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21001 7月27日 曇 良 （25新潟2）第1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
1：33．5
1：33．1

良
良

35 ダ ウ ト レ ス 牡2鹿 54 蛯名 正義�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社
ノースヒルズ 500＋ 21：34．6 6．8�

712 ホクラニミサ 牝2黒鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 416－101：35．02� 2．7�
610 ブラックチョコ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 シンボリ牧場 422－ 2 〃 クビ 4．1�
23 マイネウェリナ 牝2芦 54 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 タニグチ牧場 412＋ 41：35．42� 73．1�
46 ボーノボーノ 牝2栗 54 北村 宏司友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 450－ 21：35．5クビ 26．5	
22 コスモリリパット 牡2栗 54 伊藤 工真岡田 繁幸氏 和田 正道 日高 瀬戸牧場 444－ 41：35．92� 34．2

59 リアルモード 牡2鹿 54 戸崎 圭太寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 448± 01：36．0� 23．6�
713 コスモライキリ 牡2栗 54

53 ☆嶋田 純次 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 浦河 桑田 正己 442± 0 〃 クビ 67．5�
47 コスモツケマ 牝2鹿 54 平野 優 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 438± 01：36．1クビ 117．8
34 ファイナルブロー 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 426－121：36．2� 123．5�
11 ミュゼエクスプレス 牡2栗 54 江田 照男髙橋 仁氏 大江原 哲 平取 坂東牧場 B474－ 41：36．3� 109．9�
611 ウインネオルーラー 牡2黒鹿54 柴田 大知�ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 468＋ 81：36．4クビ 5．7�
58 ナイルエクスプレス 牡2芦 54 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B454＋ 41：36．61	 14．0�
815 サトノスティング 牡2青鹿54 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 450－ 21：37．13 13．0�
814 コスモナーダム 牡2栗 54 武士沢友治岡田 繁幸氏 池上 昌弘 新ひだか 出羽牧場 460－ 61：37．84 111．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，904，700円 複勝： 35，809，400円 枠連： 12，470，400円
馬連： 40，283，900円 馬単： 27，859，700円 ワイド： 21，001，100円
3連複： 55，845，000円 3連単： 89，499，900円 計： 302，674，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 130円 � 140円 枠 連（3－7） 1，070円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 440円 �� 440円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 9，550円

票 数

単勝票数 計 199047 的中 � 23070（4番人気）
複勝票数 計 358094 的中 � 40534（4番人気）� 84793（1番人気）� 77897（2番人気）
枠連票数 計 124704 的中 （3－7） 8647（4番人気）
馬連票数 計 402839 的中 �� 30117（3番人気）
馬単票数 計 278597 的中 �� 8310（8番人気）
ワイド票数 計 210011 的中 �� 11117（4番人気）�� 10980（5番人気）�� 24799（1番人気）
3連複票数 計 558450 的中 ��� 32557（2番人気）
3連単票数 計 894999 的中 ��� 6917（16番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．7―12．6―12．3―11．9―10．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．9―47．5―59．8―1：11．7―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダ ウ ト レ ス �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．7．7 福島3着

2011．2．9生 牡2鹿 母 オナーリーブ 母母 カチェクリーク 2戦1勝 賞金 6，800，000円

21002 7月27日 晴 良 （25新潟2）第1日 第2競走 ��2，200�サラブレッド系3歳
発走10時35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

24 オリジナルスマイル �3鹿 56 大野 拓弥 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 490－ 62：14．5 14．9�
48 マイネルゼータ 牡3青鹿56 柴田 大知 �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 470＋ 22：14．71 5．3�
612 コウヨウルビー 牝3鹿 54 北村 宏司寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 508＋ 22：14．91� 4．1�
510 ポンデザムール 牡3黒鹿56 松岡 正海岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 492－ 2 〃 ハナ 28．6�
715 マンボジャンボ 牡3芦 56 田辺 裕信吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 564± 0 〃 クビ 142．2	
611 サクラビクトワール 牡3鹿 56 戸崎 圭太�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 新和牧場 480＋ 6 〃 ハナ 2．3

817 タイセイゴディス 牝3鹿 54 福永 祐一田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 450＋ 82：15．11� 17．2�
36 サンヴァレリアン 牡3鹿 56 石橋 脩 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 456 ― 〃 クビ 28．6�
714 カンボレバン 牡3鹿 56 武士沢友治有限会社シルク木村 哲也 浦河 日の出牧場 474＋ 22：15．41� 88．2
11 トウカイフェスタ 牡3鹿 56 江田 照男内村 正則氏 栗田 徹 浦河 帰山 清貴 492＋ 2 〃 ハナ 9．5�
713 スイートワルツ 牝3鹿 54 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 478＋ 4 〃 ハナ 288．7�
59 オ ベ レ ッ ク 牡3鹿 56 蛯名 正義片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 466± 02：15．61� 20．8�
23 メリオンジョー 牝3黒鹿54 嘉藤 貴行冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 矢野牧場 456－ 62：16．45 437．2�
816 リリーエンゼル 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠柳内 光子氏 久保田貴士 新冠 オリエント牧場 456－ 22：16．5クビ 286．2�
818 クリノローツェ 牝3黒鹿54 西田雄一郎栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 平山牧場 470－ 4 〃 クビ 523．8�
35 セイカクロノス �3黒鹿56 伊藤 工真久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 B392－142：16．71� 206．4�
47 フォルビート 牝3青鹿 54

52 △杉原 誠人広尾レース� 黒岩 陽一 大樹 大樹ファーム 414－ 42：20．0大差 306．2�
12 エイダイカーリング 牡3芦 56

53 ▲花田 大昂浅川 皓司氏 中野 栄治 むかわ 東振牧場 500＋ 22：21．610 323．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，135，000円 複勝： 36，754，800円 枠連： 12，065，800円
馬連： 37，957，500円 馬単： 27，050，300円 ワイド： 18，652，800円
3連複： 50，436，700円 3連単： 87，324，900円 計： 291，377，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 360円 � 170円 � 200円 枠 連（2－4） 2，930円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，020円 �� 410円

3 連 複 ��� 4，090円 3 連 単 ��� 29，540円

票 数

単勝票数 計 211350 的中 � 11245（5番人気）
複勝票数 計 367548 的中 � 21740（5番人気）� 66593（2番人気）� 52185（3番人気）
枠連票数 計 120658 的中 （2－4） 3047（11番人気）
馬連票数 計 379575 的中 �� 10393（10番人気）
馬単票数 計 270503 的中 �� 2867（25番人気）
ワイド票数 計 186528 的中 �� 5673（10番人気）�� 4319（13番人気）�� 12124（3番人気）
3連複票数 計 504367 的中 ��� 9116（13番人気）
3連単票数 計 873249 的中 ��� 2182（92番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―10．8―12．2―13．4―13．3―13．5―12．2―11．5―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．3―23．0―33．8―46．0―59．4―1：12．7―1：26．2―1：38．4―1：49．9―2：02．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．1
1
3

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

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

オリジナルスマイル �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．7．21 新潟5着

2010．5．18生 �3鹿 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 7戦1勝 賞金 6，510，000円
〔発走状況〕 リリーエンゼル号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 サクラビクトワール号の騎手戸崎圭太は，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30，000円。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォルビート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年8月27日まで平地競走

に出走できない。
エイダイカーリング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月27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 ウルフキングボーイ号・トーホウギルス号・ホワイトチェイサー号・マジックアイランド号

第２回 新潟競馬 第１日



21003 7月27日 晴 稍重 （25新潟2）第1日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

610 パルトゥーラ 牝3栗 54 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 洞爺湖 メジロ牧場 B420－101：55．7 48．1�
34 エンドレスラヴ 牝3鹿 54 蛯名 正義山上 和良氏 中川 公成 日高 細川牧場 476－ 41：55．8� 14．6�
814 スワンソング 牝3鹿 54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 4 〃 クビ 2．8�
11 ボーラキアーラ 牝3黒鹿 54

53 ☆嶋田 純次 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム B468＋ 21：56．01� 4．0�
47 ダブルアクセル 牝3鹿 54 福永 祐一�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 462＋ 4 〃 アタマ 6．3�
35 フ ァ リ ー ム 牝3鹿 54 横山 典弘水上 行雄氏 鈴木 康弘 浦河 笠松牧場 480－ 61：56．53 16．5	
611 ロンギングシャネル 牝3鹿 54 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 498－ 41：56．6� 8．4

58 モンビジュー 牝3栗 54

51 ▲山崎 亮誠大谷 正嗣氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 446＋ 41：57．55 24．9�
713 トーアコロチャン 牝3栗 54 西田雄一郎高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 460＋ 61：57．71 260．5
46 ティリアンパープル 牝3鹿 54 松岡 正海飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 450± 0 〃 クビ 41．2�
712 モ カ 牝3鹿 54 北村 宏司広尾レース� 国枝 栄 大樹 大樹ファーム 474＋121：58．23 45．4�
59 ダンシングイレーネ 牝3黒鹿54 大庭 和弥 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 492＋101：59．05 200．9�
23 ゴールドヴァレー 牝3鹿 54 武士沢友治�飛野牧場 鈴木 伸尋 新ひだか 飛野牧場 440＋ 42：00．38 100．9�
22 コウジンチーター 牝3鹿 54 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 新ひだか 山野牧場 430＋ 62：01．79 365．9�
815 トランプクイーン 牝3鹿 54 田辺 裕信 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 424－ 22：01．8クビ 9．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，375，400円 複勝： 38，910，800円 枠連： 13，017，700円
馬連： 41，405，400円 馬単： 29，112，400円 ワイド： 22，458，800円
3連複： 55，455，400円 3連単： 91，739，900円 計： 314，475，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，810円 複 勝 � 780円 � 410円 � 150円 枠 連（3－6） 1，990円

馬 連 �� 19，960円 馬 単 �� 49，970円

ワ イ ド �� 4，760円 �� 1，650円 �� 930円

3 連 複 ��� 20，910円 3 連 単 ��� 194，000円

票 数

単勝票数 計 223754 的中 � 3673（11番人気）
複勝票数 計 389108 的中 � 10131（9番人気）� 21379（6番人気）� 96781（1番人気）
枠連票数 計 130177 的中 （3－6） 4841（11番人気）
馬連票数 計 414054 的中 �� 1531（45番人気）
馬単票数 計 291124 的中 �� 430（97番人気）
ワイド票数 計 224588 的中 �� 1125（45番人気）�� 3350（20番人気）�� 6160（10番人気）
3連複票数 計 554554 的中 ��� 1958（65番人気）
3連単票数 計 917399 的中 ��� 349（519番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―36．1―49．6―1：02．8―1：16．0―1：29．4―1：42．2

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

パルトゥーラ �
�
父 デュランダル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．8．12 新潟11着

2010．3．8生 牝3栗 母 メジロマルチネス 母母 メジロモントレー 11戦1勝 賞金 7，060，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コウジンチーター号・トランプクイーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

8月27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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 キョウエイリリック号

21004 7月27日 晴 良 （25新潟2）第1日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時35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 アサクサマリンバ 牡6鹿 60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 478＋ 83：08．2 1．4�
22 タマモブラウン 牡5鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 500－ 23：09．05 10．7�
77 トップストライド 牡5鹿 60 石神 深一�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 504＋ 23：09．1クビ 7．1�
55 リバーオリエンタル 牡4鹿 60 大江原 圭吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 444＋ 8 〃 ハナ 24．7�
66 ゴーカイフォンテン 牡7鹿 60 横山 義行吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 480－163：09．52� 5．7	
11 カフェディーン 牡4鹿 60 山本 康志西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 494＋103：09．6� 22．0

44 シゲルマスカット 牝4鹿 58 草野 太郎森中 蕃氏 松永 康利 浦河 中村 雅明 488＋ 83：10．45 41．5�
88 シ ュ ヴ ァ ン 牝3芦 56 上野 翔�ミルファーム 畠山 重則 日高 インターナショ

ナル牧場 438－133：18．3大差 83．6�
89 � ウメニウグイス 牡6青 60 高野 和馬江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 474－ 63：21．1大差 163．0

（9頭）

売 得 金
単勝： 18，404，700円 複勝： 41，723，500円 枠連： 7，419，600円
馬連： 22，774，400円 馬単： 25，471，900円 ワイド： 10，908，600円
3連複： 29，518，700円 3連単： 93，731，200円 計： 249，952，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 160円 � 220円 枠 連（2－3） 540円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 710円

ワ イ ド �� 240円 �� 270円 �� 850円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 3，180円

票 数

単勝票数 計 184047 的中 � 105545（1番人気）
複勝票数 計 417235 的中 � 295748（1番人気）� 29488（3番人気）� 18224（4番人気）
枠連票数 計 74196 的中 （2－3） 10215（2番人気）
馬連票数 計 227744 的中 �� 30462（2番人気）
馬単票数 計 254719 的中 �� 26525（2番人気）
ワイド票数 計 109086 的中 �� 12692（2番人気）�� 10573（3番人気）�� 2639（11番人気）
3連複票数 計 295187 的中 ��� 14952（5番人気）
3連単票数 計 937312 的中 ��� 21806（7番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 50．7－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アサクサマリンバ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー 2009．12．5 中山16着

2007．3．27生 牡6鹿 母 コールミースーン 母母 コールミーネイム 障害：4戦1勝 賞金 13，700，000円



21005 7月27日 晴 良 （25新潟2）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時25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

35 アポロムーン 牝2栗 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 日高 藤本 友則 434 ―1：23．8 62．4�
713 テイエムリキオー 牡2黒鹿54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 456 ― 〃 アタマ 9．5�
818 カバーストーリー 牡2栗 54 蛯名 正義前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 456 ― 〃 ハナ 4．3�
24 シュンブレイン 牡2栗 54 川島 信二石川 博氏 川村 禎彦 日高 白井牧場 464 ―1：24．01� 54．5�
48 ブラックメイプル 牡2鹿 54 大野 拓弥松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 水丸牧場 494 ― 〃 クビ 15．1�
12 ダノンサイクロン 牝2青鹿54 石橋 脩�ダノックス 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 442 ―1：24．31� 7．7	
612 クロスソード 牡2鹿 54 北村 宏司 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 452 ―1：24．61� 35．1

816 カウンターハッセキ 牡2鹿 54 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 428 ―1：25．13 23．5�
715 モンレーヴリアン 牝2青鹿54 戸崎 圭太落合 幸弘氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 クビ 19．6�
714 マイネルパナケーア 牡2鹿 54 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 忠幸 B430 ― 〃 ハナ 144．5
611 ブリッツカイザー 牡2栗 54 田中 勝春岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 484 ― 〃 ハナ 5．3�
817 クインズセブン 牡2鹿 54 松岡 正海 �クイーンズ・ランチ 松山 康久 浦河 富田牧場 482 ―1：25．2� 4．6�
59 グランドリビエール 牡2鹿 54 福永 祐一森岡 幸人氏 友道 康夫 新ひだか 米田牧場 446 ―1：25．3クビ 13．4�
23 セクシイガール 牝2鹿 54

53 ☆嶋田 純次平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 462 ―1：25．51� 125．6�
36 コスモリトライ 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 金成 貴史 日高 ナカノファーム 462 ―1：25．6� 61．5�
47 ペ ロ ペ ロ 牝2鹿 54 吉田 豊中村 祐子氏 栗田 徹 日高 賀張三浦牧場 446 ―1：25．7� 70．7�
11 スペクタキュラー 牡2黒鹿54 田辺 裕信 H.H．シェイク・モハメド 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492 ―1：25．9� 24．9�
510 コスモレグノ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行岡田 繁幸氏 清水 美波 浦河 山田牧場 484 ―1：26．32� 184．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，296，700円 複勝： 34，049，700円 枠連： 18，033，800円
馬連： 41，405，900円 馬単： 27，613，700円 ワイド： 20，739，300円
3連複： 54，993，300円 3連単： 79，870，300円 計： 297，002，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，240円 複 勝 � 1，240円 � 330円 � 180円 枠 連（3－7） 8，560円

馬 連 �� 24，240円 馬 単 �� 73，050円

ワ イ ド �� 7，420円 �� 5，760円 �� 800円

3 連 複 ��� 47，920円 3 連 単 ��� 561，380円

票 数

単勝票数 計 202967 的中 � 2566（14番人気）
複勝票数 計 340497 的中 � 5687（12番人気）� 26612（6番人気）� 62606（1番人気）
枠連票数 計 180338 的中 （3－7） 1555（24番人気）
馬連票数 計 414059 的中 �� 1261（63番人気）
馬単票数 計 276137 的中 �� 279（147番人気）
ワイド票数 計 207393 的中 �� 667（69番人気）�� 862（59番人気）�� 6813（5番人気）
3連複票数 計 549933 的中 ��� 847（133番人気）
3連単票数 計 798703 的中 ��� 105（1217番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．6―12．3―12．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―34．9―47．2―59．4―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロムーン �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 Singspiel 初出走

2011．3．18生 牝2栗 母 ミュージックルーム 母母 Vivid Concert 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21006 7月27日 晴 稍重 （25新潟2）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走12時55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

35 モルダバイト 牡3芦 56 田中 勝春岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B528－ 61：53．2 2．8�
712 キ マ モ リ 牡3黒鹿56 田辺 裕信諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 440－ 21：54．15 14．4�
11 ゴールドボンド 牡3鹿 56 嘉藤 貴行 �ゴールドレーシング 加藤 和宏 新冠 松浦牧場 484－ 21：55．05 3．1�
815 スチブナイト 牡3鹿 56 西田雄一郎岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 486± 01：55．74 63．8�
58 ノエルキャロル 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 勝己氏 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：56．23 18．4�
610 スキルアップ 牡3黒鹿56 宮崎 北斗石川 達絵氏 田中 剛 新ひだか 斉藤スタッド B486± 0 〃 クビ 18．1	
46 ベストフォンテン 牡3鹿 56 松岡 正海吉橋 計氏 高橋 裕 登別 登別上水牧場 470－ 41：56．41 8．5

59 ファットタイム 牡3栗 56 柴田 善臣阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 対馬 正 480－ 41：56．82� 55．0�
814 グロリアーレ 牡3鹿 56 伊藤 工真 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム B494－ 41：56．9� 101．5�
22 マイネリッカ 牝3栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 61：57．11� 29．9
611 プリーズドンテル 牡3鹿 56 武士沢友治サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 518－ 41：57．31� 6．8�
713 スピニングゴッデス 牝3黒鹿54 江田 照男池田 豊治氏 石毛 善彦 新ひだか マークリ牧場 464＋ 21：57．51� 80．4�
23 トゥルーブルー 牡3芦 56 北村 宏司飯田 正剛氏 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 B518＋ 61：58．77 75．6�
34 アフターダークネス 牡3栗 56

55 ☆嶋田 純次芹澤 精一氏 田中 清隆 浦河 大柳ファーム 500－121：58．8� 209．4�
47 ネオプラトニズム �3鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 鈴木 康弘 様似 猿倉牧場 498 ―2：02．5大差 34．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，604，800円 複勝： 32，038，100円 枠連： 14，365，900円
馬連： 44，178，900円 馬単： 30，592，900円 ワイド： 22，955，200円
3連複： 60，111，400円 3連単： 96，257，800円 計： 323，105，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 230円 � 130円 枠 連（3－7） 1，920円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 510円 �� 210円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 12，560円

票 数

単勝票数 計 226048 的中 � 64785（1番人気）
複勝票数 計 320381 的中 � 70845（2番人気）� 27032（4番人気）� 76407（1番人気）
枠連票数 計 143659 的中 （3－7） 5545（7番人気）
馬連票数 計 441789 的中 �� 16614（8番人気）
馬単票数 計 305929 的中 �� 6288（11番人気）
ワイド票数 計 229552 的中 �� 10144（5番人気）�� 32484（1番人気）�� 8445（7番人気）
3連複票数 計 601114 的中 ��� 20479（4番人気）
3連単票数 計 962578 的中 ��� 5657（21番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―12．7―13．1―13．0―12．6―12．7―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．7―49．8―1：02．8―1：15．4―1：28．1―1：40．6

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

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

勝馬の
紹 介

モルダバイト �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 イルドブルボン デビュー 2012．10．7 東京3着

2010．4．29生 牡3芦 母 エクセレンス 母母 ダンサーライト 5戦1勝 賞金 10，450，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トゥルーブルー号・ネオプラトニズム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年

8月27日まで平地競走に出走できない。
アフターダークネス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年9月27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。
（非抽選馬） 5頭 アマカケル号・ヴィルトグラーフ号・コスモソーク号・マルティナ号・レオアストリア号



21007 7月27日 晴 良 （25新潟2）第1日 第7競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時25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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

47 エ グ ゼ ビ ア 牡3黒鹿56 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 526± 01：35．6 6．7�
611 ジプシースウィング 牡3黒鹿56 江田 照男吉田 勝己氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 468＋101：36．23� 7．9�
818 コーラルタワー 牡3黒鹿56 福永 祐一田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 438－ 61：36．3� 28．4�
12 サトノピアー 牡3青鹿56 木幡 初広里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム 518＋401：36．4� 118．5�
510 プリンサプル 牡3鹿 56 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 浦河 櫛桁牧場 500＋10 〃 クビ 83．3�
24 ダンスフェイム 牝3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 468＋ 81：36．5クビ 14．5	
816 ピュアライン 牝3鹿 54 横山 典弘�谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 462－ 2 〃 ハナ 15．0

11 � マイネグロリアーナ 牝3青鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 米 Dixiana
Farms LLC 472－ 41：36．6� 2．4�

36 ショウナンカリーノ 牝3鹿 54 蛯名 正義国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 430＋ 41：36．7� 45．6
35 ダイメイハルオ 牡3芦 56 田辺 裕信宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか グランド牧場 450＋18 〃 ハナ 9．0�
713 ケイアイアラシ 牡3栗 56 吉田 豊亀田 和弘氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 502＋ 4 〃 クビ 7．6�
715 ビキニクィーン 牝3青鹿54 田中 勝春窪田 康志氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 450－ 81：36．8	 38．9�
23 チョコタクン 牡3鹿 56 武士沢友治ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 456－ 81：37．01
 37．3�

612 ラベンダーパース 牝3黒鹿 54
52 △杉原 誠人�佐藤牧場 高橋 文雅 浦河 谷口牧場 476± 01：37．31	 113．1�

（法634）

48 ド リ ュ ア ス 牝3青鹿 54
51 ▲山崎 亮誠岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 4 〃 クビ 202．6�

817 トップスピン 牡3鹿 56
53 ▲長岡 禎仁山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 458＋ 61：37．93� 373．3�

59 エーブガッチャマン �3黒鹿56 的場 勇人 �レーシングホース
ジャパン 蛯名 利弘 様似 様似渡辺牧場 B410－ 2 〃 ハナ 398．7�

714 ナンダデヴィ 牝3鹿 54 松岡 正海吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 460－ 41：38．0	 30．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 25，291，900円 複勝： 42，712，000円 枠連： 16，959，700円
馬連： 55，156，500円 馬単： 34，011，100円 ワイド： 27，290，700円
3連複： 67，164，300円 3連単： 107，370，300円 計： 375，956，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 280円 � 260円 � 800円 枠 連（4－6） 2，430円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，600円

ワ イ ド �� 960円 �� 4，100円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 29，900円 3 連 単 ��� 122，670円

票 数

単勝票数 計 252919 的中 � 30052（2番人気）
複勝票数 計 427120 的中 � 42937（4番人気）� 47655（3番人気）� 12086（8番人気）
枠連票数 計 169597 的中 （4－6） 5172（13番人気）
馬連票数 計 551565 的中 �� 16170（7番人気）
馬単票数 計 340111 的中 �� 5461（13番人気）
ワイド票数 計 272907 的中 �� 7322（7番人気）�� 1603（41番人気）�� 1911（33番人気）
3連複票数 計 671643 的中 ��� 1658（81番人気）
3連単票数 計1073703 的中 ��� 646（380番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．7―13．2―12．6―11．0―10．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．7―36．4―49．6―1：02．2―1：13．2―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．4
3 7，12（4，17）10（1，6，11，14）（8，18）（2，13）（3，16）（9，15）5 4 7，12（4，17）（1，10，11，14）6（8，18）（2，13，16）（3，9，15）5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ グ ゼ ビ ア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Capote デビュー 2013．2．10 東京3着

2010．3．3生 牡3黒鹿 母 エ グ ジ ジ ェ 母母 Cookie 4戦1勝 賞金 6，100，000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 コンクエスト号・スペシャルリッチ号・ワサビ号

21008 7月27日 曇 稍重 （25新潟2）第1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

610 クレバーアポロ 牡4栗 57 田辺 裕信 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 488＋ 21：12．1 4．8�
712 ミヤビリファイン 牡4青鹿57 吉田 豊村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 504± 01：12．2� 14．4�
35 マイネエレーナ 牝5鹿 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 442－14 〃 ハナ 12．6�
611 ノッキングオン 牡3鹿 54 武士沢友治松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 436± 01：12．3� 23．1�
814 デルマダイコク 牡4栗 57 横山 典弘浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 516－ 81：12．51� 3．0�
815 デュアルサクセス 牡6黒鹿 57

56 ☆嶋田 純次吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 446± 01：12．71 38．1	
58 サルバドールハクイ 牡3鹿 54 松岡 正海則武 輝一氏 相沢 郁 浦河 北俣ファーム 460＋ 81：13．02 3．2

46 スマイルオブライフ 牝4鹿 55 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 新ひだか 平野牧場 488＋ 21：13．53 90．0�
47 	 ス ペ ク ラ 牡4鹿 57 福永 祐一林 正道氏 田村 康仁 安平 追分ファーム 504＋141：13．71� 48．0
713 エ リ ク サ ー 牡4栗 57 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B460－ 21：13．8� 66．2�
23 スズノライジン 牡4黒鹿57 大野 拓弥小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 514－ 21：14．33 15．6�
11 フィリーズカレン 牝3鹿 52 北村 宏司野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 豊浦 飯原牧場 486＋ 61：14．4クビ 17．5�
22 	 ロ ゼ オ 牡4栗 57

55 △杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 486－ 41：15．14 216．0�
59 アルファアンジュ 牝6芦 55 上野 翔�貴悦 嶋田 潤 新冠 秋田牧場 524＋20 （競走中止） 285．4�
34 	 シャコームサシ 牡6鹿 57

54 ▲山崎 亮誠江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 柏木 一則 546＋ 2 （競走中止） 318．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，156，700円 複勝： 47，307，300円 枠連： 17，213，300円
馬連： 65，113，600円 馬単： 48，530，200円 ワイド： 28，208，700円
3連複： 77，976，700円 3連単： 138，760，200円 計： 450，266，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 360円 � 360円 枠 連（6－7） 1，940円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 870円 �� 940円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 12，110円 3 連 単 ��� 60，890円

票 数

単勝票数 計 271567 的中 � 45297（3番人気）
複勝票数 計 473073 的中 � 82020（3番人気）� 31292（4番人気）� 31067（5番人気）
枠連票数 計 172133 的中 （6－7） 6550（6番人気）
馬連票数 計 651136 的中 �� 15973（12番人気）
馬単票数 計 485302 的中 �� 6419（18番人気）
ワイド票数 計 282087 的中 �� 8179（9番人気）�� 7512（12番人気）�� 3823（22番人気）
3連複票数 計 779767 的中 ��� 4753（40番人気）
3連単票数 計1387602 的中 ��� 1682（185番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．4―12．3―12．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．5―46．8―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．6
3 12，13（1，8，14）15，5，11（7，10）（3，6）＝9＝2＝4 4 12，13（1，8，14）（5，15）11（7，10）3，6＝9－2＝4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

クレバーアポロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．10．9 東京4着

2009．3．5生 牡4栗 母 フランダース 母母 グレートクリスティーヌ 21戦3勝 賞金 30，540，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔競走中止〕 シャコームサシ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。

アルファアンジュ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エトルアンフルール号・ジョバイロ号・ダークシーカー号・ファンデルワールス号



21009 7月27日 曇 良 （25新潟2）第1日 第9競走 ��
��1，000�

せ ん こ う

閃 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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

715 パシオンルージュ 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 480－ 4 55．0 5．6�
818 シンワクイーン 牝4鹿 55 梶 晃啓若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 464＋10 55．32 6．7�
11 モエレマリーア 牝4黒鹿55 戸崎 圭太中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 450＋ 2 55．72� 33．6�
48 スターゲイジング 牝4黒鹿55 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 486＋ 4 55．91	 5．5�
611 ビーナストリック 牝3栗 52 柴田 大知友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 456＋12 56．21
 4．8�
24 アイアムネフライト 牝4栗 55 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 476± 0 〃 クビ 4．3	
47 モーニングムーン 牝3栗 52 西村 太一�ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 446－ 8 56．3クビ 45．0

12 ヒダカタイザン 牡6鹿 57 伊藤 工真藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 456＋12 〃 クビ 92．1�
713� ギフテッドスマイル 牡4青鹿57 川島 信二森 保彦氏 和田 雄二 青森 マルシチ牧場 454± 0 56．4クビ 58．6�
36 アイサレジョウズ 牝3鹿 52 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 408＋ 4 56．5
 215．1
59 � シンボリゾンネ 牡5栗 57 大野 拓弥シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 546＋ 6 〃 ハナ 71．1�
510 レッツマンボウ 牝5栗 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 492＋16 〃 ハナ 150．4�
817 ミヤコライジング 牝4鹿 55 的場 勇人吉田都枝江氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 458＋ 2 56．6� 43．8�
612� フォレストピア 牡4鹿 57 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 日高 オリオンファーム 462－11 56．81 88．7�
35 デイブレイク 牡5鹿 57 武士沢友治�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B482－ 6 56．9� 29．2�
816 ファンアットコート 牝3鹿 52 松岡 正海�ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 6 57．11	 16．6�
714 ファイヤーヒース 牝3黒鹿52 村田 一誠�ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 422－ 4 57．52� 21．4�
23 ビレッジトレンディ 牝3鹿 52 福永 祐一村山 輝雄氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 458＋ 8 〃 クビ 40．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，152，700円 複勝： 55，049，400円 枠連： 27，263，300円
馬連： 92，120，300円 馬単： 56，652，500円 ワイド： 38，804，200円
3連複： 125，803，500円 3連単： 210，447，700円 計： 639，293，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 250円 � 930円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 620円 �� 4，120円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 20，210円 3 連 単 ��� 88，860円

票 数

単勝票数 計 331527 的中 � 47003（4番人気）
複勝票数 計 550494 的中 � 98451（2番人気）� 58980（5番人気）� 12099（10番人気）
枠連票数 計 272633 的中 （7－8） 34837（1番人気）
馬連票数 計 921203 的中 �� 47015（6番人気）
馬単票数 計 566525 的中 �� 14284（11番人気）
ワイド票数 計 388042 的中 �� 16821（8番人気）�� 2232（47番人気）�� 2319（43番人気）
3連複票数 計1258035 的中 ��� 4595（60番人気）
3連単票数 計2104477 的中 ��� 1748（254番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．8―10．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．3―33．1―43．4

上り4F42．9－3F32．7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パシオンルージュ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2010．10．3 中山2着

2008．3．17生 牝5鹿 母 セクシーココナッツ 母母 ココパシオン 25戦3勝 賞金 49，562，000円
〔制裁〕 ギフテッドスマイル号の騎手川島信二は，競走後半での御法（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。
（非抽選馬） 6頭 ヴァレンティーネ号・クリノチョモラーリ号・サンキストビーチ号・タツフラッシュ号・デリケートアーチ号・

トルピドトウショウ号

21010 7月27日 曇 良 （25新潟2）第1日 第10競走 ��
��1，600�

ご ず れ ん ぽ う

五 頭 連 峰 特 別
発走15時10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

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

814 クッカーニャ 牝4青鹿55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 462＋101：33．8 7．6�
34 ベステゲシェンク 牡3鹿 54 北村 宏司吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464± 01：33．9� 1．8�
610 リフトザウイングス 牡5青鹿57 蛯名 正義 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 532＋101：34．21� 19．2�
611 テ ン ペ ル 牡5黒鹿57 池添 謙一山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482＋101：34．41	 15．1�
46 マイネルスパイス 牡4鹿 57 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 428± 0 〃 ハナ 60．1	
22 トーセンマルス 牡5鹿 57 吉田 豊島川 
哉氏 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 432－ 21：34．5� 18．0�
47 カフェリュウジン 牡3鹿 54 松岡 正海西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 518＋ 81：34．71	 24．1�
712 ミエノゴーゴー 牡5黒鹿57 戸崎 圭太里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 462－ 61：34．8
 11．1
713 リルバイリル �5鹿 57 柴田 大知小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 482＋ 41：35．01	 53．2�
23 エ ネ ア ド 牡4鹿 57 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 6 〃 クビ 23．4�
815 シゲルモトナリ 牡6黒鹿57 柴田 善臣森中 蕃氏 藤岡 範士 新冠 松本 信行 522－ 21：35．1クビ 54．5�
59 トウカイソニック 牡7黒鹿57 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 486－ 4 〃 クビ 130．8�
35 スズカアンペール 牡5鹿 57 田中 勝春永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 476＋ 41：35．2クビ 42．4�
11 メイショウゲンブ 牡4鹿 57 横山 典弘松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 478＋ 21：35．62
 7．3�
58 ユウターグローバル 牡7青鹿57 江田 照男北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 466＋ 21：35．81
 459．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，029，200円 複勝： 80，235，500円 枠連： 31，478，700円
馬連： 133，479，300円 馬単： 81，273，200円 ワイド： 53，191，700円
3連複： 159，453，900円 3連単： 311，249，900円 計： 897，391，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 220円 � 120円 � 410円 枠 連（3－8） 840円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 400円 �� 1，870円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 28，060円

票 数

単勝票数 計 470292 的中 � 48975（3番人気）
複勝票数 計 802355 的中 � 85723（2番人気）� 257945（1番人気）� 35364（7番人気）
枠連票数 計 314787 的中 （3－8） 27665（4番人気）
馬連票数 計1334793 的中 �� 105258（3番人気）
馬単票数 計 812732 的中 �� 23715（9番人気）
ワイド票数 計 531917 的中 �� 36140（3番人気）�� 6482（24番人気）�� 17034（6番人気）
3連複票数 計1594539 的中 ��� 25493（14番人気）
3連単票数 計3112499 的中 ��� 8188（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．0―35．9―48．3―1：00．6―1：12．0―1：22．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クッカーニャ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2011．7．23 函館2着

2009．4．12生 牝4青鹿 母 ドリームスケイプ 母母 ドリームビジヨン 20戦4勝 賞金 68，506，000円



21011 7月27日 曇 稍重 （25新潟2）第1日 第11競走 ��
��1，800�B S N 賞

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，24．7．28以降25．7．21まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

35 トウショウフリーク 牡6鹿 56．5 福永 祐一トウショウ産業� 今野 貞一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484＋ 61：51．3 1．8�
611 タイムズアロー 牡5栗 54 石橋 脩 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 81：51．61� 9．4�
47 ギャザーロージズ �6芦 52 吉田 豊吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 488－ 21：51．7	 33．9�
815 ボ レ ア ス 牡5鹿 55 田辺 裕信金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474－ 21：51．91	 20．1�
58 マコトスパルビエロ 牡9芦 57 北村 宏司尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 526－ 21：52．21� 68．4	
34 キ ラ ウ エ ア 牡6黒鹿54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 クビ 8．6

713 ス エ ズ �8鹿 54 柴田 大知吉田 和美氏 吉田 直弘 門別 日高大洋牧場 512－ 2 〃 アタマ 75．7�
59 
 チョイワルグランパ 牡7黒鹿53 大庭 和弥�グランプリ 森 秀行 千歳 社台ファーム B510－161：52．3� 20．0�
46 グリッターウイング 牡6栗 55 田中 勝春吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 2 〃 ハナ 14．5
610 レインスティック 牡6栗 54 武士沢友治 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 464－ 41：52．4クビ 141．9�
23 オースミイチバン 牡4栗 57 川島 信二�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 510＋ 61：52．61� 8．3�
712 トシギャングスター 牡6芦 54 大野 拓弥田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B474－ 81：52．7	 170．2�
22 サンディエゴシチー 牡6黒鹿56 戸崎 圭太 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム 512－ 81：53．55 11．4�
11 マイネルオベリスク 牡6鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 赤石 久夫 488－ 21：55．9大差 153．8�
814� イ ン バ ル コ 牡7鹿 56 江田 照男藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita B526－ 41：56．1� 76．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 66，296，500円 複勝： 108，590，800円 枠連： 56，133，700円
馬連： 246，953，200円 馬単： 143，175，600円 ワイド： 91，214，800円
3連複： 318，466，200円 3連単： 663，289，900円 計： 1，694，120，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 240円 � 470円 枠 連（3－6） 740円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，000円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 7，180円 3 連 単 ��� 20，950円

票 数

単勝票数 計 662965 的中 � 301116（1番人気）
複勝票数 計1085908 的中 � 390897（1番人気）� 95007（4番人気）� 39468（9番人気）
枠連票数 計 561337 的中 （3－6） 56035（3番人気）
馬連票数 計2469532 的中 �� 208471（4番人気）
馬単票数 計1431756 的中 �� 84327（4番人気）
ワイド票数 計 912148 的中 �� 58640（4番人気）�� 22066（9番人気）�� 7856（32番人気）
3連複票数 計3184662 的中 ��� 32735（24番人気）
3連単票数 計6632899 的中 ��� 23366（68番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．1―12．5―12．3―12．3―12．9―12．8―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．3―35．4―47．9―1：00．2―1：12．5―1：25．4―1：38．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．8
1
3
5，9－1，8（2，11）－4，3（6，15）（7，12，14）－（10，13）・（5，9）＝（1，8）11（2，4）（6，3）（7，12，15）13，14，10

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

勝馬の
紹 介

トウショウフリーク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2009．11．22 京都3着

2007．5．21生 牡6鹿 母 タバサトウショウ 母母 サマンサトウショウ 20戦7勝 賞金 147，153，000円

21012 7月27日 曇 良 （25新潟2）第1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

714 ラスヴェンチュラス 牝4鹿 55 蛯名 正義西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 410－ 81：47．5 2．2�
715 アドマイヤイチバン 牝3青鹿52 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 466＋ 21：47．71� 41．9�
12 インナーアージ 牝3鹿 52 池添 謙一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 428＋161：47．8� 11．4�
816 プリンセスカママル 牝3鹿 52 柴田 善臣 P.G．ファッジ氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 448＋ 8 〃 ハナ 8．6�
47 � チャペルプリンセス 牝4栗 55

54 ☆嶋田 純次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 462± 0 〃 ハナ 72．9�

36 ノーブルジュピタ 牝3鹿 52 江田 照男吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 434－101：47．9クビ 137．8	
48 ダイワフェリス 牝4栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 526＋18 〃 クビ 29．1

818 ロジプリンセス 牝3青 52 戸崎 圭太久米田正明氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 446＋141：48．0クビ 4．5�
23 カ ナ ル ナ ニ 牝3芦 52 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 490－ 6 〃 クビ 23．8�
59 ルネッタアスール 牝4鹿 55 松岡 正海青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 450－ 81：48．1� 31．4
817 モスカートローザ 牝5鹿 55 吉田 豊吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470－ 21：48．2クビ 44．2�
24 ドラゴントーク 牝3黒鹿52 田中 勝春窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 436＋ 2 〃 クビ 45．1�
611 カルトマリーヌ 牝6鹿 55 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 460＋ 61：48．41� 401．0�
713 スピーディユウマ 牝3青鹿52 石橋 脩竹國美枝子氏 鈴木 康弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414－ 61：48．5クビ 9．5�
11 バトルキトリ 牝4栗 55

53 △杉原 誠人宮川 秋信氏 尾形 和幸 新ひだか 前田牧場 470－ 21：48．71� 57．9�
35 ラクリモーサ 牝4青鹿55 田辺 裕信 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 460＋281：48．8クビ 31．5�
612 ア ソ ル ー タ 牝5栗 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 452± 01：49．01� 62．8�
510 ソレイユアルダン 牝4芦 55 大庭 和弥阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 508＋141：49．74 499．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 56，933，400円 複勝： 89，489，100円 枠連： 44，618，200円
馬連： 199，199，200円 馬単： 86，626，000円 ワイド： 69，027，000円
3連複： 191，555，800円 3連単： 356，968，300円 計： 1，094，417，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 710円 � 570円 枠 連（7－7） 750円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 1，000円 �� 6，670円

3 連 複 ��� 21，380円 3 連 単 ��� 91，160円

票 数

単勝票数 計 569334 的中 � 208604（1番人気）
複勝票数 計 894891 的中 � 306330（1番人気）� 23336（11番人気）� 29821（7番人気）
枠連票数 計 446182 的中 （7－7） 44434（2番人気）
馬連票数 計1991992 的中 �� 42011（12番人気）
馬単票数 計 866260 的中 �� 12948（17番人気）
ワイド票数 計 690270 的中 �� 13646（13番人気）�� 17510（8番人気）�� 2452（64番人気）
3連複票数 計1915558 的中 ��� 6614（69番人気）
3連単票数 計3569683 的中 ��� 2890（264番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．0―12．6―12．6―12．0―11．5―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．1―48．7―1：01．3―1：13．3―1：24．8―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラスヴェンチュラス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2012．1．14 中山2着

2009．3．8生 牝4鹿 母 ジ ョ セ ッ ト 母母 Loure 13戦3勝 賞金 52，060，000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 アイティローズ号・アナンジュパス号



（25新潟2）第1日 7月27日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 189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

183，120，000円
9，500，000円
1，550，000円
15，880，000円
65，561，500円
5，347，800円
1，814，400円

勝馬投票券売得金
380，581，700円
642，670，400円
271，040，100円
1，020，028，100円
617，969，500円
424，452，900円
1，246，780，900円
2，326，510，300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 6，930，033，900円

総入場人員 10，800名 （有料入場人員 9，462名）
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