
２２０９０ ９月５日 晴 良 （２２新潟３）第８日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２時５０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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

７１２ デュークビスティー 牡３芦 ５６ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４５０＋ ２１：１２．４ ５．８�

１１ タケショウカヅチ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５０８＋２２１：１２．５� ３．９�
６１０ トップオブザヘヴン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４０＋ ４１：１２．７１� ６．７�
７１３ ネオエピック 牡３青鹿５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 牧 光二 新ひだか 元道牧場 B４３２＋１２１：１３．０１� ２．９�
５８ トーセンママレード 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣島川 �哉氏 古賀 史生 新冠 オリエント牧場 ４４６＋ ２１：１３．６３� ９．５�
２３ ショウナンカルナ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�湘南 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４５４＋ ６ 〃 アタマ ３７．３	
３５ リシアンサス 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム ４９０＋ ４１：１３．８１� １０．２

５９ サムライキセキ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 静内白井牧場 ５０８＋３４ 〃 クビ １８．５�
４６ グラスタイム 牡３栗 ５６ 大庭 和弥半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム ４５０± ０１：１３．９クビ ６５．１�
８１４ マイネポローニア 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 浦河 山田牧場 ４６０± ０１：１４．５３� １２２．４�

２２ シュガーレスボーイ 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎飯田 正剛氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４３８－ ４１：１４．９２� ２４０．０�
６１１ ムッシュバロン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４９０ ―１：１５．０クビ ２１７．０�
４７ メイショウグレイト �３黒鹿５６ 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６４－１０１：１５．６３� １１６．４�
８１５ ウエスタンガバナー 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太西川 賢氏 的場 均 新ひだか 北西牧場 ４７６＋１２１：１５．７クビ ５７９．０�
３４ サンゼンノカガヤキ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 ４２４－２０１：１９．１大差 ３８３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，２６５，７００円 複勝： ２３，４０９，９００円 枠連： １５，４１８，８００円

普通馬連： ５３，４９６，７００円 馬単： ３８，３９４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６５６，７００円

３連複： ５７，４８１，３００円 ３連単： １０５，０９８，１００円 計： ３２８，２２１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（１－７） ３５０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ３，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ５２０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� １９，３７０円

票 数

単勝票数 計 １７２６５７ 的中 � ２３７２７（３番人気）
複勝票数 計 ２３４０９９ 的中 � ３５９８８（３番人気）� ３９６４０（２番人気）� ３１７０２（４番人気）
枠連票数 計 １５４１８８ 的中 （１－７） ３３０６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３４９６７ 的中 �� ２５３０３（７番人気）
馬単票数 計 ３８３９４６ 的中 �� ８３５１（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６５６７ 的中 �� ６９０４（９番人気）�� ８４９４（５番人気）�� ８３２１（６番人気）
３連複票数 計 ５７４８１３ 的中 ��� １４５３６（１０番人気）
３連単票数 計１０５０９８１ 的中 ��� ４００５（６５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．６―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．５―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュークビスティー �
�
父 Motivator �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．９．１９ 中山４着

２００７．３．２２生 牡３芦 母 ヴァルネリーナ 母母 Lady Capulet １５戦１勝 賞金 １３，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンゼンノカガヤキ号は，平成２２年１１月５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。
（非抽選馬） ４頭 ゲンパチドリーム号・シンビオシス号・ミーヒチャラサン号・リッチチャンス号


