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２３０４９ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０分 （芝・左）

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

中央レコード

１：０８．７
１：０７．８

良

良

１１ モグモグパクパク 牡２栗 ５４ 北村 宏司小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 ４３８＋ ４１：０９．３ ４．３�

８１６ ラ ノ ラ ラ ク 牝２栗 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 バンダム牧場 ４５２－ ４１：０９．７２� ４．３�
４８ � シ ア ー ジ ュ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義前田 幸治氏 和田 正道 米 Foxborough

Farm et. al. ４４０－ ６１：０９．８� ８．７�
２３ マジシャンズレッド 牡２栗 ５４ 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 裕 日高 永村 侑 ４４６＋ ４１：１０．１１� １７１．２�
４７ アスカブランシュ 牝２芦 ５４ 松岡 正海神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４４４－ ４１：１０．２クビ ７．９�
３５ ティアップサニー 牝２黒鹿５４ 江田 照男田中 昇氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８－ ４ 〃 ハナ ９．０�
７１３ 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 ４６６＋ ２１：１０．３� １５．８	
３６ ネオドラゴン 牡２黒鹿５４ 内田 博幸窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４４２－ ２１：１０．５１ ３．９

５１０ ミキノロココ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広谷口 久和氏 保田 一隆 新ひだか 久米 和夫 ４４０－ ８ 〃 クビ ２０２．０�
２４ 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 ４６４－ ２１：１０．８１� ２４５．１
６１１ サフランティアラ 牝２黒鹿５４ 田中 博康海原 聖一氏 坂本 勝美 平取 高橋 啓 ４０４＋ ８１：１１．１２ ４９５．５�
１２ ア ト キ リ ナ 牝２鹿 ５４

５１ ▲山崎 亮誠�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４３４± ０１：１１．２� ２４．９�
８１５ カシマシャドウ 牡２黒鹿５４ 国分 優作松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４２６－ ４ 〃 クビ ２５．２�
７１４ コスモバレンタイン 牝２芦 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 中村農場 ３９０＋ ２１：１１．３クビ ８９．５�
５９ ユ ウ シ ン 牡２鹿 ５４ 村田 一誠益田 修一氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 ４３２－ ８１：１１．５１	 １６８．９�
６１２ スーパーフランカー 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 上野 正恵 ４７８＋ ２１：１３．７大差 ４９９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，３９９，６００円 複勝： ３２，９０４，４００円 枠連： １４，３８１，５００円

馬連： ４４，３７６，６００円 馬単： ２９，４５５，４００円 ワイド： １９，９３３，６００円

３連複： ６０，１１６，６００円 ３連単： ９３，８２０，０００円 計： ３０９，３８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １８０円 � １６０円 � ２２０円 枠 連（１－８） ６７０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ８１０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� ９，６２０円

票 数

単勝票数 計 １４３９９６ 的中 � ２６８７１（２番人気）
複勝票数 計 ３２９０４４ 的中 � ５０８３５（３番人気）� ６２９０９（１番人気）� ３４３８０（５番人気）
枠連票数 計 １４３８１５ 的中 （１－８） １５９４２（３番人気）
馬連票数 計 ４４３７６６ 的中 �� ４１２６５（１番人気）
馬単票数 計 ２９４５５４ 的中 �� １４２１１（１番人気）
ワイド票数 計 １９９３３６ 的中 �� １６５１２（１番人気）�� ５７７０（１０番人気）�� ５７３１（１１番人気）
３連複票数 計 ６０１１６６ 的中 ��� １９０９８（５番人気）
３連単票数 計 ９３８２００ 的中 ��� ７２０２（１１番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．０―１１．５―１１．６―１１．５―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．９―３４．４―４６．０―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モグモグパクパク �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．６．９ 東京６着

２０１０．４．２１生 牡２栗 母 ワスレナイデ 母母 サンシャインバレイ ５戦１勝 賞金 ９，０００，０００円
〔制裁〕 モグモグパクパク号の騎手北村宏司は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔その他〕 スーパーフランカー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※ティアップサニー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２３０５０ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０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

３５ セ キ シ ョ ウ 牝２青鹿５４ 吉田 豊山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４９０＋ ２１：４７．０ ２．７�

４８ ウインアルザス 牡２鹿 ５４ 柴田 大知�ウイン 西園 正都 新冠 秋田牧場 ４９６－ ２１：４７．９５ ２．７�
６１１ サーマウント 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣前田 幸治氏 古賀 史生 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７２＋ ４１：４８．６４ １５．６�
４７ マイネルイルミナル 牡２鹿 ５４ 木幡 初広 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 富川田中牧場 ４４０－ ４ 〃 クビ ２１．９�
６１２ タニセンダイナスト 牡２鹿 ５４ 石橋 脩染谷 幸雄氏 萱野 浩二 浦河 杵臼牧場 ４４４－ ４１：４８．８１� ４３．３�
８１６ エバーグレーズ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 新ひだか ヒサイファーム ４３６＋ ４１：４９．１１� ５．４�
７１３ マイネルゼータ 牡２青鹿５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム ４６０＋ ２ 〃 ハナ １０．２	
３６ パンドラローズ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 武市 康男 えりも 上島牧場 ４５８± ０１：４９．３１� ８５．５

２４ アクロコリントス 牝２鹿 ５４ 国分 優作岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ８ 〃 クビ １９４．５�
５１０ トーセンワイルド 牡２青 ５４ 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７０＋ ２１：４９．８３ １８．１
１１ シ ー ボ ル ト 牡２栗 ５４ 北村 宏司重松 國建氏 黒岩 陽一 新ひだか 前川 勇 ４８２＋ ４１：５０．１１� １１８．９�
７１４ ソムニアシチー 牝２鹿 ５４ 江田 照男 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 幾千世牧場 ４３８－ ４ 〃 クビ １４４．９�
２３ スナークモーション 牝２鹿 ５４ 中舘 英二杉本 豊氏 嶋田 潤 新ひだか 見上牧場 ４４２＋ ６１：５０．３１� ３３４．９�
５９ セイウンコダシ 牡２栗 ５４ 村田 一誠西山 茂行氏 菅原 泰夫 浦河 高昭牧場 ４５０－ ２１：５０．６１� ２７９．７�
８１５ テ ロ ワ ー ル 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 和田正一郎 新ひだか 石川 栄一 ４１０－２０１：５０．７クビ ３１４．８�
１２ コスモオデッセイ 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 平取 原田 新治 ４８４± ０１：５１．５５ １５５．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，２９６，９００円 複勝： ２７，６９５，５００円 枠連： １０，７９８，８００円

馬連： ３８，２５８，２００円 馬単： ２８，３５０，３００円 ワイド： １８，４４４，７００円

３連複： ５１，４５５，９００円 ３連単： ８９，４２５，９００円 計： ２７９，７２６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � ２５０円 枠 連（３－４） ３８０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ６７０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，７９０円 ３ 連 単 ��� ５，５３０円

票 数

単勝票数 計 １５２９６９ 的中 � ４５２２９（１番人気）
複勝票数 計 ２７６９５５ 的中 � ７４０９２（１番人気）� ６４３１１（２番人気）� １９２９６（５番人気）
枠連票数 計 １０７９８８ 的中 （３－４） ２１３８５（１番人気）
馬連票数 計 ３８２５８２ 的中 �� ７６２７５（１番人気）
馬単票数 計 ２８３５０３ 的中 �� ２８２４１（１番人気）
ワイド票数 計 １８４４４７ 的中 �� ３１３７８（１番人気）�� ５８４１（９番人気）�� ５９９８（８番人気）
３連複票数 計 ５１４５５９ 的中 ��� ２１３２１（５番人気）
３連単票数 計 ８９４２５９ 的中 ��� １１９５０（１０番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１１．９―１２．４―１２．６―１２．１―１１．３―１０．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．３―３６．２―４８．６―１：０１．２―１：１３．３―１：２４．６―１：３５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セ キ シ ョ ウ �
�
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 ２０１２．７．１ 中京５着

２０１０．５．２７生 牝２青鹿 母 ホーネットピアス 母母 ダイナシユート ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモオデッセイ号は，平成２４年１０月２５日まで平地競走に出走できない。

第３回 新潟競馬 第５日



２３０５１ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５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）

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

４７ サ ラ フ ァ ン 牝３栗 ５４ 内田 博幸�ターフ・スポート大竹 正博 浦河 上山牧場 ４６６＋ ２１：５５．３ ６．１�

６１０ タケデンサイレント 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４５４＋ ２１：５６．１５ ４０．２�
８１５ ショコラディスコ 牝３青 ５４ 大野 拓弥吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：５６．３１ ２８．０�
５８ 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 ４８２＋ ２１：５６．６２ １４．６�
７１３ シェーンレーヴェ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 ４７６－ ６１：５６．７� ５．６�
５９ ヤマニンパニエ 牝３鹿 ５４ 国分 優作土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 ４７０－１２１：５７．２３ ２６０．１�
２２ イニシエノウタ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 ４４２＋１０ 〃 アタマ ９．９	
２３ キョウワアマテラス 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 ４８６＋ ４１：５７．５２ ８．０

４６ スネガエクスプレス 牝３青鹿５４ 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム ４８０－ ６１：５８．３５ ２１．５�
８１４ ターフアクトレス 牝３鹿 ５４ 江田 照男千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４３２＋ ８１：５８．７２� １５９．８�
３５ トラストシンシ 牝３栗 ５４ 松岡 正海菅波 雅巳氏 的場 均 浦河 駿河牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ １９．７
１１ ストレイバード 牝３鹿 ５４ 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 浦河 小倉牧場 ４６８－ ６ 〃 ハナ ２．４�
３４ ツクバエルドラド 牝３鹿 ５４ 田中 博康荻原 昭二氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：５９．２３ １２３．６�
７１２ タイキローズベスト 牝３鹿 ５４ 嘉藤 貴行花野 友象氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 ４２０－ ４１：５９．５１� ９３．５�
６１１ ヴィアフェラータ 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次下河邉 博氏 粕谷 昌央 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４６８－ ２２：０３．５大差 １０１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，８２０，９００円 複勝： ３４，３１９，９００円 枠連： １３，３０７，６００円

馬連： ４５，１７４，８００円 馬単： ３４，２１６，９００円 ワイド： ２１，１２１，０００円

３連複： ６２，４０８，８００円 ３連単： １０１，１６４，２００円 計： ３２９，５３４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６１０円 複 勝 � ２２０円 � ７４０円 � ８３０円 枠 連（４－６） ５，２２０円

馬 連 �� ９，４３０円 馬 単 �� １４，４８０円

ワ イ ド �� ２，０４０円 �� ２，３２０円 �� ７，７７０円

３ 連 複 ��� ５４，０００円 ３ 連 単 ��� ２９３，９４０円

票 数

単勝票数 計 １７８２０９ 的中 � ２３２８１（３番人気）
複勝票数 計 ３４３１９９ 的中 � ５２７５４（２番人気）� １０８７８（９番人気）� ９６５７（１０番人気）
枠連票数 計 １３３０７６ 的中 （４－６） １８８４（２２番人気）
馬連票数 計 ４５１７４８ 的中 �� ３５３９（３３番人気）
馬単票数 計 ３４２１６９ 的中 �� １７４５（５３番人気）
ワイド票数 計 ２１１２１０ 的中 �� ２５７４（２４番人気）�� ２２６１（２８番人気）�� ６５８（５５番人気）
３連複票数 計 ６２４０８８ 的中 ��� ８５３（１２７番人気）
３連単票数 計１０１１６４２ 的中 ��� ２５４（７１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３６．０―４９．３―１：０２．２―１：１５．０―１：２８．４―１：４１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F４０．３
１
３
７，１５－１４，１２，１１（１，６）（３，４）（２，８）５，１０－（９，１３）
７，１５－１２，１４，６（１，３）（４，８）（２，１０）５，１３，１１＝９

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

勝馬の
紹 介

サ ラ フ ァ ン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２０１２．２．１２ 東京１１着

２００９．３．１５生 牝３栗 母 ティリオブストラッフォード 母母 Deviltante ５戦１勝 賞金 ６，４００，０００円
〔制裁〕 ショコラディスコ号の騎手大野拓弥は，１コーナーで内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１２番・１１番・１番への進

路影響）
〔その他〕 ヴィアフェラータ号は，１コーナー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。

２３０５２ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５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

８１１� コブラボール 牡８青鹿６０ 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 ４８０＋ ６３：０４．９ １３．５�

８１２ 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 ４６０＋ ２ 〃 クビ ３．２�
１１ 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 ４８２＋ ２３：０５．０� １．８�
６７ � トーセンタイガー 牡４鹿 ６０ 石神 深一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ５０６－１２３：０５．６３� ４０．７�
６８ �� ウィッシングデュー 牝８黒鹿５８ 横山 義行中村 浩章氏 土田 稔 米 Hopewell In-

vestments LLC ５１０＋ ４３：０５．７� ３０．０�
７１０ アドバンスヘイロー 牡６青鹿６０ 平沢 健治西川 隆士氏 武藤 善則 新冠 佐藤 信広 ４６０＋ ２３：０５．８クビ ２０．０	
７９ 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 ４４２－ ２ 〃 クビ ２１．７

２２ 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± ０３：０６．３３ １０．０�
３３ フクノゴールド 牡３鹿 ５８ 草野 太郎福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４４６± ０３：０６．６２ ４２．３�
５５ � シンボリアミアン �５鹿 ６０ 大江原 圭シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ５１０－１２３：１１．１大差 １２０．５
５６ � コパノワーニング 牡３芦 ５８ 浜野谷憲尚小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 畠山牧場 ５５０－ ４３：１９．６大差 １６６．０�
４４ � 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 ４６４－１０ （競走中止） ２４３．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，２６６，７００円 複勝： ２０，００４，８００円 枠連： １１，５４３，４００円

馬連： ２９，４１８，０００円 馬単： ２６，７８４，９００円 ワイド： １４，１０１，９００円

３連複： ４２，０６２，６００円 ３連単： ９０，１９８，０００円 計： ２４７，３８０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � １８０円 � １１０円 � １１０円 枠 連（８－８） ２，０００円

馬 連 �� １，９１０円 馬 単 �� ５，４１０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ２５０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� １１，８３０円

票 数

単勝票数 計 １３２６６７ 的中 � ７７６６（４番人気）
複勝票数 計 ２０００４８ 的中 � １７２３８（４番人気）� ５１８９４（２番人気）� ７０７５７（１番人気）
枠連票数 計 １１５４３４ 的中 （８－８） ４２６７（８番人気）
馬連票数 計 ２９４１８０ 的中 �� １１３６９（６番人気）
馬単票数 計 ２６７８４９ 的中 �� ３６５７（１７番人気）
ワイド票数 計 １４１０１９ 的中 �� ６０４１（５番人気）�� １２７４２（２番人気）�� ３４３２６（１番人気）
３連複票数 計 ４２０６２６ 的中 ��� ４２１３８（２番人気）
３連単票数 計 ９０１９８０ 的中 ��� ５６３１（３０番人気）

上り １マイル １：４３．６ ４F ５０．３－３F ３７．５
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」
１
�

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

勝馬の
紹 介

�コブラボール �
�
父 ゴ ー カ イ �

�
母父 サクラホクトオー

２００４．４．２７生 牡８青鹿 母 ワ ゴ ン リ ー 母母 スーパーハナコ 障害：１４戦１勝 賞金 １８，２００，０００円
地方デビュー ２００６．９．２１ 船橋

〔競走中止〕 タトゥーン号は，２号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため中止。



２３０５３ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５日 第５競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０７．８

良

良

３３ クリスタルカイザー 牡２鹿 ５４ 内田 博幸 Him Rock Racing 斎藤 誠 日高 タバタファーム ４８０ ―１：１０．６ ７．０�

２２ ナルミチャン 牝２鹿 ５４ 北村 宏司�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 ４５２ ―１：１０．７� ７．０�
６８ � ペルセクション 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義門野 重雄氏 田所 秀孝 米 Winches-

ter Farm ４６６ ―１：１０．８� ９．７�
７９ アポロモヒート 牝２栗 ５４ 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 原田牧場 ４９４ ―１：１０．９クビ １６．９�
６７ アンジェラスベル 牝２鹿 ５４ 江田 照男田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 ４６４ ―１：１１．２２ １６．８�
８１１ アルデグロリア 牝２栗 ５４ 田中 博康井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 ４６８ ―１：１１．３クビ ４１．０�
５５ グランパドゥシャ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩�ターフ・スポート矢野 英一 新冠 長浜牧場 ４５０ ― 〃 クビ １５．０	
４４ コスモキャロル 牝２鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 前川 義則 ４４２ ―１：１１．４� ４５．４

８１２ スマートサファイア 牡２芦 ５４ 渡辺 薫彦大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４６０ ― 〃 クビ １．９�
７１０ デンコウアローズ 牝２鹿 ５４ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 ４４２ ―１：１１．５クビ １６７．３�
５６ メイスンインパルス 牡２鹿 ５４ 木幡 初広梅村 浩氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム ４５８ ―１：１２．３５ １２．０
１１ ホッカイマリリン 牝２黒鹿５４ 吉田 豊�北海牧場 柴田 政人 日高 若林 武雄 ４２８ ―１：１２．７２� ７７．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，７４１，０００円 複勝： ２８，４７９，０００円 枠連： １１，７１５，０００円

馬連： ４０，５５６，３００円 馬単： ３２，４１７，２００円 ワイド： １８，６１３，５００円

３連複： ５０，６０２，８００円 ３連単： ９２，７２６，９００円 計： ２９４，８５１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７００円 複 勝 � ２００円 � ２００円 � ２２０円 枠 連（２－３） ２，２４０円

馬 連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ４，９５０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ７００円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ４，６６０円 ３ 連 単 ��� ３０，９１０円

票 数

単勝票数 計 １９７４１０ 的中 � ２２２３７（３番人気）
複勝票数 計 ２８４７９０ 的中 � ３７９８０（３番人気）� ３８３５８（２番人気）� ３３６６７（４番人気）
枠連票数 計 １１７１５０ 的中 （２－３） ３８７３（１０番人気）
馬連票数 計 ４０５５６３ 的中 �� １４５６０（８番人気）
馬単票数 計 ３２４１７２ 的中 �� ４８３５（１７番人気）
ワイド票数 計 １８６１３５ 的中 �� ７２１３（６番人気）�� ６６５０（８番人気）�� ５３６９（１０番人気）
３連複票数 計 ５０６０２８ 的中 ��� ８０２６（１７番人気）
３連単票数 計 ９２７２６９ 的中 ��� ２２１４（９９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．５―１１．８―１１．４―１１．３―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２４．０―３５．８―４７．２―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスタルカイザー �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

２０１０．３．３生 牡２鹿 母 ロッキーバッハ 母母 モコロツキー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２３０５４ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５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

４７ メイショウムロト 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 ４７２＋ ６１：１２．６ ４．６�

８１５ ケージーヒトメボレ 牝３栗 ５４ 松岡 正海川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４４４＋ ２１：１２．７� １４．２�
２２ 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 ５２２＋ ２１：１３．０２ ８．２�
１１ ケイアイカーム 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �啓愛義肢材料販売所 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４４８－ ４１：１３．２１� ２４．８�
３４ ドラゴンプライド 牝３鹿 ５４ 内田 博幸窪田 芳郎氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４ 〃 クビ ４．０�
７１２ マイネベルヴィ 牝３栗 ５４ 柴田 大知 �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 ４６０＋ ８１：１３．４１� ７３．３�
２３ ショウナンワヒネ 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人	湘南 伊藤 大士 浦河 桑田牧場 ４８８＋ ４ 〃 ハナ ２．４

８１４ コンティヌアトーレ 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ４９０± ０１：１３．６１� ３５．４�

５９ ワンダープレンダ 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲西村 太一山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 B４５６－ ６ 〃 ハナ ４５．０�

６１１ ウインエポナ 牝３黒鹿５４ 大野 拓弥�ウイン 高木 登 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５８＋ ８１：１４．４５ １６５．５

５８ サンマルリバティ 牡３鹿 ５６ 渡辺 薫彦相馬 勇氏 大根田裕之 日高 田端牧場 ５３０＋１６１：１４．５� ２３．９�
４６ カミノフルハウス 牝３鹿 ５４ 吉田 豊村上 正喜氏 松永 康利 青森 ワールドファーム ４２４＋ ６１：１４．６� ４３１．７�
７１３ スイートネモフィラ 牝３黒鹿５４ 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 ５０６＋２０１：１５．５５ １３４．０�
３５ イレヴンポイント 牝３栗 ５４ 武士沢友治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか キヨタケ牧場 ４５０＋ ２１：１６．７７ ２７１．８�
６１０ ア レ ジ 牡３鹿 ５６ 小島 太一 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６ ―１：１８．１９ ２４１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，６９１，８００円 複勝： ３７，６２１，１００円 枠連： １４，６６５，４００円

馬連： ４７，５１２，８００円 馬単： ３６，１１８，１００円 ワイド： ２４，９０３，７００円

３連複： ６１，４９８，４００円 ３連単： １１８，９８８，５００円 計： ３６２，９９９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ３７０円 � ２２０円 枠 連（４－８） ２，０６０円

馬 連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ４，８９０円

ワ イ ド �� ９４０円 �� ５９０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ５，１４０円 ３ 連 単 ��� ２８，１１０円

票 数

単勝票数 計 ２１６９１８ 的中 � ３７７２０（３番人気）
複勝票数 計 ３７６２１１ 的中 � ６６３３４（３番人気）� ２２３７５（５番人気）� ４７６１５（４番人気）
枠連票数 計 １４６６５４ 的中 （４－８） ５２７２（８番人気）
馬連票数 計 ４７５１２８ 的中 �� １２４９０（９番人気）
馬単票数 計 ３６１１８１ 的中 �� ５４５６（１８番人気）
ワイド票数 計 ２４９０３７ 的中 �� ６４９４（８番人気）�� １０９５５（６番人気）�� ４４１１（１３番人気）
３連複票数 計 ６１４９８４ 的中 ��� ８８３６（１５番人気）
３連単票数 計１１８９８８５ 的中 ��� ３１２４（８１番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．２―１１．５―１２．３―１２．４―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．３―３４．８―４７．１―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウムロト �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー ２０１１．１２．３ 阪神５着

２００９．３．２６生 牡３鹿 母 メイショウテッケル 母母 メイショウノハナ １４戦１勝 賞金 １３，２６０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イレヴンポイント号・アレジ号は，平成２４年９月２５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 カルメンズサン号・ニンファエア号



２３０５５ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０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

５１０� ナスノシベリウス 牝３芦 ５４ 内田 博幸�須野牧場 和田 正道 米
B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

５０４＋ ６１：４６．４ ５．３�

１１ コスモミレネール 牝３鹿 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム ４３０＋ ２１：４６．５� ６．７�
３５ プルミエデマンシュ 牡３鹿 ５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４９０ ―１：４６．６� ５．８�
８１７ シルキーマーチ 牡３鹿 ５６ 江田 照男有限会社シルク星野 忍 新冠 須崎牧場 ４４４＋ ４１：４６．８１	 ４．７�
３６ クイーンギムレット 牝３栗 ５４ 松岡 正海飯田総一郎氏 鈴木 孝志 日高 千葉飯田牧場 ４２６± ０ 〃 クビ ５．７�
５９ ブリングスザサン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 	グリーンファーム 小島 茂之 千歳 社台ファーム B４４８± ０１：４７．１１� ８．３

１２ アラマサスカイ 牝３黒鹿５４ 吉田 豊�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム B４６６± ０１：４７．５２� ２２．３�
８１６ ライフハッカー 牡３栗 ５６ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 日高 門別牧場 ４７２± ０１：４７．７１	 ４５．５�
４７ マイネルプレジャー 牡３鹿 ５６ 嘉藤 貴行 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム ４８２＋ ４１：４８．０２ ９２．６
７１４ ケージーカグヤヒメ 牝３鹿 ５４ 田中 博康川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 ４３２－ ２１：４８．１クビ ９３．６�
２４ カワキタバルク 牡３青鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次川島 吉男氏 大和田 成 日高 細川牧場 ４６０± ０１：４８．６３ ２７２．６�
８１８ アストライオス 牡３栗 ５６ 石橋 脩�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４５２＋ ２ 〃 クビ １０．６�
６１２ ソ ン サ ン 牡３芦 ５６ 大野 拓弥山口功一郎氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：４８．７クビ ４９．４�
７１５ トウカイマジカル 牡３鹿 ５６ 村田 一誠内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４６０－ ６１：４８．９１	 ３３１．７�
７１３ トウカイアピール 牝３黒鹿５４ 木幡 初広内村 正則氏 成島 英春 日高 碧雲牧場 ４３４－ ４ 〃 ハナ ５９．３�
４８ ハクサンストーン 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥河� 五市氏 石毛 善彦 日高 下河辺牧場 ４６２＋ ２１：４９．３２� １９７．０�
６１１ ドリームテンペスト 牡３栗 ５６

５３ ▲原田 和真セゾンレースホース	 大江原 哲 平取 中川 隆 ４８０± ０１：４９．８３ ２７４．８�
２３ ワンマンライブ 牡３黒鹿５６ 石神 深一 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 様似 小田 誠一 ４６４± ０１：５０．０１	 ２３７．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２２，５１９，９００円 複勝： ４１，９５５，９００円 枠連： ２２，８９６，５００円

馬連： ５７，４０８，８００円 馬単： ３７，３８０，９００円 ワイド： ２６，４３２，４００円

３連複： ７１，９５１，５００円 ３連単： １１６，２９０，０００円 計： ３９６，８３５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２００円 � ２２０円 � ２８０円 枠 連（１－５） ９００円

馬 連 �� １，７６０円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ８７０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ５，２４０円 ３ 連 単 ��� ２７，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２２５１９９ 的中 � ３３８５２（２番人気）
複勝票数 計 ４１９５５９ 的中 � ６２９２７（３番人気）� ５０５４６（４番人気）� ３５７１６（６番人気）
枠連票数 計 ２２８９６５ 的中 （１－５） １８９５４（６番人気）
馬連票数 計 ５７４０８８ 的中 �� ２４１２８（８番人気）
馬単票数 計 ３７３８０９ 的中 �� ８１６９（１４番人気）
ワイド票数 計 ２６４３２４ 的中 �� ８４７３（１０番人気）�� ７５４４（１３番人気）�� ５１２５（１６番人気）
３連複票数 計 ７１９５１５ 的中 ��� １０１４４（１９番人気）
３連単票数 計１１６２９００ 的中 ��� ３１７５（９４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．６―１２．２―１２．４―１１．５―１１．７―１１．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．８―３５．４―４７．６―１：００．０―１：１１．５―１：２３．２―１：３４．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナスノシベリウス �
�
父 Unbridled’s Song �

�
母父 Pine Bluff デビュー ２０１１．１２．２５ 中山５着

２００９．３．２２生 牝３芦 母 Cradlesong 母母 Happy Tune ６戦１勝 賞金 ７，９００，０００円
〔制裁〕 ハクサンストーン号の騎手大庭和弥は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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） ５頭 アクセラレーター号・ハシルヨアニキ号・ファイアーアゲン号・マサノジョバンナ号・ロジテール号
（非抽選馬） １頭 ネームオブザゲーム号

２３０５６ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （ダート・左）

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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

６１１ ス カ ー レ ル 牝３栗 ５２ 国分 優作吉田 照哉氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４５８－ ４１：５４．６ ５．２�

８１５ ハッピーマリーン 牝３栗 ５２ 木幡 初広道永 幸治氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ５２０＋ ８１：５４．７� ４．１�
５９ � トーホウビューティ 牝４栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次東豊物産� 田中 清隆 浦河 有限会社
吉田ファーム ４７０－２１１：５５．２３ ２１．２�

３５ ナムラエメラルド 牝４鹿 ５５ 松岡 正海奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 ４７２＋ ６１：５５．３クビ １７．７�
７１２ トーセンビート 牝４鹿 ５５ 内田 博幸島川 �哉氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４８６－ ２ 〃 クビ １０．０�
２３ ファーマジェンヌ 牝３黒鹿５２ 吉田 豊中西 功氏 谷原 義明 浦河 オンワード牧場 ４９２＋ ６１：５５．４クビ ３４．４	
１１ ブルーメリディアン 牝３黒鹿５２ 蛯名 正義 �ブルーマネジメント加藤 征弘 新ひだか 佐竹 学 ４４６＋ ２ 〃 ハナ ４．４

４７ オータムカラー 牝３栗 ５２

４９ ▲西村 太一 �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４－ ８１：５５．６１� ３５．４�

５８ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４４２± ０１：５５．８１� ６．３
４６ スカルラット 牝３栃栗 ５２

４９ ▲山崎 亮誠�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム ４８６＋ ４ 〃 ハナ １３．０�
８１４ デルマアプサラス 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４６４－ ４ 〃 ハナ ５８．２�
３４ マイネフェリックス 牝５栗 ５５ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム B４８６± ０１：５５．９クビ ４５．３�
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 ４３４－ ２１：５６．０� ３３２．２�
６１０ キョウエイヒドラ 牝４栗 ５５ 大野 拓弥田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４７６－ ８ 〃 クビ １２８．１�
７１３ トレジャーチェスト 牝５芦 ５５ 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ５１４＋１２１：５６．３２ １９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，９７１，８００円 複勝： ４０，９１４，９００円 枠連： ２０，３６８，１００円

馬連： ６６，７８８，２００円 馬単： ３９，８８９，４００円 ワイド： ２７，４５４，８００円

３連複： ８０，９８１，８００円 ３連単： １２７，３７５，３００円 計： ４２６，７４４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２２０円 � ２１０円 � ７３０円 枠 連（６－８） １，１６０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，３２０円

ワ イ ド �� ５７０円 �� ２，８００円 �� ２，２７０円

３ 連 複 ��� ９，６２０円 ３ 連 単 ��� ４２，９９０円

票 数

単勝票数 計 ２２９７１８ 的中 � ３５２６７（３番人気）
複勝票数 計 ４０９１４９ 的中 � ５５７０３（４番人気）� ５９４３４（３番人気）� １１７１２（１０番人気）
枠連票数 計 ２０３６８１ 的中 （６－８） １３０４３（６番人気）
馬連票数 計 ６６７８８２ 的中 �� ４５５００（１番人気）
馬単票数 計 ３９８８９４ 的中 �� １２６９２（５番人気）
ワイド票数 計 ２７４５４８ 的中 �� １２９２４（３番人気）�� ２３２２（３８番人気）�� ２８７９（３０番人気）
３連複票数 計 ８０９８１８ 的中 ��� ６２１８（２８番人気）
３連単票数 計１２７３７５３ 的中 ��� ２１８７（１１９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３７．９―５１．４―１：０４．２―１：１６．８―１：２９．４―１：４１．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス カ ー レ ル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１２．２５ 中山２着

２００９．３．９生 牝３栗 母 ドライアッド 母母 オークツリー ６戦２勝 賞金 １７，８００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。



２３０５７ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５日 第９競走 ��
��１，０００�

ら い こ う

雷 光 特 別
発走１４時３５分 （芝・直線）

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 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

５９ オレニホレルナヨ 牡３栗 ５４ 内田 博幸 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４９６－ ２ ５４．４ ５．５�

６１２� リトルゲルダ 牝３芦 ５２ 国分 優作栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple
Bloodstock ４９２± ０ 〃 ハナ １７．１�

８１６ アンゲネーム �４鹿 ５７ 中舘 英二�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６６－ ４ ５４．６１	 ７３．９�
２３ サクラブライト 牝４黒鹿５５ 蛯名 正義�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 新和牧場 ４４６± ０ ５４．７	 ３３．８�
８１８ コマノガレオス 牡３鹿 ５４ 松岡 正海長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ５０４＋ ２ ５４．８	 ６．６�
４８ ユキノアイオロス �４鹿 ５７ 武士沢友治井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４７２± ０ ５４．９クビ １５．６	
３６ ミ ス ネ バ ー 牝３栗 ５２ 渡辺 薫彦澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ １８２．２

７１３ アポロアリーナ 牝３黒鹿５２ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 平野牧場 ４７８－ ４ ５５．０クビ ２３．１�
１１ ダイワスペシャル �４栗 ５７ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ４９６＋ ２ ５５．１
 ２．７�
８１７ コウヨウメビウス 牝４鹿 ５５ 柴田 大知寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ４７２＋ ２ ５５．２クビ ５０．６
７１４ ダノンカスガ 牡５青鹿５７ 吉田 豊�ダノックス 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４８０－ ２ ５５．３	 ２２．７�
７１５ アブマーシュ 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４６８＋ ６ 〃 ハナ ５．０�
２４ プレミアムパス 牡４鹿 ５７ 江田 照男村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B４６８± ０ ５５．５１� ８１．５�
３５ ニシノショータイム 牡４鹿 ５７ 大庭 和弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 B４９０－ ６ 〃 クビ ５９．１�
４７ � ノンパッサーレ 牡４黒鹿５７ 木幡 初広佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４７６－ ２ 〃 同着 １８４．７�
１２ リュウシンヒーロー 牡４鹿 ５７ 石橋 脩桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４８－１０ 〃 アタマ ９９．９�
５１０ リ ョ ウ ラ ン 牡３栗 ５４ 中谷 雄太�須野牧場 矢野 照正 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４７２＋２０ ５５．８２ １４９．３�
６１１ リズミカルステップ 牝５栗 ５５ 村田 一誠有限会社シルク尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 B４６０＋ ４ ５５．９クビ ４７．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３２，２２３，３００円 複勝： ５７，１３３，７００円 枠連： ２７，４２８，５００円

馬連： ９３，９２６，４００円 馬単： ５７，１０４，５００円 ワイド： ３９，４２７，９００円

３連複： １２２，２９５，７００円 ３連単： ２１３，０４５，３００円 計： ６４２，５８５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２３０円 � ５５０円 � １，４８０円 枠 連（５－６） ３，３００円

馬 連 �� ４，４９０円 馬 単 �� ７，６４０円

ワ イ ド �� １，７３０円 �� ４，７８０円 �� １０，３８０円

３ 連 複 ��� １００，７４０円 ３ 連 単 ��� ４８０，８２０円

票 数

単勝票数 計 ３２２２３３ 的中 � ４６７９９（３番人気）
複勝票数 計 ５７１３３７ 的中 � ８１９７１（２番人気）� ２５６８２（６番人気）� ８６３９（１２番人気）
枠連票数 計 ２７４２８５ 的中 （５－６） ６１４９（１７番人気）
馬連票数 計 ９３９２６４ 的中 �� １５４５１（１７番人気）
馬単票数 計 ５７１０４５ 的中 �� ５５１７（２５番人気）
ワイド票数 計 ３９４２７９ 的中 �� ５７５０（１７番人気）�� ２０１７（４５番人気）�� ９２１（７４番人気）
３連複票数 計１２２２９５７ 的中 ��� ８９６（２０６番人気）
３連単票数 計２１３０４５３ 的中 ��� ３２７（９３８番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．０―１０．６―１０．２―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．８―２１．８―３２．４―４２．６

上り４F４２．６－３F３２．６
勝馬の
紹 介

オレニホレルナヨ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．８．１３ 小倉３着

２００９．３．１１生 牡３栗 母 マチカネホレルナヨ 母母 Simply Gorgeous ９戦２勝 賞金 ２５，６１０，０００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 アードバーク号・デリケートアーチ号・ニケ号・レッツマンボウ号

２３０５８ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５日 第１０競走 ��
��２，２００�

あ が の が わ

阿 賀 野 川 特 別
発走１５時１０分 （芝・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．８．２７以降２４．８．１９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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．０
２：１０．０

良

良

４４ トラストワン 牡４黒鹿５５ 松岡 正海大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 ５００± ０２：１３．２ ７．６�

８１１ フェイルノート 牡５青鹿５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム ５１８－１２ 〃 クビ １８．５�
７９ マイネオーチャード 牝４栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ムラカミファーム ４５２－ ４２：１３．５２ ２．８�
５５ タガノイノセンス 牝５青 ５４ 柴田 善臣八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ５０８－ ２２：１３．６� ５．９�
１１ トーセンペトリュス 牡６栗 ５５ 石橋 脩島川 �哉氏 鈴木 康弘 早来 ノーザンファーム ５１０－１２２：１３．９２ １７．１	
２２ スカイディグニティ 牡３鹿 ５３ 内田 博幸�G１レーシング 友道 康夫 新冠 大栄牧場 ４９０＋１２２：１４．０クビ ３．６

６７ ゼ ロ ー ソ 牡５黒鹿５４ 吉田 豊前田 葉子氏 尾関 知人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０＋ ８２：１４．２１� ５２．１�
８１０ ジョンブルクリス 牡４栗 ５５ 中舘 英二�イーデン産業 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４７４＋ ２２：１４．３クビ ６．０�
７８ アルファメガハート 牝７鹿 ５０ 石神 深一�貴悦 嶋田 潤 新冠 秋田牧場 ４７０－ ２２：１５．１５ ２１３．７
６６ フランドルシチー 牡７鹿 ５３ 大野 拓弥 �友駿ホースクラブ 奥平 雅士 門別 幾千世牧場 ５２６＋ ２２：１５．２� １１１．２�
３３ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５０ 西村 太一�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４６０－ ４２：１５．４１� ２２５．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３１，９３５，０００円 複勝： ５０，９９９，９００円 枠連： １８，６４４，０００円

馬連： ９７，２３８，２００円 馬単： ６４，３６３，８００円 ワイド： ３２，４７０，１００円

３連複： １０１，８２７，８００円 ３連単： ２３５，３４３，７００円 計： ６３２，８２２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７６０円 複 勝 � ２１０円 � ３５０円 � １５０円 枠 連（４－８） １，６７０円

馬 連 �� ５，８１０円 馬 単 �� １２，０９０円

ワ イ ド �� １，３５０円 �� ３５０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ５，９２０円 ３ 連 単 ��� ５０，７００円

票 数

単勝票数 計 ３１９３５０ 的中 � ３３５０７（５番人気）
複勝票数 計 ５０９９９９ 的中 � ６３３２４（５番人気）� ３０２０２（７番人気）� １１８４８１（１番人気）
枠連票数 計 １８６４４０ 的中 （４－８） ８２８７（９番人気）
馬連票数 計 ９７２３８２ 的中 �� １２３７２（２０番人気）
馬単票数 計 ６４３６３８ 的中 �� ３９２９（３７番人気）
ワイド票数 計 ３２４７０１ 的中 �� ５５１７（２０番人気）�� ２５５７６（３番人気）�� ８６２１（１３番人気）
３連複票数 計１０１８２７８ 的中 ��� １２７１０（２２番人気）
３連単票数 計２３５３４３７ 的中 ��� ３４２６（１５９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．９―１２．６―１２．９―１３．１―１２．１―１２．０―１１．４―１１．２―１１．１―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．０―２４．９―３７．５―５０．４―１：０３．５―１：１５．６―１：２７．６―１：３９．０―１：５０．２―２：０１．３

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

トラストワン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１０．７．１８ 函館１着

２００８．４．１５生 牡４黒鹿 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル １４戦４勝 賞金 ４９，７４０，０００円
〔制裁〕 ブリッサ号の騎手西村太一は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）



２３０５９ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５日 第１１競走 ��
��１，４００�

と き

朱鷺ステークス
発走１５時４５分 （芝・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

賞 品
本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

５１０ レオアクティブ 牡３栗 ５３ 蛯名 正義田中 博之氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 ４４８＋ ２１：１９．７ ５．２�

３６ サンディエゴシチー 牡５黒鹿５５ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム ５１２± ０１：１９．９１ ６．３�
２３ チャームポット 牝６栗 ５４ 国分 優作タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４６０＋ ４１：２０．２２ ５８．８�
４７ アンシェルブルー 牝５黒鹿５３ 柴田 善臣矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４７０＋ ８ 〃 クビ ７．３�
１１ ウインドジャズ 牡５黒鹿５６ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４９０＋ ２１：２０．３� １４．３�
４８ オウケンサクラ 牝５鹿 ５４ 北村 宏司福井 明氏 音無 秀孝 新冠 高瀬牧場 ５０４＋ ２１：２０．７２� ９．２�
５９ スペシャルハート 牡７栗 ５６ 木幡 初広芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４８４－１２ 〃 クビ ２２．１	
８１８ サワノパンサー 牡６鹿 ５６ 吉田 豊澤田 
子氏 松元 茂樹 浦河 杵臼牧場 ５５８＋１０ 〃 ハナ ２９．０�
７１３ ラインブラッド 牡６栗 ５６ 中舘 英二大澤 繁昌氏 領家 政蔵 静内 シンボリ牧場 ５０６± ０１：２０．８クビ ５９．８�
７１４ スズジュピター 牡７黒鹿５６ 大野 拓弥小紫惠美子氏 高橋 裕 早来 ノーザンファーム ４７６－ ４ 〃 クビ １８３．５
８１６ ファイアーフロート 牡６鹿 ５７ 嶋田 純次臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４９０＋ ８１：２０．９クビ ５５．５�
２４ シセイカグヤ 牝６鹿 ５４ 江田 照男猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６４－１０ 〃 クビ １１６．８�
３５ タマモナイスプレイ 牡７黒鹿５８ 武士沢友治タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 B４７８＋ ６１：２１．０� ７６．３�
６１２ レオプライム 牡５鹿 ５７ 内田 博幸�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４６２－ ２１：２１．２１� ３．４�
１２ ロードバリオス 牡７青 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 ４４６－１０ 〃 ハナ ３０．７�
８１７ インプレスウィナー 牡５青 ５５ 石橋 脩西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ４６０＋ ８１：２１．３クビ １５．２�
７１５ マイネルクラリティ 牡６栗 ５６ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ５０４＋１０ 〃 クビ ３０．６�
６１１ ツルマルネオ 	６鹿 ５６ 村田 一誠鶴田 鈴子氏 石坂 正 日高 浜本牧場 ５１０＋ ６１：２１．４クビ １４４．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ５６，１２１，８００円 複勝： ９１，９４８，６００円 枠連： ６３，４６０，９００円

馬連： ２４７，５９３，４００円 馬単： １２４，００７，７００円 ワイド： ８２，７５２，１００円

３連複： ３２８，２２５，０００円 ３連単： ５７０，２５０，０００円 計： １，５６４，３５９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２１０円 � ２３０円 � ９５０円 枠 連（３－５） １，４４０円

馬 連 �� １，６６０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ４，８７０円 �� ３，０９０円

３ 連 複 ��� ３５，１６０円 ３ 連 単 ��� １５８，７５０円

票 数

単勝票数 計 ５６１２１８ 的中 � ８６０８３（２番人気）
複勝票数 計 ９１９４８６ 的中 � １３２４４１（２番人気）� １１６５３１（３番人気）� ２０１９９（１３番人気）
枠連票数 計 ６３４６０９ 的中 （３－５） ３２６９１（７番人気）
馬連票数 計２４７５９３４ 的中 �� １１０４５８（４番人気）
馬単票数 計１２４００７７ 的中 �� ２７１８４（８番人気）
ワイド票数 計 ８２７５２１ 的中 �� ３０４９７（３番人気）�� ４０３５（５４番人気）�� ６４２９（３７番人気）
３連複票数 計３２８２２５０ 的中 ��� ６８９１（１０１番人気）
３連単票数 計５７０２５００ 的中 ��� ２６５１（４５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．５―２３．０―３４．０―４５．３―５６．７―１：０８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レオアクティブ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 オペラハウス デビュー ２０１１．６．２５ 中山３着

２００９．２．２２生 牡３栗 母 レオソレイユ 母母 ホマレノプリンセス １１戦３勝 賞金 １０８，７２６，０００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 トゥニーポート号・ドリームゼニス号・ムクドク号

２３０６０ ８月２５日 晴 良 （２４新潟３）第５日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時３０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

４７ 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 B４７４＋１０１：１１．９ ４．４�

４６ リックムファサ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 ４７６± ０１：１２．３２� １．８�
２２ トーセンナスクラ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４７４＋ ２１：１２．４� ６．９�
６１０ アルベルティ 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５１０＋ ２１：１２．６１� １０．５�
８１５ フレンチナデシコ 牝３鹿 ５２

４９ ▲嶋田 純次古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム ４１２＋１４ 〃 クビ ３４．２�

６１１ ウエスタンレビュー 牝４黒鹿５５ 北村 宏司西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ４８４＋ ２１：１２．８１� ３６．６�
３５ � レチタティーヴォ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠山上 和良氏 中川 公成 日高 横井 哲 ４５８± ０１：１２．９� １０１．６	
５８ カフェラビリンス 牡５鹿 ５７ 横山 義行西川 恭子氏 松山 康久 千歳 社台ファーム B５２８＋１０１：１３．０� １９４．１

５９ トーアシシイ 牝４栗 ５５ 石橋 脩高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 ４８４＋１６１：１３．５３ ７０．４�
２３ トリニティチャーチ �４鹿 ５７ 柴田 大知 サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ６１：１３．８１	 ５６．７�
１１ ノボシャンパーニュ 牝５栗 ５５ 大庭 和弥�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 B５２６＋１２ 〃 クビ ８８．６�
７１２� ナ ヴ ラ ス 牡４鹿 ５７ 内田 博幸田所 英子氏 田中 剛 日高 天羽牧場 ４８０＋１２１：１３．９クビ １０７．６�
８１４ エクスプローラー 牡３青 ５４ 吉田 豊薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム B５０６＋ ８１：１４．１１� ７６．４�
３４ 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 ５４８＋ ２１：１６．３大差 １３．８�

（１４頭）
７１３ ネイルダウン �５黒鹿５７ 渡辺 薫彦前田 晋二氏 沖 芳夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： ４９，１１０，６００円 複勝： ８９，９７０，６００円 枠連： ３８，８５３，７００円

馬連： １１７，９４５，８００円 馬単： ８５，９２８，５００円 ワイド： ５５，６６１，８００円

３連複： １４７，６５６，５００円 ３連単： ３４０，０６５，５００円 計： ９２５，１９３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（４－４） ３９０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ３５０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ５９０円 ３ 連 単 ��� ３，４４０円

票 数

単勝票数 差引計 ４９１１０６（返還計 ５０２４） 的中 � ８８４６２（２番人気）
複勝票数 差引計 ８９９７０６（返還計 １３７３８） 的中 � １４１５４５（２番人気）� ３７４４２８（１番人気）� １３１３６９（３番人気）
枠連票数 差引計 ３８８５３７（返還計 ３８８） 的中 （４－４） ７３７１８（２番人気）
馬連票数 差引計１１７９４５８（返還計 ３８２２０） 的中 �� ２３３２４１（１番人気）
馬単票数 差引計 ８５９２８５（返還計 ２７６０１） 的中 �� ６１０６４（３番人気）
ワイド票数 差引計 ５５６６１８（返還計 ２３４７４） 的中 �� ８５７３９（２番人気）�� ３１７２３（４番人気）�� ８６１２１（１番人気）
３連複票数 差引計１４７６５６５（返還計１０８２６３） 的中 ��� １８６５８３（１番人気）
３連単票数 差引計３４００６５５（返還計２２８１２５） 的中 ��� ７３００５（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．３―１２．４―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．４―４６．８―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイコオハヤテ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 エイシンワシントン デビュー ２０１１．７．１６ 新潟１着

２００９．３．２０生 牡３栗 母 エスケーワシントン 母母 エスケーロイヤル ８戦２勝 賞金 ２０，０００，０００円
〔競走除外〕 ネイルダウン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔左前肢打撲傷〕を発症したため競走除外。発走時刻８分遅延。
〔発走状況〕 トリニティチャーチ号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 バトルドミンゴ号の騎手江田照男は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（１番への進路影響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ネイルダウン号は，平成２４年８月２６日から平成２４年９月２４日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔調教再審査〕 トリニティチャーチ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バトルドミンゴ号は，平成２４年９月２５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 マヤノパシャ号
（非抽選馬） ２頭 メイスンファースト号・レグルスハート号



（２４新潟３）第５日 ８月２５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 １８０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

１８４，６６０，０００円
２，０８０，０００円
７，６３０，０００円
１，５５０，０００円
１６，３００，０００円
６１，０６８，５００円
５，２５８，４００円
１，７２８，０００円

勝馬投票券売得金
３１７，０９９，３００円
５５３，９４８，３００円
２６８，０６３，４００円
９２６，１９７，５００円
５９６，０１７，６００円
３８１，３１７，５００円
１，１８１，０８３，４００円
２，１８８，６９３，３００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６，４１２，４２０，３００円

総入場人員 ９，８１６名 （有料入場人員 ８，４９２名）


