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２３０３７ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４日 第１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０分 （芝・左・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

３５ 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 ４６０＋ ２１：３５．６ １２．３�

５９ サーストンニュース 牡２青鹿５４ 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３２＋ ２ 〃 ハナ ７．３�
１１ ドリームアース 牡２鹿 ５４ 武士沢友治森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６６± ０１：３５．８１� ２８２．４�
６１２ 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± ０１：３５．９� ４．９�
８１８ キネオハレー 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥ジャパンフードビジネス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋ ２ 〃 クビ １１．３�
５１０ トミケングレンサ 牡２栗 ５４ 木幡 初広冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 戸川牧場 ４６４－ ２１：３６．０� １３．１�
１２ ミラクルアスク 牝２鹿 ５４ 北村 宏司廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４２８－ ６ 〃 ハナ ３．０	
３６ コスモギガデイン 牡２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 日高 木村牧場 ４５０＋ ４１：３６．２１� ２４４．１

４７ ウインエスペランサ 牡２芦 ５４ 中谷 雄太�ウイン 粕谷 昌央 日高 旭 牧場 ４７４＋ ４１：３６．４１� ２７７．２�
７１５ コスモピースフル 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �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 ４４６＋ ６ 〃 クビ ３４．０
７１４ テワヒポウナム 牝２鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム ４２８＋ ６１：３６．５� ４７５．３�
２４ シェアードワールド 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４２４＋１０ 〃 アタマ ６．５�
８１６ ディアグリスター 牡２鹿 ５４ 江田 照男ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 ４５８± ０１：３６．６クビ ６８．４�
７１３ バンテアイスレイ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 真歌田中牧場 ４４０＋１４１：３６．９２ ４７．８�
２３ カカアデンカ 牝２栗 ５４ 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４３４－ ６１：３７．０� ５１．４�
８１７ コアレスキング 牡２鹿 ５４ 武 幸四郎小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド ４９２－ ２１：３７．３１� ２７．４�
４８ 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± ０ 〃 アタマ ３８２．４�
６１１ フレックスハート 牝２鹿 ５４ 中舘 英二保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 ４４６－１４１：３７．４� ２５．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，１２９，０００円 複勝： ３３，４８５，９００円 枠連： １６，７５１，０００円

馬連： ５１，１３４，６００円 馬単： ３２，１０５，４００円 ワイド： ２３，０７２，７００円

３連複： ７３，２０１，９００円 ３連単： １０３，１６６，７００円 計： ３５０，０４７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ３６０円 � ２９０円 � ３，８８０円 枠 連（３－５） ２，４３０円

馬 連 �� ３，８６０円 馬 単 �� ８，２１０円

ワ イ ド �� １，１８０円 �� ２０，３７０円 �� ２０，３７０円

３ 連 複 ��� ２１０，２１０円 ３ 連 単 ��� １，３１２，７１０円

票 数

単勝票数 計 １７１２９０ 的中 � １１０１３（６番人気）
複勝票数 計 ３３４８５９ 的中 � ２６１７６（６番人気）� ３４５９８（４番人気）� １９０９（１４番人気）
枠連票数 計 １６７５１０ 的中 （３－５） ５０８８（１２番人気）
馬連票数 計 ５１１３４６ 的中 �� ９８００（１７番人気）
馬単票数 計 ３２１０５４ 的中 �� ２８８９（３５番人気）
ワイド票数 計 ２３０７２７ 的中 �� ５０４４（１１番人気）�� ２７３（８８番人気）�� ２７３（８８番人気）
３連複票数 計 ７３２０１９ 的中 ��� ２５７（２８７番人気）
３連単票数 計１０３１６６７ 的中 ��� ５８（１６２１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１１．８―１２．８―１２．７―１２．０―１０．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．２―４８．０―１：００．７―１：１２．７―１：２３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３４．９
３ ３，７（６，１０，１１）（２，１５）（９，１２）（５，１８）８（１３，１４）（１，４，１６）１７ ４ ３，７（６，１１）（１０，１５）（２，１８）（９，１２）１４（５，８，１３）（４，１６）（１，１７）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ピュアソルジャー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 キングカメハメハ デビュー ２０１２．７．２１ 新潟４着

２０１０．２．２５生 牡２鹿 母 ラブアンドピース 母母 ピースオブワールド ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円
〔制裁〕 ウインエスペランサ号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（３番への進路影響）

２３０３８ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４日 第２競走 ��
��２，２００�サラブレッド系３歳

発走１０時４０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

２：１１．０
２：１０．０

良

良

５９ � アシュヴィン 牡３栗 ５６ 柴田 善臣前田 幸治氏 中竹 和也 愛 Lynch Bages Ltd
& Samac Ltd ４５０－ ２２：１３．５ ３．０�

３５ アポロテイスト 牡３栗 ５６ 松岡 正海アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 ５００＋ ８２：１３．８１� ２．７�
８１８ エムエムロゼオ 牡３栗 ５６

５３ ▲西村 太一加藤 雅一氏 小西 一男 新ひだか 西村 和夫 ４４６－ ２２：１４．０１� ７０．４�
８１６ マイネルレジェール 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋ ６２：１４．１クビ １４５．４�
４７ ロジフローリアン 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム ４６４－１２２：１４．３１	 １６．６�
１１ ウインアンブロシア 牝３鹿 ５４ 石橋 脩�ウイン 堀 宣行 安平 追分ファーム ４６０＋ ６ 〃 アタマ ５．４�
７１４ リバーオリエンタル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 B４４８＋ ２２：１４．４� １４．０	
２３ クライマックス 牡３鹿 ５６ 田中 勝春キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 不二牧場 ４５０＋ ６２：１４．５� １１．６

６１１ プレミアムウォーズ 牡３栗 ５６ 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 タニグチ牧場 ４６８－ ４２：１４．９２	 ４４．７�
２４ セ プ ド ー ル 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 �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 ４８８－ ２ 〃 クビ ６０．１

６１２ サニーサイレンス 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム B４６０± ０２：１５．０	 ２６．２�

１２ マ ル ベ ッ ク 牡３青鹿５６ 北村 宏司林 正道氏 的場 均 浦河 安藤牧場 ４８６± ０２：１５．１クビ １９９．４�
８１７ ダブルピース 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲原田 和真�ミルファーム 畠山 重則 平取 中川 隆 ４８４＋ ２２：１５．２	 ２５７．７�
７１３� コスモヒール 牡３芦 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豪 Makybe Rac-

ing & Breeding ４９２－ ２２：１５．９４ ８７．７�
５１０ アグネスフレーズ 牡３鹿 ５６ 武士沢友治渡辺 孝男氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５１０－ ４ 〃 クビ ３１６．１�
３６ テイエムアドニス 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 山際セントラルスタッド ４５２± ０２：１６．３２	 ３４８．１�
７１５ バンダムデサント 牡３黒鹿５６ 田中 博康山科 統氏 黒岩 陽一 浦河 バンダム牧場 ５１４＋１０ 〃 ハナ ３６２．２�
４８ マダムプレジデント 牝３栗 ５４

５１ ▲長岡 禎仁江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上 悦夫 ４８４－ ２２：１６．４	 ５８．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，００３，７００円 複勝： ３２，２６５，４００円 枠連： １４，４７７，４００円

馬連： ４６，１１３，２００円 馬単： ３２，１０９，２００円 ワイド： ２０，７１７，６００円

３連複： ６２，２４０，９００円 ３連単： １００，３３０，８００円 計： ３２５，２５８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ６９０円 枠 連（３－５） ３７０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ２，１００円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� ５，２５０円 ３ 連 単 ��� １７，４５０円

票 数

単勝票数 計 １７００３７ 的中 � ４５４４３（２番人気）
複勝票数 計 ３２２６５４ 的中 � ５６４１０（２番人気）� １１７３８４（１番人気）� ６６１０（９番人気）
枠連票数 計 １４４７７４ 的中 （３－５） ２９３３５（１番人気）
馬連票数 計 ４６１１３２ 的中 �� ９２０５４（１番人気）
馬単票数 計 ３２１０９２ 的中 �� ３１３２２（２番人気）
ワイド票数 計 ２０７１７６ 的中 �� ３８５４５（１番人気）�� ２００４（２３番人気）�� ２２６３（２０番人気）
３連複票数 計 ６２２４０９ 的中 ��� ８７６３（１４番人気）
３連単票数 計１００３３０８ 的中 ��� ４２４４（４５番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．６―１１．４―１２．３―１３．６―１２．２―１２．２―１２．４―１２．０―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２３．６―３５．０―４７．３―１：００．９―１：１３．１―１：２５．３―１：３７．７―１：４９．７―２：０１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�アシュヴィン �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Machiavellian デビュー ２０１１．９．１９ 阪神４着

２００９．３．２生 牡３栗 母 Crazy Volume 母母 Desert Ease １１戦１勝 賞金 １２，６４０，０００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。
（非当選馬） １頭 クレバーウイナー号

第３回 新潟競馬 第４日



２３０３９ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４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

７１３ フレンドワン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司戸山 昌彦氏 南田美知雄 森 笹川大晃牧場 ４５２－ ４１：５６．２ ５．４�

８１４ 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 ４４６＋ ２１：５６．３� １０４．２�
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 ４８６－ ４１：５６．４� ３．６�
６１１ チアフルウェルカム 牡３栗 ５６ 中舘 英二吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７０－ ２１：５６．６１� ４．２�
１１ マイネルレーサー 牡３鹿 ５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B４６８＋ ２１：５６．８１� １３．９�
３５ シルクダヴィンチ 牡３栗 ５６ 木幡 初広有限会社シルク二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ２１：５７．１２ ４５．３�
２３ グラスルージュ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣半沢	 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５１２＋ ４１：５７．４１� ６５．２

４６ マックスロノ 牡３栗 ５６ 田中 勝春田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 ４８２－ ８１：５７．６１� ４．３�
８１５ ヨシールストーム 牡３栗 ５６ 松岡 正海吉木 伸彦氏 水野 貴広 新ひだか 畑端牧場 ５１８＋ ４１：５８．０２� １０．１�
６１０ 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± ０１：５８．２１� ３５．０
７１２ クレバーウイナー 牡３栗 ５６ 西田雄一郎田� 正明氏 石毛 善彦 えりも エクセルマネジメント ５２８－ ６ 〃 クビ １３３．９�
５９ ス コ ー ル 	３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次吉田 喬氏 鹿戸 雄一 日高 白井牧場 ４５０－ ６１：５８．４１ ４２．４�
３４ カシノモンスター 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４８４－ ８１：５８．６１� ２７９．３�
４７ ペガサスバイオ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥バイオ� 松山 将樹 千歳 社台ファーム ４５４－１０１：５９．９８ ３０．１�
５８ ヴ ァ レ ン ス 牝３栗 ５４ 武 幸四郎 H.H．シェイク・ハムダン 白井 寿昭 新冠 パカパカ

ファーム ４５６－１０２：００．０� １３８．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，５１１，８００円 複勝： ３２，８３１，３００円 枠連： １３，４４６，７００円

馬連： ４４，１５５，５００円 馬単： ３１，２０７，７００円 ワイド： １９，８８０，６００円

３連複： ６２，０９７，５００円 ３連単： ９６，６７９，７００円 計： ３１６，８１０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １７０円 � １，０４０円 � １６０円 枠 連（７－８） １，６９０円

馬 連 �� ２６，１２０円 馬 単 �� ４０，０６０円

ワ イ ド �� ６，５５０円 �� ３３０円 �� ５，５００円

３ 連 複 ��� ２１，４８０円 ３ 連 単 ��� ２１４，２７０円

票 数

単勝票数 計 １６５１１８ 的中 � ２４１５１（４番人気）
複勝票数 計 ３２８３１３ 的中 � ５９５８９（２番人気）� ５６４５（１２番人気）� ６３９７５（１番人気）
枠連票数 計 １３４４６７ 的中 （７－８） ５８９９（８番人気）
馬連票数 計 ４４１５５５ 的中 �� １２４８（４６番人気）
馬単票数 計 ３１２０７７ 的中 �� ５７５（７７番人気）
ワイド票数 計 １９８８０６ 的中 �� ６８３（５１番人気）�� １７６６０（１番人気）�� ８１５（４５番人気）
３連複票数 計 ６２０９７５ 的中 ��� ２１３４（５４番人気）
３連単票数 計 ９６６７９７ 的中 ��� ３３３（４６１番人気）

ハロンタイム １３．０―１２．０―１３．７―１４．１―１３．６―１２．７―１２．５―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２５．０―３８．７―５２．８―１：０６．４―１：１９．１―１：３１．６―１：４３．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フレンドワン �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー ２０１１．８．１４ 新潟１７着

２００９．４．２８生 牡３黒鹿 母 ダイコーマリーン 母母 ミ ヤ ラ ビ １８戦１勝 賞金 １３，６００，０００円
※ヴァレンス号・クレバーウイナー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２３０４０ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４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

２２ 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 B５０６＋１０３：０６．１ １．５�

８１２ アンブロークン �７青鹿６０ 金子 光希広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４５４－１６３：０７．２７ １８．２�
５６ ユニバーサルアゲン 牡４鹿 ６０ 平沢 健治浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４４２＋ ２３：０７．５１� ４９．８�
７１１ アンシャンテルール 牝４黒鹿５８ 草野 太郎柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４６＋ ４３：０７．６� ４０．３�
７１０ ミヤコデラックス 牡３鹿 ５８ 五十嵐雄祐吉田喜代司氏 菅原 泰夫 新冠 ハクツ牧場 B４４４± ０３：０７．８１� ６．４�
６９ 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 ４２２＋ ２３：０９．０７ ８６．６	
１１ ビルトミーアップ 牝７鹿 ５８ 高野 和馬飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４７２－１０ 〃 ハナ ２０．１

４５ � セ ラ ー ナ 牝４鹿 ５８ 石神 深一グリーンスウォード 高市 圭二 新冠 対馬 正 ４６６＋ ６３：１０．３８ ６８．２�
８１３ トレノユーボウ �５黒鹿６０ 山本 康志子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５０６± ０ 〃 アタマ ９．４�
３３ ビ ー ム 牡４鹿 ６０ 大江原 圭小田切有一氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 ５０６－ ４３：１１．４７ ６３．３
５７ コ コ カ ラ 牡５栗 ６０ 蓑島 靖典ディアレスト 高橋 裕 浦河 桑田フアーム ５０８± ０３：１１．５� １２．１�
６８ マジックモーメント 牡７黒鹿６０ 池崎 祐介藤井 謙氏 的場 均 浦河 日東牧場 ４６８＋１０３：１８．６大差 ７４．７�
４４ グラッドフォンテン 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚吉橋 計氏 石毛 善彦 浦河 山田牧場 ４５２－２４ （競走中止） １５９．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，６５０，８００円 複勝： ２６，８６８，８００円 枠連： １２，００４，３００円

馬連： ３０，０１１，８００円 馬単： ２９，１１９，６００円 ワイド： １４，５２４，２００円

３連複： ４３，５３１，７００円 ３連単： ９６，５０５，６００円 計： ２６５，２１６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ３３０円 � ６９０円 枠 連（２－８） ３８０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，２１０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ９４０円 �� ５，１９０円

３ 連 複 ��� ８，５１０円 ３ 連 単 ��� ２１，１７０円

票 数

単勝票数 計 １２６５０８ 的中 � ７０６８９（１番人気）
複勝票数 計 ２６８６８８ 的中 � １５７０５２（１番人気）� １１０３０（５番人気）� ４６０８（９番人気）
枠連票数 計 １２００４３ 的中 （２－８） ２３９１１（１番人気）
馬連票数 計 ３００１１８ 的中 �� ２１３２４（５番人気）
馬単票数 計 ２９１１９６ 的中 �� １７７９９（５番人気）
ワイド票数 計 １４５２４２ 的中 �� ７６９３（５番人気）�� ３７９９（９番人気）�� ６４１（４０番人気）
３連複票数 計 ４３５３１７ 的中 ��� ３７７６（２７番人気）
３連単票数 計 ９６５０５６ 的中 ��� ３３６５（５８番人気）

上り １マイル １：４４．６ ４F ５０．０－３F ３７．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒシセンチュリー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Woodman デビュー ２００８．８．１７ 新潟８着

２００６．３．１３生 牡６栗 母 ヒシショウコ 母母 Forladiesonly 障害：４戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔競走中止〕 グラッドフォンテン号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため２周目４コーナー手前で競走中止。



２３０４１ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４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

７９ シーブリーズライフ 牝２栗 ５４ 田中 勝春飯田 正剛氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 ４４０ ―１：２５．６ １８．０�

５６ ワキノブレイブ 牡２青鹿５４ 吉田 豊脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４５８ ― 〃 ハナ ２．５�
８１１ キクノブレイン 牡２黒鹿５４ 松岡 正海菊池 五郎氏 羽月 友彦 浦河 松田 憲一 ４５２ ―１：２６．０２� ３．０�
３３ ミ ヅ ハ ノ メ 牝２青鹿５４ 大野 拓弥田上 雅春氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド ４６２ ―１：２６．２１� ６８．３�
４４ � ブルーモントレー 牝２栗 ５４ 江田 照男�須野牧場 和田 正道 米 Fares

Farm, LLC ４７２ ―１：２６．３	 １０．８�
１１ ウエストゲート 牝２青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 Him Rock Racing 田村 康仁 新ひだか 桜井牧場 ３９２ ―１：２６．５１ ４９．２�
５５ シンパサイザー 牡２芦 ５４ 中舘 英二水上 行雄氏 武市 康男 浦河 笠松牧場 ４２８ ―１：２６．７１� １０．９	
２２ � エーシンヘラ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩
栄進堂 中尾 秀正 仏

Haras des Sablon-
nets, Comte Herve
de Talhouet－Roy

４３８ ―１：２７．１２� ２１．５�
６７ アノヒミタユメ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広小田切有一氏 本間 忍 新冠 アサヒ牧場 ４３４ ― 〃 クビ ２３．１�
８１２ ダ イ ダ オ レ 牡２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一山上 和良氏 和田 正道 様似 山本 和彦 ４７０ ― 〃 ハナ ８６．５
６８ オクタヴィア 牝２鹿 ５４ 北村 宏司岡田 牧雄氏 古賀 慎明 新ひだか 前田 宗将 ３８６ ―１：２７．４１	 ７．５�
７１０ ミラクルインパラ 牝２黒鹿５４ 田中 博康阿部雅一郎氏 坂本 勝美 浦河 中村 雅明 ３９０ ―１：２９．７大差 １８２．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，８９２，８００円 複勝： ２１，５４４，０００円 枠連： １１，５２５，３００円

馬連： ４１，８３０，１００円 馬単： ３１，５２７，５００円 ワイド： １７，７４７，４００円

３連複： ５０，４４２，２００円 ３連単： ９３，１８３，９００円 計： ２８３，６９３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８００円 複 勝 � ２７０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（５－７） １，１５０円

馬 連 �� １，７００円 馬 単 �� ４，６８０円

ワ イ ド �� ６３０円 �� ７００円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� １５，９６０円

票 数

単勝票数 計 １５８９２８ 的中 � ６９６５（６番人気）
複勝票数 計 ２１５４４０ 的中 � １４７１３（６番人気）� ５６８９７（１番人気）� ４６０２０（２番人気）
枠連票数 計 １１５２５３ 的中 （５－７） ７４６０（５番人気）
馬連票数 計 ４１８３０１ 的中 �� １８２２０（６番人気）
馬単票数 計 ３１５２７５ 的中 �� ４９７７（２０番人気）
ワイド票数 計 １７７４７４ 的中 �� ６１６６（９番人気）�� ５４６１（１１番人気）�� ２７１９４（１番人気）
３連複票数 計 ５０４４２２ 的中 ��� ２８０４１（４番人気）
３連単票数 計 ９３１８３９ 的中 ��� ４３１０（４２番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．９―１２．５―１２．８―１２．３―１１．４―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．１―２５．０―３７．５―５０．３―１：０２．６―１：１４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シーブリーズライフ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 タイキシャトル 初出走

２０１０．５．１３生 牝２栗 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ワキノブレイブ号の騎手吉田豊は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（７番への進路影響）

２３０４２ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４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

４６ シークレットアーム 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 ５１０－ ２１：１３．０ １５．６�

６１１ ジ ョ ー イ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広磯波 勇氏 高木 登 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５８－ ８１：１３．１� ６．４�

８１４ フクノサンデー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 ４５６－ ６１：１３．４１� １７．５�
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 ５２０＋ ４１：１３．５� １０．４�
２２ アファーブル 牝３栗 ５４ 柴田 善臣飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋１６１：１３．７１ ２１．６�
３４ プロスペリタ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥有限会社シルク金成 貴史 浦河 桑田牧場 ４５０－ ８１：１３．９１� １１．１�
７１３ フラッシュパッカー 牡３栗 ５６ 中舘 英二	Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 ４８０－１６１：１４．２２ ２．０

７１２ カーステンボッシュ �３栗 ５６ 田中 博康吉田 和美氏 木村 哲也 洞爺湖 メジロ牧場 B４６２＋ ４ 〃 クビ １１６．１�
３５ トリッキーダンス 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 鳥井牧場 B５１２＋ ４１：１４．３クビ １２．９�
４７ 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 B４２６＋ ８ 〃 ハナ １６７．３
６１０ レディーピース 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 岩見牧場 ４４４＋ ８ 〃 ハナ ２８０．８�
８１５ デルマフクロク 牡３黒鹿５６ 岩部 純二浅沼 廣幸氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ５１６＋１０１：１４．５１� １６０．０�
５８ セイウングーノネ 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 競優牧場 ４７８＋ ８１：１４．６クビ ８．３�
１１ アトムフェニックス 牝３鹿 ５４ 江田 照男永井 廣司氏 嶋田 功 新ひだか 大塚牧場 ４１４＋ ６１：１６．２１０ ２５９．７�
２３ ケ ル ン 牡３栗 ５６

５３ ▲山崎 亮誠石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 徳本 幸雄 ４４０＋ ８１：１７．１５ ２３３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，８７８，２００円 複勝： ３６，２１８，２００円 枠連： １６，７５０，１００円

馬連： ５５，０６５，３００円 馬単： ３８，７８１，３００円 ワイド： ２４，０９１，８００円

３連複： ７０，９９０，１００円 ３連単： １１９，３７０，１００円 計： ３８３，１４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ４７０円 � ２２０円 � ４１０円 枠 連（４－６） ４，１４０円

馬 連 �� ３，８１０円 馬 単 �� ８，８３０円

ワ イ ド �� １，１６０円 �� ２，１５０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� １４，５８０円 ３ 連 単 ��� ７３，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２１８７８２ 的中 � １１０８４（７番人気）
複勝票数 計 ３６２１８２ 的中 � １８７２８（９番人気）� ５１２８９（２番人気）� ２２０８５（７番人気）
枠連票数 計 １６７５０１ 的中 （４－６） ２９９３（１７番人気）
馬連票数 計 ５５０６５３ 的中 �� １０６９３（１５番人気）
馬単票数 計 ３８７８１３ 的中 �� ３２４２（３５番人気）
ワイド票数 計 ２４０９１８ 的中 �� ５１８３（１３番人気）�� ２７０７（３２番人気）�� ４７９８（１６番人気）
３連複票数 計 ７０９９０１ 的中 ��� ３５９４（５１番人気）
３連単票数 計１１９３７０１ 的中 ��� １１９９（２５９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．４―１２．５―１２．９―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．３―４６．８―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シークレットアーム �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１２．５．６ 新潟６着

２００９．５．１６生 牡３鹿 母 ファンタジー 母母 リユウクモゼキ ４戦１勝 賞金 ５，２９０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケルン号は，平成２４年９月１９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 エリモブリーズ号・キャニオンキラー号



２３０４３ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （芝・左・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

７７ ラウンドロビン 牡３黒鹿５４ 田中 勝春諸江 幸祐氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２１：５９．３ ２．９�

５５ アサクサマジック 牡３黒鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人田原 慶子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５３６－ ４１：５９．６２ ９．１�

４４ アナンジュパス 牝３鹿 ５２ 北村 宏司�G１レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４６２＋ ２１：５９．７クビ ３．８�
３３ スマイルプライズ 牝５鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４２８± ０２：００．７６ １１３．７�
８１０ ブルーグラス 牡５黒鹿５７ 松岡 正海青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５４２＋２０ 〃 クビ １８．９�
２２ � カンタベリーナイト 牡３鹿 ５４ 武士沢友治峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４９０± ０２：００．８� １２７．７�
８９ エアロッシュ 牡３青 ５４ 石橋 脩 �ラッキーフィールド堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８８＋ ８ 〃 アタマ ２．７	
１１ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５２ 嘉藤 貴行
ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４６４－ ５２：０１．０１� １２９．２�
７８ ゴールドヘクター 牡３黒鹿５４ 吉田 豊�ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４ 〃 クビ ５０．６�
６６ ハギノバロンドール 牡６栗 ５７ 大野 拓弥日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９８－１２２：０１．２１� １６．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２７，４２６，６００円 複勝： ３３，７９３，４００円 枠連： １２，６９０，３００円

馬連： ５４，５１９，６００円 馬単： ４１，４１１，５００円 ワイド： ２０，５７４，２００円

３連複： ７０，４５５，４００円 ３連単： １５４，９９７，７００円 計： ４１５，８６８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � １５０円 枠 連（５－７） １，２１０円

馬 連 �� １，１９０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ２２０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，１７０円 ３ 連 単 ��� ６，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２７４２６６ 的中 � ７６１４９（２番人気）
複勝票数 計 ３３７９３４ 的中 � ９０１２９（１番人気）� ３５６８５（４番人気）� ５９０６５（３番人気）
枠連票数 計 １２６９０３ 的中 （５－７） ７７５１（５番人気）
馬連票数 計 ５４５１９６ 的中 �� ３３８６５（４番人気）
馬単票数 計 ４１４１１５ 的中 �� １５４２０（８番人気）
ワイド票数 計 ２０５７４２ 的中 �� １００７６（４番人気）�� ２８５２２（２番人気）�� ９１７１（６番人気）
３連複票数 計 ７０４５５４ 的中 ��� ４４４４６（３番人気）
３連単票数 計１５４９９７７ 的中 ��� １６８１１（２１番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．４―１１．７―１１．８―１２．９―１２．９―１２．２―１１．３―１０．５―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２４．７―３６．４―４８．２―１：０１．１―１：１４．０―１：２６．２―１：３７．５―１：４８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．３―３F３３．１
３ ５（７，９）１０（４，８）（１，６）（２，３） ４ ５，９（７，１０）（４，８，６）（１，３）２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラウンドロビン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１２．２４ 中山３着

２００９．４．７生 牡３黒鹿 母 フ ウ レ イ カ 母母 セトフローリアンⅡ ８戦２勝 賞金 ２３，４００，０００円

２３０４４ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４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

７１２ スズカセクレターボ 牡４栗 ５７ 松岡 正海永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ６１：１１．１ １．８�

１１ ラ パ ヌ イ 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B４９４＋１４１：１１．６３ ７．６�
４６ ウインクロニクル 牡５黒鹿５７ 石橋 脩�ウイン 清水 英克 浦河 鎌田 正嗣 ４７４＋１２１：１２．０２� １９．５�
６１１ ペガサスヒルズ 牡５栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 ４７４－ ２１：１２．３２ ８．３�
６１０ スノークラフト 牝３芦 ５２ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５８＋ ４ 〃 ハナ ２４．７�
２２ ブロックコード 牡４青鹿５７ 田中 勝春�ターフ・スポート宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４９０＋ ２１：１２．７２� ９．０	
５９ � ブライティアアネル 牝４鹿 ５５ 田中 博康小林 昌志氏 木村 哲也 新ひだか 沖田 博志 ４８６＋２６１：１３．０２ ２４７．８

４７ バーバラスアゲン 牡３栗 ５４ 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 由利 徳之 ４５０＋ ２ 〃 ハナ ７２．４�
８１５ ビッグサンダー 牡５栗 ５７ 武士沢友治�Basic 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４９８＋ ６ 〃 アタマ ２２２．３�
３４ キタサンウンリュー 牡３黒鹿５４ 武 幸四郎�大野商事 河内 洋 新ひだか 平野牧場 ５３０± ０１：１３．３１	 ３８．７
７１３ ケイアイカミカゼ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか 村上牧場 ５１８＋ ８１：１３．６１	 １４８．８�
２３ 
 エーシンブラスター 牡３黒鹿５４ 北村 宏司�栄進堂 大久保龍志 米 Machmer

Hall ４６６－ ４ 〃 クビ １２．９�
５８ ローゼズガーランド 牝３鹿 ５２

４９ ▲西村 太一藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 ４８６＋２８ 〃 ハナ ６６．３�
８１４ サ ル ゴ ン 牡３鹿 ５４ 吉田 豊�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２＋１０１：１３．７	 １８．６�
３５ 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 ５０４＋ ６ （競走中止） ２３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，２７１，０００円 複勝： ４６，０７２，４００円 枠連： ２４，０８４，８００円

馬連： ７７，８０６，５００円 馬単： ５３，３７２，３００円 ワイド： ３３，６６５，９００円

３連複： ９９，５４２，６００円 ３連単： １８２，３０７，８００円 計： ５４６，１２３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � ３８０円 枠 連（１－７） ７５０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ５４０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� ３，４３０円 ３ 連 単 ��� ９，７６０円

票 数

単勝票数 計 ２９２７１０ 的中 � １３０８２１（１番人気）
複勝票数 計 ４６０７２４ 的中 � １５９４０５（１番人気）� ４２６２９（４番人気）� ２１９０２（７番人気）
枠連票数 計 ２４０８４８ 的中 （１－７） ２３８００（３番人気）
馬連票数 計 ７７８０６５ 的中 �� ７０８４０（３番人気）
馬単票数 計 ５３３７２３ 的中 �� ３９７１２（２番人気）
ワイド票数 計 ３３６６５９ 的中 �� ２４１８２（３番人気）�� １５４７０（５番人気）�� ４３４８（１９番人気）
３連複票数 計 ９９５４２６ 的中 ��� ２１４４９（１１番人気）
３連単票数 計１８２３０７８ 的中 ��� １３７９４（１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．８―１２．４―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．８―４７．２―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカセクレターボ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１０．１２．１１ 小倉５着

２００８．２．２９生 牡４栗 母 セクレゴールド 母母 Secrettame １２戦３勝 賞金 ２８，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔競走中止〕 トーセンプリモ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 エクスプローラー号・カフェラビリンス号・ノボシャンパーニュ号・メイスンファースト号・レグルスハート号



２３０４５ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４日 第９競走 ��
��１，６００�

ふ る ま ち

古 町 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 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３１．５
１：３１．３

良

良

８１７ ショウナンラムジ 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４９６＋ ４１：３３．１ ３．９�

８１６ ラ パ ー ジ ュ 牝３青鹿５２ 田中 勝春 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム ４５８＋ ６１：３３．６１�＋２ ８．２�
７１４ コ リ ー ヌ 牝３鹿 ５２ 吉田 豊�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４１８－１２１：３３．７クビ ４３．９�
６１２ マイネルスパイス 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 ４２２＋ ２１：３３．８� ６．１�
４８ � ヒカルハヤブサ 牡３黒鹿５４ 大野 拓弥�橋 京子氏 高市 圭二 登別 登別上水牧場 B４８２＋ ４１：３３．９� １２．３�
３５ ヤサカオディール 牝３黒鹿５２ 木幡 初広志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 ４３０－ ２１：３４．０� ８．４�
５９ コスモトゥルーラヴ 牡３鹿 ５４ 嘉藤 貴行 	ビッグレッドファーム 栗田 博憲 日高 戸川牧場 ４９０－ ８１：３４．１� ４２．３

５１０ ファントムロード 牡４鹿 ５７ 石橋 脩	ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７６－１０１：３４．２� ３．７�
７１３ マイティージュニア 牡４黒鹿５７ 大庭 和弥本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９４± ０１：３４．３クビ ６４．５�
８１８ アルトゥバン 牡４栗 ５７ 江田 照男	ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４８４－ ２１：３４．５１� ７５．４
２３ ドリームモモタロウ 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮セゾンレースホース� 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４７２－２０１：３４．８２ １４９．７�
２４ ラストメッセージ 牝４栗 ５５ 武 幸四郎村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４３２－ ２ 〃 ハナ １２．９�
１２ クイーンアルタミラ 牝３黒鹿５２ 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４５８＋ ２ （降着） ３６．１�
３６ シャイニーデザート 牡６黒鹿５７ 中舘 英二小林 昌志氏 尾形 充弘 新ひだか 沖田 博志 ５１８－２６１：３５．０１	 １７１．３�
１１ � シルヴァースプーン 牝４黒鹿５５ 田中 博康吉田 照哉氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 ハナ １０５．３�
６１１
 ホウショウマツエ 牝５栗 ５５ 武士沢友治芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 米 Green

Gates Farm ４６２＋ ４１：３５．１クビ ４４７．４�
４７ フランスギャル 牝３黒鹿５２ 杉原 誠人菅原 光博氏 粕谷 昌央 新ひだか 沖田 哲夫 ４６４＋ ４ 〃 ハナ １５８．７�
７１５
 ド ロ 牡５栗 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 久保田貴士 米 Millard

Winterrowd ４７６－ ６１：３６．２７ ２９．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，１９９，０００円 複勝： ５３，９８８，３００円 枠連： ３０，３３３，４００円

馬連： １０８，２６０，２００円 馬単： ６０，５９５，９００円 ワイド： ４１，７１１，２００円

３連複： １３２，０５６，６００円 ３連単： ２２８，１５７，９００円 計： ６８５，３０２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １８０円 � ２７０円 � １，１２０円 枠 連（８－８） １，０９０円

馬 連 �� １，４００円 馬 単 �� ２，１４０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ２，６８０円 �� ４，８３０円

３ 連 複 ��� １６，０００円 ３ 連 単 ��� ６０，１００円

票 数

単勝票数 計 ３０１９９０ 的中 � ６１４６５（２番人気）
複勝票数 計 ５３９８８３ 的中 � ９８３０２（２番人気）� ５４２００（４番人気）� ９７７１（１２番人気）
枠連票数 計 ３０３３３４ 的中 （８－８） ２０６４９（４番人気）
馬連票数 計１０８２６０２ 的中 �� ５７２３１（５番人気）
馬単票数 計 ６０５９５９ 的中 �� ２０９０５（５番人気）
ワイド票数 計 ４１７１１２ 的中 �� １９５７６（５番人気）�� ３７１０（２８番人気）�� ２０２８（４７番人気）
３連複票数 計１３２０５６６ 的中 ��� ６０９４（４７番人気）
３連単票数 計２２８１５７９ 的中 ��� ２８０２（１７６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．７―３５．６―４７．６―５９．６―１：１０．７―１：２１．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンラムジ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．９．２５ 阪神５着

２００９．１．１７生 牡３鹿 母 フォーカルスター 母母 フォーカルプレーン １０戦２勝 賞金 ２７，８６２，０００円
〔発走状況〕 ファントムロード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔降着〕 クイーンアルタミラ号は，２位〔タイム１分３３秒３，着差１�馬身〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して

「ラストメッセージ」号の走行を妨害したため１３着に降着。（その他１０番・１３番への進路影響）
〔制裁〕 クイーンアルタミラ号の騎手西田雄一郎は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成２４年８月２５日から

平成２４年９月２日まで騎乗停止。
※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 シークレットベース号

２３０４６ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４日 第１０競走 ��
��１，２００�

みょうこう

妙 高 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 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

８１４ 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 ４４４－ ２１：１１．２ ４．７�

３５ � インディーズゲーム 牡４鹿 ５７ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.
Seltzer Trust ４８０＋ ８１：１１．４１� ３．３�

６１１ カフェシュプリーム 牡３鹿 ５４ 中舘 英二西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ５０２－ ２１：１２．０３	 ５．６�
１１ 
 サクラインザスカイ 牡３栗 ５４ 石橋 脩�さくらコマース牧 光二 新ひだか 山田牧場 ４４４－ ６１：１２．１	 ７．９�
３４ 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 ４９６＋ ２ 〃 クビ ８．３�
４６ エーシンパナギア 牝４青 ５５ 吉田 豊�栄進堂 大久保龍志 浦河 栄進牧場 ５３２－ ８１：１２．２クビ ３２．０	
２３ タニセンジャッキー 牡３鹿 ５４ 嶋田 純次染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４７６－ ４１：１２．３� ７．２

７１２ スマートキャスター �７青 ５７ 江田 照男大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４９６± ０ 〃 クビ ５７．９�
５９ クリスリリー 牝７栗 ５５ 西田雄一郎加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４５６－ ４１：１２．６２ ２４７．０�
２２ ミッキーオリーブ 牝５鹿 ５５ 杉原 誠人野田みづき氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５０６＋１８１：１２．７クビ ２３１．８
５８ ア ヌ エ ヌ エ 牝５青鹿５５ 大野 拓弥松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 鳥井牧場 ５００＋１８１：１３．０１� ４２．７�
６１０ カリスマサンスカイ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B５１８± ０１：１３．２１	 １４．３�
７１３ ノルマンディー 牡５黒鹿５７ 木幡 初広近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ２１：１３．３クビ ４７．９�
４７ トーセンディケム 牡６鹿 ５７ 大庭 和弥島川 �哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７６＋ ２１：１３．４� ４４９．２�
８１５ トーホウガーデン 牝４鹿 ５５ 西村 太一東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４８０＋ ４１：１３．９３ １５４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３７，６７２，１００円 複勝： ６４，１２１，３００円 枠連： ３２，３４２，８００円

馬連： １２９，５９３，６００円 馬単： ７３，８５３，７００円 ワイド： ４３，８３０，１００円

３連複： １５３，７９０，０００円 ３連単： ２８８，４０６，２００円 計： ８２３，６０９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（３－８） ６４０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ５８０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，９８０円 ３ 連 単 ��� １１，１５０円

票 数

単勝票数 計 ３７６７２１ 的中 � ６３３３０（２番人気）
複勝票数 計 ６４１２１３ 的中 � ８５８４８（３番人気）� １３６０１１（１番人気）� ８７５４１（２番人気）
枠連票数 計 ３２３４２８ 的中 （３－８） ３７８６４（２番人気）
馬連票数 計１２９５９３６ 的中 �� ９４２２５（１番人気）
馬単票数 計 ７３８５３７ 的中 �� ２６１９２（２番人気）
ワイド票数 計 ４３８３０１ 的中 �� ２４０３１（１番人気）�� １８２６７（６番人気）�� ２３１９８（２番人気）
３連複票数 計１５３７９００ 的中 ��� ５７４５７（１番人気）
３連単票数 計２８８４０６２ 的中 ��� １９１０３（８番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．２―１１．７―１２．５―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．３―３５．０―４７．５―５９．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．２
３ １４（６，１１）１，５（３，２，１２，１３）（７，８，１５）（４，１０）９ ４ １４（６，１１）１，５（３，２）（１２，１３）（７，８）４（９，１５，１０）

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 ６戦３勝 賞金 ３１，４２９，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ガリレオシチー号・キンシザイル号・クレバーデステニー号
（非抽選馬）１２頭 アグネスティンクル号・エリモエポナ号・オーミレイライン号・クレムリンエッグ号・ケイアイクライム号・

ケージーハヤブサ号・スモールキング号・ディアマンボウ号・ナンヨークイーン号・プリティスター号・
ミッドタウンレディ号・ラフレーズカフェ号

２レース目



２３０４７ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�

あま がわ

天の川ステークス
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

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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

５７ コスモラピュタ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥 �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± ０１：５８．５ １３．４�

４５ ヤマニンエルブ 牡５栗 ５７ 嘉藤 貴行土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 B４７０± ０１：５８．８２ ５６．５�
７１２ ステラロッサ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム ５０６＋１４１：５９．０１� ２．４�
３３ オーシャンブルー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４３８－ ２１：５９．１クビ ２．４�
４６ ビンテージチャート 牡６栗 ５７ 田中 勝春 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５３６＋ ６１：５９．３１� ６９．２�
６１０ メイショウジンム 牡６鹿 ５７ 吉田 豊松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４４０－ ２１：５９．７２� １４．０	
７１１ アドマイヤタイシ 牡５黒鹿５７ 中舘 英二近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８２＋ ８１：５９．８� ２７．１

１１ タガノキャプテン 牡５栗 ５７ 木幡 初広八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９８－ ２１：５９．９� １９．８�
８１４	 クラシックセンス 牡５鹿 ５７ 杉原 誠人 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７８＋１２２：００．２１
 ４３．２�
６９ 	 ドリームピーチ 牝５鹿 ５５ 西村 太一�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４２－ ４２：００．３
 ６７．４
３４ ケニアブラック 牡６鹿 ５７ 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 日高 佐々木牧場 ４６６－ ２２：００．４� １８．２�
５８ セタガヤフラッグ 牡９鹿 ５７ 江田 照男千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４５４－ ６２：００．７１
 １０７．４�
２２ バウンシーチューン 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太 �グリーンファーム 田島 俊明 千歳 社台ファーム ４４２＋ ４２：００．８
 ２８．３�
８１３ ロードラテアート 牡６黒鹿５７ 松岡 正海 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４８６＋ ６２：０２．０７ ４１．４�

（１４頭）

売 得 金
単勝： ６２，７６１，３００円 複勝： ８３，４７３，３００円 枠連： ６２，０３０，０００円 馬連： ２５５，９７１，７００円 馬単： １５０，４７５，６００円

ワイド： ８２，８５１，９００円 ３連複： ３２４，６４７，３００円 ３連単： ６７０，８３７，１００円 ５重勝： ９５１，９０２，７００円 計： ２，６４４，９５０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３４０円 複 勝 � ３６０円 � １，５３０円 � １５０円 枠 連（４－５） １１，０４０円

馬 連 �� ２５，１００円 馬 単 �� ５０，５１０円

ワ イ ド �� ５，９８０円 �� ７６０円 �� ３，５９０円

３ 連 複 ��� ３２，４７０円 ３ 連 単 ��� ３０５，９９０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����� １４０，５００，８４０円

票 数

単勝票数 計 ６２７６１３ 的中 � ３６９１８（３番人気）
複勝票数 計 ８３４７３３ 的中 � ５４１８１（４番人気）� １０４９５（１４番人気）� ２０９４６１（２番人気）
枠連票数 計 ６２０３００ 的中 （４－５） ４１４７（２３番人気）
馬連票数 計２５５９７１７ 的中 �� ７５２８（４６番人気）
馬単票数 計１５０４７５６ 的中 �� ２１９９（８９番人気）
ワイド票数 計 ８２８５１９ 的中 �� ３２９７（４５番人気）�� ２８４４７（６番人気）�� ５５３８（３６番人気）
３連複票数 計３２４６４７３ 的中 ��� ７３７９（７７番人気）
３連単票数 計６７０８３７１ 的中 ��� １６１８（５６４番人気）
５重勝票数 計９５１９０２７ 的中 ����� ５

ハロンタイム １２．７―１０．５―１１．２―１１．７―１２．５―１２．４―１２．０―１１．７―１１．１―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．２―３４．４―４６．１―５８．６―１：１１．０―１：２３．０―１：３４．７―１：４５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモラピュタ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１２．１３ 中山２着

２００７．５．２生 牡５鹿 母 ヒャッカリョウラン 母母 ペシェミョン ２４戦５勝 賞金 １０５，４４０，０００円

２３０４８ ８月１９日 晴 良 （２４新潟３）第４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

５１０ エバーローズ 牝３栗 ５２
４９ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４６８＋ ２ ５４．０ ４．１�

２４ シンワクイーン 牝３鹿 ５２
４９ ▲西村 太一若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４５２＋ ８ ５５．０６ １２．０�

１２ グリューネワルト 牝５青鹿５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム B４８２± ０ ５５．１� ２６．６�
６１２� 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 ４３６＋ ４ ５５．３１� ３．７�

３５ � パ ヤ ド ー ル 牝４栗 ５５ 柴田 善臣 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム ４７０＋１２ ５５．４� ４９．４�
４８ トロピカルマドンナ 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４９２＋ ２ ５５．６１� ７７．０	
８１７ 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 ４５６＋ ８ 〃 クビ ３６．１

３６ � トルピドトウショウ 牝４鹿 ５５ 石橋 脩トウショウ産業� 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 ４５２－ ６ ５５．７クビ １１．４�
６１１� アイファーコラソン 牝４鹿 ５５ 松岡 正海中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４７６＋１４ 〃 ハナ ８５．９�
２３ 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± ０ 〃 アタマ １３．９
８１６ ミススパイダー 牝４栗 ５５ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B４４４－ ２ ５５．９１� １９８．８�
５９ プラッキーエリーナ 牝３栗 ５２ 武士沢友治井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 ４４８－ ６ 〃 クビ １２３．４�
１１ フリーダムマーチ 牝３黒鹿５２ 北村 宏司 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４３０－ ２ ５６．１１� ２４．０�
４７ � ヤマノグラス 牝４鹿 ５５

５２ ▲山崎 亮誠山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 ４７６＋ ２ ５６．２クビ ６９．９�
７１３ 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± ０ 〃 クビ ４．３�
８１８� ヤギリエスペランサ 牝４栗 ５５ 西田雄一郎内田ヤエ子氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ５１０＋１１ ５６．３� １５．８�
７１４ ケ ツ ァ ー ル 牝４鹿 ５５ 江田 照男�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４９６＋１６ ５６．４� ４４．２�
７１５ アイランズギフト 牝４鹿 ５５

５２ ▲原田 和真下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４８２＋１０ ５７．５７ ２３２．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６２，６０１，０００円 複勝： ７８，１２１，１００円 枠連： ５４，０８１，３００円

馬連： １６８，７３４，０００円 馬単： ９６，２５７，９００円 ワイド： ６８，５９７，２００円

３連複： ２２８，８２５，０００円 ３連単： ４３２，４９３，９００円 計： １，１８９，７１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � ２００円 � ４００円 � ６５０円 枠 連（２－５） １，５００円

馬 連 �� ２，５００円 馬 単 �� ４，４１０円

ワ イ ド �� １，０３０円 �� ２，３１０円 �� ３，３１０円

３ 連 複 ��� １７，９２０円 ３ 連 単 ��� ７２，９４０円

票 数

単勝票数 計 ６２６０１０ 的中 � １２０４６４（２番人気）
複勝票数 計 ７８１２１１ 的中 � １２５１２５（２番人気）� ４７９８９（６番人気）� ２７３５０（８番人気）
枠連票数 計 ５４０８１３ 的中 （２－５） ２６６８５（６番人気）
馬連票数 計１６８７３４０ 的中 �� ４９８９９（６番人気）
馬単票数 計 ９６２５７９ 的中 �� １６１２０（１０番人気）
ワイド票数 計 ６８５９７２ 的中 �� １６９９４（８番人気）�� ７２５５（２３番人気）�� ５００３（３５番人気）
３連複票数 計２２８８２５０ 的中 ��� ９４２５（５１番人気）
３連単票数 計４３２４９３９ 的中 ��� ４３７６（１９３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．０―１０．４―１０．４―１１．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２１．９―３２．３―４２．７

上り４F４２．１－３F３２．１
勝馬の
紹 介

エバーローズ �
�
父 ウインクリューガー �

�
母父 スピードワールド デビュー ２０１１．１２．２５ 中山１着

２００９．４．１４生 牝３栗 母 クレバーピーチ 母母 レディーパット ８戦２勝 賞金 １８，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイランズギフト号は，平成２４年９月１９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） １頭 アポロアリーナ号
（非抽選馬） ２頭 ミスネバー号・レッツマンボウ号

５レース目



（２４新潟３）第４日 ８月１９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 １８１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

１８１，２３０，０００円
２，０８０，０００円
６，５２０，０００円
１，６００，０００円
１６，１２０，０００円
６１，４３３，５００円
５，３０６，６００円
１，７３７，６００円

勝馬投票券売得金
３５０，９９７，３００円
５４２，７８３，４００円
３００，５１７，４００円
１，０６３，１９６，１００円
６７０，８１７，６００円
４１１，２６４，８００円
１，３７１，８２１，２００円
２，５６６，４３７，４００円
９５１，９０２，７００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 ８，２２９，７３７，９００円

総入場人員 １３，９０７名 （有料入場人員 １２，００３名）


