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２３０２５ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （ダート・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

１：１１．１
１：１０．２

不良

不良

８１４ ワイルドドラゴン 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４９２－ ８１：１３．０ １．９�

６１１ クレバーカイオウ 牡２鹿 ５４ 中舘 英二田� 正明氏 小西 一男 新冠 長浜牧場 ４４８± ０ 〃 クビ １０．１�
６１０ ショウナンアポロン 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 ４８６－ ２１：１３．１クビ ３７．２�
７１３ ト ド ロ ッ ク 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣山岸 桂市氏 奥平 雅士 新冠 川島牧場 ４６４－ ６１：１３．２� ４．２�
４６ オメガファイター 牡２鹿 ５４ 内田 博幸原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４７０± ０ 〃 クビ ５．４�
５９ グッドラックミー 牝２鹿 ５４ 北村 宏司大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：１３．３� ２５．６�
４７ クレバーパルマ 牝２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次田� 正明氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 ４１４－ ４１：１３．８３ ６８．４	
３４ トゥユアハート 牝２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人吉田喜代司氏 小野 次郎 日高 藤本ファーム ４２２－ ４１：１４．０１� １４１．４

７１２ バーチャルツアー 牡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 ４７０± ０１：１４．２１ ４５．３�
２３ イスカンダル 牡２鹿 ５４ 石橋 脩前田 葉子氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４７４＋ ４１：１４．４１� ３６．４
１１ ウインコサージュ 牝２芦 ５４ 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 ４５４± ０ 〃 アタマ ５４．８�
８１５ サイレンスバード 牡２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 ４６０－ ８１：１５．２５ ５４．３�
２２ ゴッドガーデン 牝２栗 ５４ 西田雄一郎柴原 榮氏 根本 康広 新冠 川上 悦夫 ４２０± ０ 〃 ハナ ２３５．５�
５８ グリーティングワン 牡２黒鹿５４ 柴田 大知井上 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 ４１６－ ２１：１６．０５ ３１８．６�
３５ ア マ ン ダ 牝２鹿 ５４ 江田 照男グリーンスウォード 高市 圭二 新ひだか 澤田 嘉隆 ４５２－１０１：１８．２大差 １１８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，９２６，８００円 複勝： ４０，８７６，７００円 枠連： １２，８６１，８００円

馬連： ４７，０６８，０００円 馬単： ３５，２１８，８００円 ワイド： ２２，７８５，９００円

３連複： ６７，６２０，５００円 ３連単： １０６，６０４，３００円 計： ３５２，９６２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � ５１０円 枠 連（６－８） ６１０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� １，１００円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ５，４８０円 ３ 連 単 ��� １３，７２０円

票 数

単勝票数 計 １９９２６８ 的中 � ８６７３５（１番人気）
複勝票数 計 ４０８７６７ 的中 � １４８６２５（１番人気）� ３８７５５（４番人気）� １３４４３（５番人気）
枠連票数 計 １２８６１８ 的中 （６－８） １５８０５（３番人気）
馬連票数 計 ４７０６８０ 的中 �� ３５６３３（４番人気）
馬単票数 計 ３５２１８８ 的中 �� １８２３５（５番人気）
ワイド票数 計 ２２７８５９ 的中 �� １３４５６（４番人気）�� ４９８４（７番人気）�� ３０６８（２０番人気）
３連複票数 計 ６７６２０５ 的中 ��� ９１２２（１８番人気）
３連単票数 計１０６６０４３ 的中 ��� ５７３８（３７番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．９―１２．８―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３５．１―４７．９―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワイルドドラゴン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Wild Again デビュー ２０１２．７．２９ 新潟３着

２０１０．１．２８生 牡２鹿 母 マイワイルドローズ 母母 Rose of Mull ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アマンダ号は，平成２４年９月１８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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アルコガポ号・アルマベルヴァ号・コンプリートゲーム号・ラレンヌ号

２３０２６ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３５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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

３５ リアルファッション 牝３芦 ５４ 柴田 善臣有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ６１：５６．７ １１．８�

６１１ コ ス モ リ オ 牝３青鹿５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋１２１：５７．１２� ５６．６�
２２ コトブキハレスガタ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥尾上 松壽氏 松山 将樹 新ひだか 下屋敷牧場 ４６８＋ ２１：５７．２� ２６．７�
６１０ ジャストザハピネス 牝３黒鹿５４ 石橋 脩ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B４３８＋ ６ 〃 ハナ １５．４�
８１５ アデステフィデレス 牝３栗 ５４ 蛯名 正義吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４７２－１０ 〃 アタマ ３５．０�
４６ スカーレットリング 牝３黒鹿５４ 内田 博幸吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５０２＋ ８１：５７．５２ １．７�
２３ コズミックガール 牝３鹿 ５４ 江田 照男グリーンスウォード 嶋田 潤 新冠 長浜 秀昭 ４１８－ ２１：５７．６クビ １３．３	
７１３ 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 ４７６＋１６１：５７．８１� ３４６．４

７１２ キャリアハイ 牝３青鹿５４ 吉田 豊島田 久氏 小西 一男 日高 今井牧場 ４５８＋２４１：５８．２２� １９７．７�
５９ ミラクルセイリング 牝３栗 ５４ 中舘 英二有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５４４＋１４ 〃 クビ 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 ４７４－ ６１：５８．３� １０２．８
３４ ア オ イ 牝３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 田中 春美 ５０２ ―１：５８．６１� １１８．１�
１１ ゴ ウ イ モ ン 牝３鹿 ５４ 田中 博康井門 敏雄氏 南田美知雄 日高 坂 牧場 ４２４＋ １１：５９．０２� ３９０．８�
４７ フェルドスパー 牝３鹿 ５４ 田中 勝春有限会社シルク高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０ ―２：００．４９ ８４．６�
８１４ シ ャ ド ウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次芹澤 精一氏 相沢 郁 新ひだか 田中 裕之 ４５６＋１０ （競走中止） ９．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，４０４，７００円 複勝： ３２，４１２，０００円 枠連： １１，８９７，５００円

馬連： ３７，２１８，９００円 馬単： ３０，２１６，５００円 ワイド： １８，３７４，５００円

３連複： ５２，７９４，８００円 ３連単： ８８，９２５，４００円 計： ２８９，２４４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１８０円 複 勝 � ３３０円 � １，１３０円 � ６６０円 枠 連（３－６） ４，８９０円

馬 連 �� ２３，２６０円 馬 単 �� ４５，４２０円

ワ イ ド �� ４，５２０円 �� １，４４０円 �� ８，０３０円

３ 連 複 ��� ８３，９８０円 ３ 連 単 ��� ４２０，６９０円

票 数

単勝票数 計 １７４０４７ 的中 � １１６７３（４番人気）
複勝票数 計 ３２４１２０ 的中 � ２９０１６（３番人気）� ６９６６（９番人気）� １２６６８（７番人気）
枠連票数 計 １１８９７５ 的中 （３－６） １７９７（１５番人気）
馬連票数 計 ３７２１８９ 的中 �� １１８１（４１番人気）
馬単票数 計 ３０２１６５ 的中 �� ４９１（７４番人気）
ワイド票数 計 １８３７４５ 的中 �� ９９１（３６番人気）�� ３２３４（１７番人気）�� ５５４（４８番人気）
３連複票数 計 ５２７９４８ 的中 ��� ４６４（１２５番人気）
３連単票数 計 ８８９２５４ 的中 ��� １５６（６２６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．１―１２．９―１３．９―１４．０―１２．７―１３．６―１２．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．７―３６．６―５０．５―１：０４．５―１：１７．２―１：３０．８―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３９．５
１
３
１４－９，６，１２，３（１，１１）１３－（５，１０）２－１５，４（８，７）
１４，９（６，３，１２，１１）（１，５，１０）（１３，２）１５－８－４－７

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

勝馬の
紹 介

リアルファッション �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１１．９．１１ 中山１２着

２００９．３．４生 牝３芦 母 グラスファッション 母母 サ ウ ン ド ６戦１勝 賞金 ５，０６０，０００円
〔競走中止〕 シャドウ号は，最後の直線コースで内側に逃避して内柵に触れ，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 シャドウ号の騎手嶋田純次は，最後の直線コースでの御法（内側に逃避された）について過怠金３０，０００円。
〔その他〕 シャドウ号は，最後の直線コースで内側に逃避したことについて平地調教注意。
※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 シェーンレーヴェ号

第３回 新潟競馬 第３日



２３０２７ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時０５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

４８ ウェルテクス 牡３黒鹿５６ 中谷 雄太岡田 牧雄氏 柴田 政人 新冠 柏木 一則 ４６８－ ２２：０１．９ ２８．６�

８１６ テナシティー �３黒鹿５６ 中舘 英二 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４６０± ０２：０２．１１� ２．９�
２３ ラ ス リ ー ズ 牝３栃栗５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４４０± ０２：０２．５２� ３．４�
３５ ショウナンラピス 牡３青鹿５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム B４５８＋ ２２：０２．８２ ６４．０�
８１８ 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 ４１２＋ ２ 〃 ハナ ６．６�
４７ ローレルレーロ 牡３栗 ５６ 木幡 初広 �ローレルレーシング 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４６２＋ ２ 〃 クビ ５０．３	
５１０ ダイワプライム 牡３栗 ５６ 内田 博幸大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム B４９６－ ４２：０２．９クビ ４．５

１２ ヒカルハナブタイ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春�橋 京子氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４３８＋１４ 〃 クビ ５８．７�
６１２ レッドエナジー 牝３青鹿５４ 江田 照男�コオロ 木村 哲也 新冠 ムラカミファーム ４４０± ０２：０３．０� ７３．０�
２４ ベニノアロー 牡３鹿 ５６ 岩部 純二�紅谷 新開 幸一 新冠 安達 洋生 B４５２－ ８ 〃 クビ ２２８．０
８１７ タニノハービービー 牡３鹿 ５６ 田中 博康谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 ４６４＋ ２２：０３．２１� １７．０�
３６ ロワヴェールカフェ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 ４７４＋ ６２：０３．４� ２６．５�
１１ ドクターハンチ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 柴田 政人 日高 庄野牧場 ４３２－ ４２：０３．６１� ３４１．９�
７１４ エムエムベレッタ 牡３栗 ５６

５３ ▲杉原 誠人加藤 雅一氏 古賀 史生 新冠 グリー牧場 ４４６＋１２ 〃 クビ ３０４．８�
５９ コンタクトアゲン 牡３鹿 ５６

５３ ▲原田 和真浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 落合 一巳 ４１８－ ４ 〃 アタマ ３４１．９�
７１３ キョウエイペガサス 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４３６－ ２２：０３．７クビ ６２１．９�
６１１ カワキタテンザン 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次川島 吉男氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 ４８８＋ ４２：０３．８� ３４３．６�
７１５ ビ ジ ャ リ カ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２４－１０２：０４．１２ ３０．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，４４０，３００円 複勝： ２８，８６９，３００円 枠連： １７，７００，９００円

馬連： ４１，６２６，０００円 馬単： ３０，４５１，４００円 ワイド： １９，８７３，２００円

３連複： ５６，３０２，８００円 ３連単： ９２，０７４，４００円 計： ３０４，３３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８６０円 複 勝 � ４６０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（４－８） １，１４０円

馬 連 �� ３，４３０円 馬 単 �� ８，６２０円

ワ イ ド �� １，１９０円 �� １，１５０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� ３，６５０円 ３ 連 単 ��� ３８，５５０円

票 数

単勝票数 計 １７４４０３ 的中 � ４８１３（７番人気）
複勝票数 計 ２８８６９３ 的中 � １１２３０（６番人気）� ７２２９６（１番人気）� ５２４８５（２番人気）
枠連票数 計 １７７００９ 的中 （４－８） １１５１８（５番人気）
馬連票数 計 ４１６２６０ 的中 �� ８９７１（１０番人気）
馬単票数 計 ３０４５１４ 的中 �� ２６０９（２８番人気）
ワイド票数 計 １９８７３２ 的中 �� ３６８３（１３番人気）�� ３８０５（１２番人気）�� ２５４２８（１番人気）
３連複票数 計 ５６３０２８ 的中 ��� １１３９４（８番人気）
３連単票数 計 ９２０７４４ 的中 ��� １７６３（１１０番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．９―１３．７―１２．９―１３．１―１２．４―１１．８―１１．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．３―３５．２―４８．９―１：０１．８―１：１４．９―１：２７．３―１：３９．１―１：５０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．０―３F３４．６
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ウェルテクス �
�
父 ソングオブウインド �

�
母父 タイキブリザード デビュー ２０１１．１１．２６ 東京３着

２００９．５．６生 牡３黒鹿 母 ミスパーフェクト 母母 アーチェリー ９戦１勝 賞金 ６，８６０，０００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） １頭 ケージーカグヤヒメ号
（非抽選馬） ４頭 アラマサスカイ号・サンマルダーム号・ロジテール号・ワンマンライブ号

２３０２８ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第４競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１１時３５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

７１５ 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 ４６６＋１０ ５５．２ ２．１�

６１２ イッセキニチョウ 牡３鹿 ５６ 岩部 純二山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 ４６２± ０ ５５．４１� ６５．５�
８１８ ステージマキシマム 牝３栗 ５４ 江田 照男保谷フミ子氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４５２± ０ ５５．７１� １７．３�
１２ ゼンノオウショウ 牡３黒鹿５６ 松岡 正海大迫久美子氏 武市 康男 新ひだか 米田 和子 B４２８－１０ 〃 クビ ２８．２�
８１６ 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 ５５．８クビ １０．８�
７１４ ギフテッドスマイル 牡３青鹿５６ 西田雄一郎瀧本 和義氏 田中 剛 青森 マルシチ牧場 ４５４－ ６ 〃 クビ １０．２�
３５ ブルーリバティー 牡３栗 ５６ 武士沢友治 �ブルーマネジメント松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４４８± ０ 〃 ハナ ２０７．２	
８１７ プボワールベール 牡３栗 ５６ 村田 一誠松尾 正氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 B４９０＋ ２ ５５．９クビ ７．１

４８ ソミュールロゼ 牝３栗 ５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４３０± ０ 〃 ハナ ３０．９�
３６ 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 ５１２－ ６ ５６．０� ２７．７
５９ メモリアビアンカ 牝３芦 ５４

５１ ▲山崎 亮誠有限会社シルク奥平 雅士 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４１２－ ４ 〃 クビ ９．３�

５１０ コンプトンジュエル 牡３芦 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 むかわ 上水牧場 ４４８＋１２ ５６．４２� １３．１�
６１１ レッドマリー 牝３栗 ５４

５１ ▲長岡 禎仁元岡 治貴氏 小島 茂之 新ひだか 上村 清志 B４４４－１６ ５６．５クビ ２０．１�
７１３ アルドグリーン 	３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河トラストスリーファーム ４３０－ ６ 〃 ハナ ２２９．８�
４７ エ マ イ ユ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B４６８－ ８ 〃 クビ １３７．１�
２４ ターフアリオン 牡３鹿 ５６ 吉田 豊中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４４０＋１４ 〃 アタマ １９３．６�
２３ マヤノフォルゴーレ 牡３芦 ５６ 中舘 英二田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４７２－ ４ ５７．１３� ７６．５�
１１ アサヒステファニー 牝３青鹿５４ 嘉藤 貴行岩崎 銀一氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４２８± ０ ５７．４１� ２７１．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，６６４，７００円 複勝： ３１，９３２，４００円 枠連： １９，８４４，４００円

馬連： ４９，８１０，８００円 馬単： ３４，９７７，８００円 ワイド： ２２，７９７，１００円

３連複： ６８，３００，７００円 ３連単： １１５，１９７，１００円 計： ３６４，５２５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � １，０５０円 � ４１０円 枠 連（６－７） １，７７０円

馬 連 �� ８，０００円 馬 単 �� １１，３８０円

ワ イ ド �� ２，６００円 �� ７１０円 �� ９，９２０円

３ 連 複 ��� ３０，０３０円 ３ 連 単 ��� １５３，１９０円

票 数

単勝票数 計 ２１６６４７ 的中 � ８２９３０（１番人気）
複勝票数 計 ３１９３２４ 的中 � １０９４７４（１番人気）� ５３３１（１２番人気）� １５５９７（６番人気）
枠連票数 計 １９８４４４ 的中 （６－７） ８３１８（６番人気）
馬連票数 計 ４９８１０８ 的中 �� ４５９７（２４番人気）
馬単票数 計 ３４９７７８ 的中 �� ２２７０（３７番人気）
ワイド票数 計 ２２７９７１ 的中 �� ２１１３（３１番人気）�� ８４８４（５番人気）�� ５４２（７１番人気）
３連複票数 計 ６８３００７ 的中 ��� １６７９（８３番人気）
３連単票数 計１１５１９７１ 的中 ��� ５５５（４０６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１０．５―１０．４―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．３―３２．８―４３．２

上り４F４３．１－３F３２．９
勝馬の
紹 介

タケデンザビエル �
�
父 トワイニング �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１１．６．２５ 中山１０着

２００９．５．３生 牝３栗 母 タケデンプレイズ 母母 カ ー ナ Ⅱ １５戦１勝 賞金 １４，２４０，０００円
※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。
（非抽選馬） ３頭 アマラント号・ヤマタケデヒア号・レディインラヴ号



２３０２９ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時２５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

１：４６．６
１：４６．６

良

良

６１１ サトノノブレス 牡２黒鹿５４ 内田 博幸里見 治氏 池江 泰寿 洞爺湖 メジロ牧場 ４９４ ―１：４９．９ １．２�

２２ テンシンランマン 牝２鹿 ５４ 田中 勝春 �キャロットファーム 伊藤 伸一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９０ ―１：５０．０� １８．３�
５８ インプロヴァイズ 牡２青 ５４ 石橋 脩有限会社シルク堀 宣行 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８ ―１：５０．３１� １０．０�
６１０ アドマイヤイチバン 牝２青鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 ４６２ ―１：５０．６１� ２４．３�
４６ マイネルストラーノ 牡２青鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４５２ ―１：５０．７� １５．０�
４７ トミケンミューク 牡２芦 ５４ 村田 一誠冨樫 賢二氏 領家 政蔵 むかわ 市川牧場 ４７２ ―１：５１．０２ ５５．０	
５９ アルファメール 牡２栗 ５４ 蛯名 正義 H.H．シェイク・ハムダン 小島 太 新ひだか カントリー牧場 ４８２ ―１：５１．２１� ３６．１

２３ マイネルクレイズ 牡２黒鹿５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ハシモトフアーム ４５８ ― 〃 ハナ １４８．２�
８１４ ベルエアファルコン 牡２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人榮 義則氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：５１．７３ ４９．７�
１１ ショウナンラリッサ 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥�湘南 上原 博之 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４ ―１：５１．８クビ ６２．４
７１３ キョウエイカミング 牝２黒鹿５４ 木幡 初広田中 晴夫氏 武藤 善則 浦河 福岡 光夫 ４４０ ―１：５１．９� ２８４．４�
７１２ オ フ ィ シ エ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４４６ ―１：５２．０� １９３．０�
３４ トーセンウィンドウ 牝２栗 ５４ 江田 照男島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４８ ―１：５２．１� １３４．５�
８１５ ダイヤパッション 牝２栗 ５４ 柴田 善臣大野 數芳氏 金成 貴史 平取 北島牧場 ４４８ ―１：５２．９５ ２１１．２�
３５ ミヤビワンド 牡２鹿 ５４ 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 大成牧場 ５１０ ―１：５３．６４ １６４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，５５９，１００円 複勝： ７５，０２２，２００円 枠連： １４，６２４，３００円

馬連： ４２，５４３，０００円 馬単： ４３，５７７，６００円 ワイド： ２２，８２５，１００円

３連複： ５７，０６５，３００円 ３連単： １２９，４１９，０００円 計： ４２２，６３５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � ２３０円 � １７０円 枠 連（２－６） ７１０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド �� ３３０円 �� １９０円 �� ７３０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ３，８９０円

票 数

単勝票数 計 ３７５５９１ 的中 � ２６３２４９（１番人気）
複勝票数 計 ７５０２２２ 的中 � ５６４７３１（１番人気）� ２７４５５（４番人気）� ４３３２１（２番人気）
枠連票数 計 １４６２４３ 的中 （２－６） １５３６９（３番人気）
馬連票数 計 ４２５４３０ 的中 �� ４１０３３（３番人気）
馬単票数 計 ４３５７７６ 的中 �� ３５７８９（４番人気）
ワイド票数 計 ２２８２５１ 的中 �� １６３６９（４番人気）�� ３７０００（１番人気）�� ６３３９（９番人気）
３連複票数 計 ５７０６５３ 的中 ��� ３２０６６（３番人気）
３連単票数 計１２９４１９０ 的中 ��� ２４５９２（７番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．５―１２．０―１３．２―１３．８―１３．２―１１．５―１０．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．３―３６．３―４９．５―１：０３．３―１：１６．５―１：２８．０―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３３．４
３ ７，１１（２，１４，１５）１０（１，９，８）（３，１３）（４，１２）（６，５） ４ ７（１１，１４）（２，１０，１５）（１，９，８）４（３，１３）（６，１２，５）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノノブレス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン 初出走

２０１０．３．１８生 牡２黒鹿 母 クライウィズジョイ 母母 クライングフォーモア １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 ミヤビワンド号は，発進不良〔出遅れ〕。

２３０３０ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時５５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

７１３ スズヨストラ 牡２栗 ５４ 柴田 大知鈴木与四郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 岡田スタツド ４６０ ―１：１４．６ ４．３�

７１２� アースゼウス 牡２栗 ５４ 内田 博幸 �グリーンファーム 和田 正道 米
Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

５００ ―１：１４．８１� ３．１�
４７ クレバーリキヤー 牡２鹿 ５４ 中舘 英二田� 正明氏 小西 一男 浦河 中神牧場 ４６２ ―１：１５．１２ ８．６�
５８ ハニーバニー 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新ひだか グランド牧場 B４８２ ―１：１５．３１� ３．６�
２２ ラプタークルーズ 牡２栗 ５４ 蛯名 正義佐藤 恭永氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４７６ ―１：１５．９３� ８．４�
６１１ ブルーフェイズ 牝２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 IHR 武藤 善則 新冠 三村 卓也 ４７２ ―１：１６．４３ １６．０	
６１０ ダイキチサブロウ 牡２栗 ５４ 西田雄一郎西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４６８ ― 〃 クビ ６３．１

３５ パトロクロス 牡２栗 ５４ 武士沢友治村野 康司氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド ４５８ ―１：１６．５� １６７．０�
８１５ ポ ロ ロ ッ カ 牝２青鹿５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ラツキー牧場 ４４２ ―１：１６．８２ ２７．７
１１ ハイランドコンドル 牝２黒鹿５４ 二本柳 壮小林 久義氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 ４１６ ―１：１７．１１	 １５２．４�
８１４ サンマルアクトレス 牝２栗 ５４ 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新ひだか 武 牧場 ４４２ ―１：１７．２	 ９１．５�
３４ ク ー ル ゾ ロ 牡２栗 ５４ 江田 照男川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 ４８４ ―１：１７．８３� ４４．７�
５９ メローアップル 牝２鹿 ５４ 吉田 豊�下河辺牧場 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４２６ ―１：１８．２２� １４４．７�
４６ セイカカラーシティ 牡２栗 ５４ 村田 一誠久米 誠氏 土田 稔 新冠 シンユウフアーム ４０８ ― 〃 ハナ １５３．１�
２３ ブライハイド 牡２黒鹿５４ 大野 拓弥伊達 敏明氏 上原 博之 日高 サンシャイン

牧場 ４６２ ―１：１８．５２ ７７．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，７０９，７００円 複勝： ２６，３７５，９００円 枠連： １４，６７６，４００円

馬連： ４１，１０３，４００円 馬単： ２８，４６９，７００円 ワイド： １８，４５７，６００円

３連複： ４９，５１３，７００円 ３連単： ８１，５２６，７００円 計： ２７８，８３３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １７０円 � １４０円 � ２６０円 枠 連（７－７） ８９０円

馬 連 �� ８９０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド �� ３４０円 �� ６５０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� ２，２７０円 ３ 連 単 ��� ９，２７０円

票 数

単勝票数 計 １８７０９７ 的中 � ３４９４４（３番人気）
複勝票数 計 ２６３７５９ 的中 � ４３８３５（３番人気）� ６２３３１（１番人気）� ２１１６６（５番人気）
枠連票数 計 １４６７６４ 的中 （７－７） １２２３３（４番人気）
馬連票数 計 ４１１０３４ 的中 �� ３４４０８（２番人気）
馬単票数 計 ２８４６９７ 的中 �� １３１７４（３番人気）
ワイド票数 計 １８４５７６ 的中 �� １４４２４（２番人気）�� ６６６９（８番人気）�� ７４３５（６番人気）
３連複票数 計 ４９５１３７ 的中 ��� １６１５７（５番人気）
３連単票数 計 ８１５２６７ 的中 ��� ６４９２（１６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．１―１３．０―１２．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．７―３５．８―４８．８―１：０１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズヨストラ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 Kendor 初出走

２０１０．２．２０生 牡２栗 母 ラソーミュロワーズ 母母 Mercalle 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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アルデグロリア号・サンライズバロン号・ナルミチャン号・ピースロード号



２３０３１ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時２５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 ショウナンバッカス 牡３栗 ５６ 内田 博幸国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５００－１２１：５５．８ ３．６�

６１１ ストロングシャリオ �３栗 ５６
５３ ▲杉原 誠人村木 篤氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B４７４± ０１：５５．９� ８１．０�

３４ ソードブレイカー 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠伊藤 英明氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム B５０２± ０１：５６．０� ２．８�
８１４ スプレッドイーグル 牡３鹿 ５６ 北村 宏司石橋 松蔵氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 B４８６－１６１：５６．６３� ４３．２�
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 ４６８－ ２１：５６．９２ １５．９�
２２ サトノフロンティア 牡３栗 ５６ 蛯名 正義里見 治氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４８８＋ ６１：５７．０クビ ２．８�
５９ キ ン ラ ン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣熊谷 貴之氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０－ ８１：５７．４２� １９．７	
７１３ サウンズファン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 日高 三輪牧場 ４６０－ ２１：５７．５クビ １４６．８

５８ エンギロティタ 牡３青鹿５６ 松岡 正海藤田 孟司氏 小島 茂之 日高 モリナガファーム ４７４＋ ２１：５７．８１� ２１．４�
４７ コスモフルハート 牡３鹿 ５６ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 浦河 山下 恭茂 ４９０－ ２１：５８．０１� １２２．２�
７１２ キャラメリゼ 牝３栗 ５４

５１ ▲高嶋 活士有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４４６＋ ４ 〃 クビ ２３９．４
３５ ラインシルビア 牝３黒鹿５４ 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム B４４８± ０ 〃 アタマ ５５．９�
２３ ディアハンター 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥永田 和彦氏 高橋 文雅 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４２８± ０１：５８．１� １２８．９�
１１ 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 B４４６－ ８１：５８．２クビ ６３．７�
６１０ ヤマニンロゴス 牡３鹿 ５６ 江田 照男土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５００－ ６１：５８．７３ １０８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，７４８，０００円 複勝： ２８，１７２，８００円 枠連： １３，８９４，４００円

馬連： ４８，８３０，８００円 馬単： ３２，６８６，８００円 ワイド： ２１，５１９，７００円

３連複： ５８，９９９，７００円 ３連単： １０７，９１３，６００円 計： ３３２，７６５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １，０３０円 � １４０円 枠 連（６－８） ５，３９０円

馬 連 �� １０，０１０円 馬 単 �� １５，６１０円

ワ イ ド �� ２，２８０円 �� ２３０円 �� ２，２１０円

３ 連 複 ��� ６，５７０円 ３ 連 単 ��� ４４，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２０７４８０ 的中 � ４６１８９（３番人気）
複勝票数 計 ２８１７２８ 的中 � ５４９３０（３番人気）� ４３８０（１１番人気）� ７２６９１（１番人気）
枠連票数 計 １３８９４４ 的中 （６－８） １９０５（１５番人気）
馬連票数 計 ４８８３０８ 的中 �� ３６０２（２５番人気）
馬単票数 計 ３２６８６８ 的中 �� １５４６（３８番人気）
ワイド票数 計 ２１５１９７ 的中 �� ２０３６（２５番人気）�� ２９２８０（２番人気）�� ２０９９（２４番人気）
３連複票数 計 ５８９９９７ 的中 ��� ６６３４（１７番人気）
３連単票数 計１０７９１３６ 的中 ��� １７８５（１２０番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１３．３―１３．９―１２．４―１２．５―１３．１―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３７．９―５１．８―１：０４．２―１：１６．７―１：２９．８―１：４２．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンバッカス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．２．２５ 阪神１０着

２００９．３．２３生 牡３栗 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ ７戦１勝 賞金 ７，８４０，０００円

２３０３２ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第８競走 ��３，２５０�第１４回新潟ジャンプステークス（Ｊ・ＧⅢ）
発走１４時００分 （芝・外内）

３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�
減，J・GⅠ競走１着馬３�増，J・GⅡ競走１着馬２�増，障害重賞競走未勝利馬（収得賞
金４００万円以下の馬を除く）１�減，収得賞金４００万円以下の馬２�減

賞 品
本 賞 ２８，０００，０００円 １１，０００，０００円 ７，０００，０００円 ４，２００，０００円 ２，８００，０００円
付 加 賞 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円 � コースレコード３：２８．７良

４６ シゲルジュウヤク 牡４栗 ５９ 中村 将之森中 蕃氏 西橋 豊治 新冠 大栄牧場 ４８０± ０３：２９．１ １０．５�

１１ グランドチャペル 牡５黒鹿５９ 北沢 伸也 �サンデーレーシング 千田 輝彦 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７６－ ４３：２９．３１� ５．８�

６１０ カネスラファール 牡８黒鹿５９ 横山 義行杉澤 光雄氏 小野 次郎 門別 坂 牧場 ４９８－ ６３：３０．３６ ２３．８�
３３ デンコウオクトパス 牡５鹿 ６０ 西谷 誠田中 康弘氏 坂口 正則 新ひだか 見上牧場 ４５２＋ ２３：３０．８３ １．３�
５７ トーセンオーパス �６鹿 ５９ 金子 光希島川 �哉氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４３：３１．１２ ２７．５�
８１４� ニホンピロキリバス �７栃栗５８ 黒岩 悠小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４４２－ ２ 〃 ハナ ３８．８	
７１１ リザーブカード 牡９鹿 ５８ 山本 康志 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ５００± ０３：３２．４８ ２６．７

２２ � ボンジュールヒカリ 牡５栗 ５８ 五十嵐雄祐田中善次郎氏 天間 昭一 むかわ 上水牧場 ４９８－ ４３：３４．０１０ ６６．５�
６９ オウエイロブロイ 牡４芦 ５８ 大江原 圭大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム ４７０± ０ 〃 ハナ １０５．５�
７１２� スマートカンパニー �６鹿 ５８ 平沢 健治岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか ダイイチ牧場 ４６４± ０３：３４．４２� １６８．５
３４ シルクダイナスティ 牡７栗 ５８ 草野 太郎有限会社シルク星野 忍 新冠 �渡 信義 ４７６－ ６３：３４．６１� ４２．１�
４５ ボストンプラチナ 牡５青鹿５８ 蓑島 靖典ボストンホース� 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４４２＋１２３：３６．１９ ２９３．６�
５８ ゴーゴーシュンスケ 牡５栗 ５８ 浜野谷憲尚藤沼 利夫氏 松山 将樹 新ひだか 金 宏二 ４７６＋ ２３：３６．９５ １０７．７�
８１３ テイエムライジン 牡４栗 ５８ 難波 剛健竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 競優牧場 ４４２＋ ４ （競走中止） ４９．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３０，８８２，６００円 複勝： ５３，４５５，１００円 枠連： ２０，２２４，６００円

馬連： ６３，３９１，９００円 馬単： ５２，７９６，１００円 ワイド： ３０，３１２，８００円

３連複： ９１，８８５，６００円 ３連単： ２００，１５１，１００円 計： ５４３，０９９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ３１０円 � ２２０円 � ５００円 枠 連（１－４） ２，０９０円

馬 連 �� １，８５０円 馬 単 �� ４，８００円

ワ イ ド �� ５２０円 �� １，１９０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ６，０６０円 ３ 連 単 ��� ３７，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３０８８２６ 的中 � ２３３１３（３番人気）
複勝票数 計 ５３４５５１ 的中 � ４５７２２（３番人気）� ７４５９０（２番人気）� ２５００９（４番人気）
枠連票数 計 ２０２２４６ 的中 （１－４） ７１５４（７番人気）
馬連票数 計 ６３３９１９ 的中 �� ２５３２４（７番人気）
馬単票数 計 ５２７９６１ 的中 �� ８１３１（１４番人気）
ワイド票数 計 ３０３１２８ 的中 �� １５１７７（４番人気）�� ６０５５（１１番人気）�� ７４７３（１０番人気）
３連複票数 計 ９１８８５６ 的中 ��� １１１９１（１９番人気）
３連単票数 計２００１５１１ 的中 ��� ３９７３（１０１番人気）

上り １マイル １：４６．３ ４F ５２．７－３F ３９．３
コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルジュウヤク �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Miswaki デビュー ２０１０．７．１１ 阪神１０着

２００８．１．１３生 牡４栗 母 ニシノコマチ 母母 サ レ ラ 障害：１１戦３勝 賞金 ６９，１３１，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走中止〕 テイエムライジン号は，５号障害〔ハードル〕着地時につまずき，転倒したため競走中止。
※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 ハクサン号



２３０３３ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第９競走 ��
��１，８００�

かしわざき

柏 崎 特 別
発走１４時３５分 （ダート・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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

５９ ドラゴンヴォイス 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠窪田 芳郎氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４４８± ０１：５３．１ １．４�

３５ フ ォ ー ミ ー 牝４鹿 ５５ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４８８＋１４１：５４．１６ １８６．１�
８１４ パ ン ジ ャ 牡４青鹿５７ 石橋 脩深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５２２＋２０１：５４．３１� １８．４�
３４ レ イ ヴ 牡３栗 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ５０６－ ８１：５４．７２� １５．９�
２３ シルクパルサー 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ２１：５５．１２� ３３．２�
５８ キングスバーン 牡３鹿 ５４ 北村 宏司林 正道氏 的場 均 浦河 酒井牧場 ５１０－ ２ 〃 ハナ ５９．２�
８１５ ゴールドロジャー 牡４黒鹿５７ 吉田 豊	ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４９４－ ２１：５５．２� ７．９

４６ ローマンエンブレム 牡３栗 ５４ 田中 勝春	ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 ５１６＋１２１：５５．５１	 １４．０�
２２ 
 マリーズタイム 牝４鹿 ５５ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 土田農場 ４３６＋ ８１：５６．１３� ５８２．２�
６１０ ヴァルディヴィア 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 	社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－２０１：５６．５２� ３１．５
６１１ オ ソ レ イ ユ 牡３鹿 ５４ 中舘 英二松岡 隆雄氏 河内 洋 新冠 高瀬牧場 ５００＋ ４１：５６．７１ ２８．０�
１１ シンワハーツクライ 牡４青 ５７ 梶 晃啓若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４４８＋ ８１：５７．０１	 ３６８．１�
４７ ベルモントメジャー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海 	ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント

ファーム ５３２－ ４ 〃 クビ ３５．８�
７１２ パーフェクトダイヤ 牡３青鹿５４ 村田 一誠青山 洋一氏 田村 康仁 新冠 新冠橋本牧場 ４８０＋ ２１：５７．２１� ３１９．８�
７１３ ネ グ レ ス コ 牡４黒鹿５７ 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 新冠 アサヒ牧場 B４６６＋ ２１：５７．９４ １３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，９７５，５００円 複勝： ８２，７１２，１００円 枠連： ２４，８７９，５００円

馬連： ９６，３９７，３００円 馬単： ７１，３９２，０００円 ワイド： ３８，５５９，３００円

３連複： １１２，９８２，８００円 ３連単： ２４６，１７５，７００円 計： ７１１，０７４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � １，５９０円 � ４００円 枠 連（３－５） １，０８０円

馬 連 �� ９，９１０円 馬 単 �� １０，１４０円

ワ イ ド �� ２，３７０円 �� ７１０円 �� １１，８２０円

３ 連 複 ��� ２６，２８０円 ３ 連 単 ��� ７４，７１０円

票 数

単勝票数 計 ３７９７５５ 的中 � ２１６８０７（１番人気）
複勝票数 計 ８２７１２１ 的中 � ４６９０４７（１番人気）� ６１５５（１２番人気）� ２９０２０（６番人気）
枠連票数 計 ２４８７９５ 的中 （３－５） １７０８５（５番人気）
馬連票数 計 ９６３９７３ 的中 �� ７１８２（２２番人気）
馬単票数 計 ７１３９２０ 的中 �� ５２０１（２５番人気）
ワイド票数 計 ３８５５９３ 的中 �� ３９３２（２３番人気）�� １４２４８（７番人気）�� ７６８（６３番人気）
３連複票数 計１１２９８２８ 的中 ��� ３１７３（６１番人気）
３連単票数 計２４６１７５７ 的中 ��� ２４３２（２０６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．９―１２．６―１２．８―１３．５―１３．５―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．２―３５．１―４７．７―１：００．５―１：１４．０―１：２７．５―１：３９．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．１
１
３
１３＝６，８（１，３）１５－（２，４，９，１１）１０，５，１４，７－１２・（１３，９）（６，８）（３，１５，１０）（１，２）－（４，１４）５＝（７，１１）１２

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンヴォイス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Fappiano デビュー ２０１０．１０．３１ 東京１０着

２００８．５．２４生 牡４鹿 母 ベ ル ピ ア ノ 母母 Bel Sheba １３戦３勝 賞金 ３４，１２９，０００円
※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） ２頭 カントリースノー号・バンダムクラウス号
（非抽選馬） １頭 アポロマーベリック号

２３０３４ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第１０競走 ��
��１，６００�

つ き お か お ん せ ん

月 岡 温 泉 特 別
発走１５時１０分 （芝・左・外）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．８．２０以降２４．８．１２まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

月岡温泉観光協会賞（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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．３

良

良

８１５ カネトシディオス 牡５黒鹿５７．５ 岩田 康誠兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 ４４４－ ２１：３１．９ ３．４�

２４ � ディープフィールド 牡４黒鹿５４ 内田 博幸近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４８４± ０１：３２．２２ ６．３�
７１４ コスモソーンパーク 牡４青鹿５７ 松岡 正海 �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 ４６８－ ６１：３２．３クビ ８．８�
５１０ クリーンエコロジー 牡４芦 ５６ 蛯名 正義石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ５０８＋１６１：３２．６２ ４．９�
１２ レ ト 牡５鹿 ５６ 木幡 初広伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 ４６０± ０１：３２．７クビ ７２．９�
１１ 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 ４６８－１４ 〃 クビ ５．４	
７１３ オメガブレイン 牡４鹿 ５５ 石橋 脩原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ４５０－ ６１：３２．８クビ １５．７

４８ イ デ ア 牡４鹿 ５４ 中舘 英二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４７４－１０１：３２．９� １２．７�
６１２ ドリームクラフト 牡６栗 ５５ 柴田 善臣セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５４－１０１：３３．０� ８２．３
２３ コスモルーシー 牝３黒鹿５０ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 ４５４＋１８１：３３．１� １３８．５�
３６ クロフォード 牝５青 ５２ 国分 優作 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム ４６０－ ４１：３３．５２� １１７．８�
３５ ハンターワディ 牡５鹿 ５４ 吉田 豊 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４８０＋１０１：３３．６クビ ５８．５�
５９ アースガルド 牡５鹿 ５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 ４８０－ ８１：３３．８１	 １７．３�
８１７ マイネルアダマス 牡３鹿 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム B４０４＋ ２１：３４．０１� ３１．１�
４７ ゴールドスマイル 牡４鹿 ５４ 大野 拓弥居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム ４７４＋ ２１：３４．３２ ２１５．０�
８１６ ユメノトキメキ 牝５鹿 ５２ 村田 一誠諸江 幸祐氏 勢司 和浩 浦河 多田 善弘 ４８２＋ ２１：３４．４クビ ２６５．９�
６１１� ピュアストーン 牝５栗 ５１ 西田雄一郎永田 和彦氏 高橋 文雅 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B４７６＋ ８１：３５．３５ ６２７．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４３，３１９，４００円 複勝： ８３，７１５，３００円 枠連： ３３，９６１，６００円

馬連： １４８，３３４，２００円 馬単： ７９，３３７，５００円 ワイド： ５４，４５４，７００円

３連複： １７４，８４５，０００円 ３連単： ３１７，２１１，６００円 計： ９３５，１７９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ２４０円 枠 連（２－８） １，４７０円

馬 連 �� １，５９０円 馬 単 �� ２，８５０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ５００円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ３，７００円 ３ 連 単 ��� １９，２３０円

票 数

単勝票数 計 ４３３１９４ 的中 � １０２１０５（１番人気）
複勝票数 計 ８３７１５３ 的中 � １８３９６２（１番人気）� １０９０５５（４番人気）� ８０３５１（５番人気）
枠連票数 計 ３３９６１６ 的中 （２－８） １７１３８（８番人気）
馬連票数 計１４８３３４２ 的中 �� ６９１３１（５番人気）
馬単票数 計 ７９３３７５ 的中 �� ２０６０２（８番人気）
ワイド票数 計 ５４４５４７ 的中 �� ２３２２３（５番人気）�� ２８４２６（３番人気）�� １０８２８（１５番人気）
３連複票数 計１７４８４５０ 的中 ��� ３４９６４（８番人気）
３連単票数 計３１７２１１６ 的中 ��� １２１７８（４３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．９―３４．６―４６．５―５８．０―１：０９．２―１：２０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシディオス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．８．２２ 札幌３着

２００７．４．１４生 牡５黒鹿 母 カネトシディザイア 母母 ゴーンプロフェッショナル ２９戦４勝 賞金 １１０，４１２，０００円



２３０３５ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第１１競走 ��
��１，２００�B S N 賞

発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５２�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

新潟放送賞（１着）
賞 品

本 賞 ２０，０００，０００円 ８，０００，０００円 ５，０００，０００円 ３，０００，０００円 ２，０００，０００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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

３３ アドバンスウェイ 牡６鹿 ５６ 木幡 初広西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 ５０２± ０１：１０．９ ３０．７�

４４ マルカフリート 牡６鹿 ５７ 国分 優作河長産業� 増本 豊 千歳 社台ファーム ４８４＋１８ 〃 アタマ １９．８�
５５ � アースサウンド 牝５栗 ５４ 蛯名 正義 �グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way

Equine, LLC ４８８－ ６１：１１．０クビ ６．２�
６６ � インオラリオ 牡７鹿 ５７ 内田 博幸藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita ５２８－ ２１：１１．１� ３．８�
２２ � シゲルソウサイ 牡４鹿 ５５ 石橋 脩森中 蕃氏 湯窪 幸雄 米 F & F In-

vestments ５０６－ ４１：１１．４２ ８．０�
１１ 	 エベレストオー 牡５鹿 ５６ 大野 拓弥栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B４９６＋ ４１：１１．５クビ ５８．２�
８８ デュアルスウォード 牡４黒鹿５５ 岩田 康誠 	サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ６ 〃 ハナ １．９

７７ ゴーイングパワー 牡３鹿 ５２ 柴田 善臣林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 ４６８＋ ２１：１３．８大差 １３．２�

（８頭）

売 得 金

単勝： ５２，８９８，５００円 複勝： ６１，７９０，５００円 枠連： 発売なし

馬連： １７３，５９８，０００円 馬単： １０９，２００，９００円 ワイド： ４８，１１８，０００円

３連複： １５５，１２３，６００円 ３連単： ５０３，３５２，６００円 計： １，１０４，０８２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，０７０円 複 勝 � ６５０円 � ５００円 � ２１０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １１，７２０円 馬 単 �� ２７，３１０円

ワ イ ド �� ２，７６０円 �� １，３４０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� １５，６３０円 ３ 連 単 ��� １８５，５６０円

票 数

単勝票数 計 ５２８９８５ 的中 � １３５９７（７番人気）
複勝票数 計 ６１７９０５ 的中 � ２２１１９（７番人気）� ３０２０１（６番人気）� ９３３７１（３番人気）
馬連票数 計１７３５９８０ 的中 �� １０９３８（２２番人気）
馬単票数 計１０９２００９ 的中 �� ２９５２（４７番人気）
ワイド票数 計 ４８１１８０ 的中 �� ４２１２（２３番人気）�� ８９２５（１７番人気）�� ９８０１（１５番人気）
３連複票数 計１５５１２３６ 的中 ��� ７３２７（３９番人気）
３連単票数 計５０３３５２６ 的中 ��� ２００２（２５３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．２―１２．１―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．９―４６．０―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３７．０
３ ５，７－６，３，４，２（１，８） ４ ５－７－６（３，４）２（１，８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドバンスウェイ �

父 ネオユニヴァース �


母父 Capote デビュー ２００８．７．６ 福島６着

２００６．４．１５生 牡６鹿 母 シアトルフェアー 母母 Frampton Dancer ３１戦６勝 賞金 １２７，４９１，０００円

２３０３６ ８月１８日 晴 良 （２４新潟３）第３日 第１２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時３０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 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

１：４４．６
１：４４．１

良

良

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 ４５８＋ ２１：４５．３ ２．７�

４７ ディオベルタ 牝３栃栗５２ 蛯名 正義 �社台レースホース小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３６－ ２１：４５．６１� ５．４�
２３ ツインエンジェルズ 牝４青 ５５ 大野 拓弥吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２１：４５．７� ２０．４�
８１５� 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 ４３６－ ２１：４５．９１� ２７．１�
７１３ セ ミ ニ ョ ン 牝４鹿 ５５ 石橋 脩伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 ４６０－ ４１：４６．０� ６．９�
１２ シャドウライフ 牝３黒鹿５２ 内田 博幸飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４４６－ ２１：４６．２１� ２４．８�
５９ ブーケドロゼブルー 牝５青鹿５５ 江田 照男 	ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４７８＋ ８１：４６．３� ２９．２

６１１ キトゥンブルー 牝４青鹿５５ 村田 一誠 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋ ２１：４６．４� １３４．６�
４８ サンデースイセイ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム B４８２＋ ４ 〃 ハナ ４２．３�
３６ オルレアンノオトメ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４５８－ ８１：４６．６１� １９３．２
５１０ マイネイディール 牝４青鹿５５ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４９４＋ ２ 〃 クビ ５７．１�
７１４ ヴュルデバンダム 牝３青鹿５２ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４３２－ ６１：４６．９１� ２３５．３�
８１６ ダイヤモンドアスク 牝４黒鹿５５ 柴田 善臣廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ １４．６�
８１７ メジロコウミョウ 牝４青鹿５５ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７６＋１２１：４７．０� ２３４．９�
６１２ サトノレジーナ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B４８６＋１０１：４７．２１� ５４．７�
１１ マリアヴェロニカ 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ４１：５０．５大差 ４．１�

（１６頭）
３５ � エムアイボニータ 牝５栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 ４６８－ ２ （競走除外）

売 得 金

単勝： ５２，０７３，５００円 複勝： ８０，７２３，４００円 枠連： ４０，７７８，１００円

馬連： １３３，７６６，２００円 馬単： ７７，３８６，７００円 ワイド： ５８，２８４，２００円

３連複： １６６，９２２，３００円 ３連単： ３２４，８４９，９００円 計： ９３４，７８４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ２００円 � ３４０円 枠 連（２－４） ６９０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，４９０円

ワ イ ド �� ４１０円 �� ７１０円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ３，５７０円 ３ 連 単 ��� １３，０１０円

票 数

単勝票数 差引計 ５２０７３５（返還計 １４１７） 的中 � １５５４７１（１番人気）
複勝票数 差引計 ８０７２３４（返還計 ２１８２） 的中 � １８４６７５（１番人気）� １０７９７３（３番人気）� ４９１５７（６番人気）
枠連票数 差引計 ４０７７８１（返還計 ２８０） 的中 （２－４） ４４１７３（２番人気）
馬連票数 差引計１３３７６６２（返還計 １２６２７） 的中 �� １１７３５４（２番人気）
馬単票数 差引計 ７７３８６７（返還計 ７０６５） 的中 �� ３８４３７（２番人気）
ワイド票数 差引計 ５８２８４２（返還計 ７１８０） 的中 �� ３７９０８（３番人気）�� ２０２４４（５番人気）�� ８２３１（１９番人気）
３連複票数 差引計１６６９２２３（返還計 ２８５５６） 的中 ��� ３４５３１（８番人気）
３連単票数 差引計３２４８４９９（返還計 ５３９１３） 的中 ��� １８４３０（２１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．３―３４．５―４６．３―５８．５―１：１０．７―１：２２．４―１：３３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パストフォリア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．８ 東京３着

２００９．２．１２生 牝３鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ ９戦２勝 賞金 ２２，５４０，０００円
〔競走除外〕 エムアイボニータ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マリアヴェロニカ号は，平成２４年９月１８日まで平地競走に出走できない。
※シークレットベース号は，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３）第３日 ８月１８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 １８１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

２２１，１４０，０００円
８，９８０，０００円
２，０００，０００円
１９，８１０，０００円
６３，１９９，０００円
５，９４０，８００円
１，７３７，６００円

勝馬投票券売得金
３７０，６０２，８００円
６２６，０５７，７００円
２２５，３４３，５００円
９２３，６８８，５００円
６２５，７１１，８００円
３７６，３６２，１００円
１，１１２，３５６，８００円
２，３１３，４０１，４００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 ６，５７３，５２４，６００円

総入場人員 ９，７６０名 （有料入場人員 ８，３３６名）


