森 ワールドファーム ４９０＋１０１：３３．６１� １７．２�
８１２ ダノンウィスラー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩�ダノックス 池江 泰寿 新ひだか 折手牧場 ４５４± ０１：３３．８１	 １１．６�
７１１ サクラシリアス 牡５鹿 ５７ 村田 一誠�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４８４＋ ８１：３３．９� ３０２．３�
８１３ マルターズグロウヴ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４９４＋ ６１：３４．１１ ２７．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４３，４５８，２００円 複勝： ６９，８８３，５００円 枠連： ２７，２７２，０００円

馬連： １１１，２６０，７００円 馬単： ７１，３１３，１００円 ワイド： ４２，５８６，０００円

３連複： １３３，２７２，３００円 ３連単： ２６１，１４０，５００円 計： ７６０，１８６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � ３８０円 枠 連（６－７） ５００円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １，６２０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ３，４８０円 ３ 連 単 ��� １７，１３０円

票 数

単勝票数 計 ４３４５８２ 的中 � ５６９３７（２番人気）
複勝票数 計 ６９８８３５ 的中 � ８９０２９（２番人気）� ２７８３７９（１番人気）� ２８８３４（８番人気）
枠連票数 計 ２７２７２０ 的中 （６－７） ４０３３４（２番人気）
馬連票数 計１１１２６０７ 的中 �� １３４７１２（１番人気）
馬単票数 計 ７１３１３１ 的中 �� ３２９６１（５番人気）
ワイド票数 計 ４２５８６０ 的中 �� ４７３２１（１番人気）�� ５７１０（１９番人気）�� １４４９９（８番人気）
３連複票数 計１３３２７２３ 的中 ��� ２８３０３（１０番人気）
３連単票数 計２６１１４０５ 的中 ��� １１２５１（４２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．６―４７．３―５８．６―１：０９．８―１：２０．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアワンピース �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．２２ 京都６着

２００８．３．１４生 牝４栗 母 エアメサイア 母母 エアデジャヴー １３戦４勝 賞金 ４０，７７２，０００円

２００７０ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）第６日 第１０競走 ��
��１，２００�

い わ む ろ お ん せ ん

岩 室 温 泉 特 別
発走１５時１０分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．７．３０以降２４．７．２２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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

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± ０１：１０．４ ２．６�

３５ コスモケンジ 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ハクツ牧場 ４９４± ０１：１１．０３� ６．９�
７１２ カフェシュプリーム 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５０４＋ ４１：１１．３１� ３．０�
８１４� 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 ４８０－１０ 〃 ハナ ２３．３�
２２ テンエイエスプリ 牡５栗 ５４ 武士沢友治熊坂富寿雄氏 嶋田 潤 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４９４＋ ６１：１１．５１	 ６２．１	
８１５
 ネオファロス 牡７栗 ５４ 中谷 雄太小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B４９８－ ２１：１１．６� １５９．８

６１０ ミッドタウンレディ 牝５黒鹿５２ 武 豊吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ５１４＋１８１：１１．７� １９．６�
６１１ トーホウジャパン 牡４栗 ５４ 吉田 豊東豊物産� 本田 優 日高 竹島 幸治 ４８４± ０１：１１．８クビ ２７．１�
４６ トーホウブエナス 牝５栗 ５３ 嘉藤 貴行東豊物産� 田中 清隆 新冠 競優牧場 ４５６－ ６１：１１．９� ２２．２
７１３ ケージーヨシツネ 牡４鹿 ５５ 中井 裕二川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 イワミ牧場 ４５６－ ２１：１２．１� １４．５�
１１ 
 シャイニイチカ 牝５鹿 ５１ 江田 照男冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４３６＋ ８ 〃 クビ ４９．６�
５９ デ プ ラ ー タ 牡５栗 ５４ 岩部 純二栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４８２＋２２１：１２．２クビ ２２６．１�
５８ フォースフル 牡３黒鹿５３ 嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 ４８４＋ ４１：１２．６２� １８．６�
２３ レ コ メ ン ド 牡５鹿 ５４ 岩田 康誠�アカデミー 角居 勝彦 新ひだか 千代田牧場 ４９２＋ ８１：１３．２３� ４６．８�
４７ ダノンフリーデン 牡５鹿 ５４ 中舘 英二�ダノックス 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０２± ０１：１３．４１� ４８．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３６，７７２，９００円 複勝： ５７，９７６，８００円 枠連： ３３，０４７，０００円

馬連： １２５，８１７，９００円 馬単： ７３，６３５，６００円 ワイド： ４６，３８０，５００円

３連複： １５８，４２９，１００円 ３連単： ２９６，７４７，１００円 計： ８２８，８０６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（３－３） ９００円

馬 連 �� ９２０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ２１０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ５，７８０円

票 数

単勝票数 計 ３６７７２９ 的中 � １１５６６６（１番人気）
複勝票数 計 ５７９７６８ 的中 � １７６５３１（１番人気）� ６６６５９（３番人気）� １２２８２７（２番人気）
枠連票数 計 ３３０４７０ 的中 （３－３） ２７２０５（２番人気）
馬連票数 計１２５８１７９ 的中 �� １０１３５１（２番人気）
馬単票数 計 ７３６３５６ 的中 �� ３５２７０（３番人気）
ワイド票数 計 ４６３８０５ 的中 �� ３１７８５（２番人気）�� ６４４３６（１番人気）�� ２１９５５（３番人気）
３連複票数 計１５８４２９１ 的中 ��� １１６８００（１番人気）
３連単票数 計２９６７４７１ 的中 ��� ３７９４０（５番人気）

ハロンタイム １１．６―１０．３―１０．９―１２．０―１２．３―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．６―２１．９―３２．８―４４．８―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エーシンジェイワン �
�
父 Speightstown �

�
母父 Bates Motel デビュー ２０１０．９．２６ 阪神３着

２００８．３．１５生 牡４栗 母 Motel Lass 母母 Devil’s Lass １９戦４勝 賞金 ５５，９２８，０００円
〔発走状況〕 トーホウブエナス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 インディーズゲーム号
（非抽選馬）１９頭 アグネスフラッシュ号・ウッドシップ号・オースミレジスタ号・カツノセカンド号・ガリレオシチー号・

クラッチヒット号・クリスリリー号・ケイアイクライム号・シャラントレディ号・シンビオシス号・
スマートキャスター号・スモールキング号・セイウンリファイン号・ツリーズオブホープ号・ネオシーサー号・
マウンテンファスト号・マドモアゼルノン号・ラッシュザワーク号・リックムファサ号

２レース目



２００７１ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）第６日 第１１競走 ��
��１，８００�N S T 賞

発走１５時４５分 （芝・左・外）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５１�４歳以上５５�，
牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増，�：３歳５１�４歳
以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�
増（ただし２歳時の成績を除く）

NST賞（１着）
賞 品

本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１２ スマートシルエット 牝５鹿 ５４ 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７６－ ６１：４６．０ ２．９�

７９ ス ピ リ タ ス �７栗 ５６ 武 豊 �キャロットファーム 岡田 稲男 早来 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：４６．２１	 ７．８�
２２ ドリームバスケット 牡５栗 ５６ 柴田 善臣セゾンレースホース� 阿部 新生 日高 荒井ファーム ４６２± ０ 〃 クビ ７．５�
６７ シルクアーネスト 牡５栗 ５６ 松岡 正海有限会社シルク池添 兼雄 新冠 ハシモトフアーム ５００± ０１：４６．３クビ ４．１�
３３ アスカトップレディ 牝５黒鹿５４ 内田 博幸上野 武氏 須貝 尚介 新ひだか 藤井 益美 ４７６＋ ２ 〃 クビ ４．７�
５６ アドマイヤコマンド 牡７鹿 ５５ 吉田 隼人近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４８０－ ２１：４６．４
 １５．７	
５５ トップカミング �６黒鹿５５ 江田 照男�コオロ 木村 哲也 浦河 木戸口牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ ２６．９

４４ シゲルスダチ 牡３芦 ５１ 村田 一誠森中 蕃氏 西園 正都 日高 豊洋牧場 ４２４＋ ６１：４６．５� ２１．０�
６８ エイシンサクセス 牡６芦 ５６ 北村 宏司平井 豊光氏 藤岡 健一 新ひだか 坂本牧場 ４９２＋ ２１：４６．７１	 ５２．７�
１１ ブラストダッシュ 牡７鹿 ５６ 西田雄一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４８４＋１０ 〃 ハナ １６９．８
８１１ オートドラゴン 牡８栗 ５６ 吉田 豊大戸 時子氏 沖 芳夫 新冠 八木農場 ５０６－１４１：４７．３３
 ９４．９�
７１０ ドリームゼニス 牡６栗 ５６ 石橋 脩セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ５０６－ ６１：４８．２５ ８０．９�

（１２頭）

売 得 金
単勝： ８０，４０６，９００円 複勝： １１３，０９５，５００円 枠連： ４９，２５０，８００円 馬連： ２８１，９４９，９００円 馬単： １５７，１２５，６００円

ワイド： ８６，７２０，１００円 ３連複： ３３６，９５８，５００円 ３連単： ７２６，２５３，３００円 ５重勝： ９１８，６２５，８００円 計： ２，７５０，３８６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ２３０円 � ２２０円 枠 連（７－８） １，０５０円

馬 連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，０２０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ５００円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ３，１３０円 ３ 連 単 ��� １２，７９０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����� ４０，８４０円

票 数

単勝票数 計 ８０４０６９ 的中 � ２２１３０６（１番人気）
複勝票数 計１１３０９５５ 的中 � ２４８２５１（１番人気）� １２００７２（５番人気）� １２１６４９（４番人気）
枠連票数 計 ４９２５０８ 的中 （７－８） ３４６２９（４番人気）
馬連票数 計２８１９４９９ 的中 �� １５２９０６（５番人気）
馬単票数 計１５７１２５６ 的中 �� ５７６２６（８番人気）
ワイド票数 計 ８６７２０１ 的中 �� ４０３３３（５番人気）�� ４４６２４（４番人気）�� ２２３３８（１１番人気）
３連複票数 計３３６９５８５ 的中 ��� ７９５４９（９番人気）
３連単票数 計７２６２５３３ 的中 ��� ４１９３８（３５番人気）
５重勝票数 計９１８６２５８ 的中 ����� １６６０１

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３５．８―４８．１―１：００．８―１：１２．７―１：２３．６―１：３４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートシルエット �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００９．１１．７ 京都１１着

２００７．３．１２生 牝５鹿 母 ミズストライクゾーン 母母 Bat Prospector １８戦６勝 賞金 １１６，４６４，０００円
［他本会外：１戦０勝］

２００７２ ７月２９日 晴 良 （２４新潟２）第６日 第１２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時３０分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

３６ 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± ０ ５４．９ ３．４�

７１５� クロンドローリエ 牝５青鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４３２± ０ ５５．０� １２．４�
５１０ ナムラビーム 牝３芦 ５２ 中谷 雄太奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 ４５０＋ ２ ５５．１� １１．１�
６１２� トルピドトウショウ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８＋１２ ５５．２� ４０．６�
７１３ カリスマテーラー 牝６栗 ５５ 岩田 康誠中西 浩一氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B４７２－ ４ 〃 ハナ １４．２�
１２ アポロアリーナ 牝３黒鹿５２ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 平野牧場 ４８２＋ ２ ５５．３� ２８．５	
２４ メリーチャン 牝４芦 ５５ 中舘 英二ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５８－ ２ ５５．４� １６．６

４８ セ ラ ヴ ィ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 ４２０＋ ２ ５５．６１ ３３．５�
３５ シーキングザスター 牝３鹿 ５２

４９ ▲西村 太一青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 中本 隆志 ４３４－ ４ ５５．７� ３５．０�
４７ イグナイトカフェ 牝６鹿 ５５ 二本柳 壮西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４９６＋ ４ 〃 ハナ ９１．４
８１６ パシオンルージュ 牝４鹿 ５５ 内田 博幸吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 ４７０＋ ２ 〃 アタマ ３．１�
１１ カルテブランシェ 牝５鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次大塚亮一� 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 ４６８＋１０ 〃 アタマ １０５．３�
７１４ 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 ４５６＋ ２ ５６．０１� ７８．３�
６１１� トゥインクルスノー 牝５鹿 ５５ 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４７０± ０ ５６．２１� １０１．１�
５９ ミ ス コ マ チ 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲原田 和真西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 八木 常郎 ４３６＋ ６ ５６．６２� １１５．８�
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 ５０４－ ４ ５６．８１� ６．５�
８１７� スイートサンテ 牝４青鹿５５ 武士沢友治シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 ４５４＋ ８ 〃 クビ ７７．９�
２３ � ハハノオモイノセテ 牝３鹿 ５２ 江田 照男西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ４０４＋ ２ ５６．９� １１８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６５，６２５，２００円 複勝： ９２，０８５，０００円 枠連： ５７，１３５，７００円

馬連： １７７，１２３，２００円 馬単： １０６，３４９，２００円 ワイド： ７３，８９５，９００円

３連複： ２５８，６９７，９００円 ３連単： ４９２，３０４，３００円 計： １，３２３，２１６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ３００円 � ３８０円 枠 連（３－７） ９４０円

馬 連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド �� ６６０円 �� ９７０円 �� ２，４９０円

３ 連 複 ��� ９，２７０円 ３ 連 単 ��� ４２，９７０円

票 数

単勝票数 計 ６５６２５２ 的中 � １５２６６６（２番人気）
複勝票数 計 ９２０８５０ 的中 � １９４０１３（２番人気）� ７４１２３（４番人気）� ５４７０６（５番人気）
枠連票数 計 ５７１３５７ 的中 （３－７） ４５２２３（４番人気）
馬連票数 計１７７１２３２ 的中 �� ６３６３５（６番人気）
馬単票数 計１０６３４９２ 的中 �� ２３２９６（９番人気）
ワイド票数 計 ７３８９５９ 的中 �� ２９１４９（４番人気）�� １８９４６（１０番人気）�� ６９９０（２６番人気）
３連複票数 計２５８６９７９ 的中 ��� ２０６１２（２４番人気）
３連単票数 計４９２３０４３ 的中 ��� ８４５６（１０７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．１―１０．５―１０．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．１―３２．６―４３．０

上り４F４２．９－３F３２．８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スターゲイジング �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１１．８．２０ 新潟７着

２００９．３．５生 牝３黒鹿 母 サ ン ゲ ツ 母母 ゲイメホーン １３戦２勝 賞金 ２０，３６２，０００円
※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。
（非当選馬） ５頭 クラウンハッピー号・ツクバオトメ号・デリケートアーチ号・トップモデル号・バージンロード号

５レース目



（２４新潟２）第６日 ７月２９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 １８６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

１９８，７６０，０００円
７，５９０，０００円
１，３７０，０００円
１７，７９０，０００円
６１，６５８，５００円
５，５１０，８００円
１，７８５，６００円

勝馬投票券売得金
３９８，３６７，２００円
６２９，４９０，４００円
２９５，３７１，５００円
１，１０１，６３６，６００円
６９２，２１９，０００円
４３２，９９２，１００円
１，４３２，７４７，７００円
２，７０３，５０８，４００円
９１８，６２５，８００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
５ 重 勝
計 ８，６０４，９５８，７００円

総入場人員 １１，７４３名 （有料入場人員 ９，７９３名）


