
21057 8月10日 晴 良 （25新潟2）第5日 第9競走 ��
��1，400�

し ば た じ ょ う

新 発 田 城 特 別
発走14時35分 （芝・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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

817� レディオスソープ 牝5栗 55 蛯名 正義大島 昌也氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：20．8 7．5�
48 シンボリディスコ 牡3栗 54 田中 勝春シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 490＋24 〃 クビ 36．0�
713 アブマーシュ 牝4鹿 55 木幡 初広伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 480± 01：20．9	 9．9�
47 
 ダークマレイン 牝4鹿 55 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 454＋ 21：21．0クビ 9．7�
35 
 ナスノシベリウス 牝4芦 55 内田 博幸�須野牧場 和田 正道 米

B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

500－ 4 〃 クビ 5．1�
816 コ リ ー ヌ 牝4鹿 55 福永 祐一	ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 450＋ 41：21．1クビ 8．5

715 バクシンテイオー 牡4鹿 57 石橋 脩林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 468－ 2 〃 クビ 5．8�
11 エ ポ ワ ス �5鹿 57 柴田 善臣多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500＋14 〃 ハナ 7．9�
59 ラインビューティー 牝3栗 52 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 478＋ 71：21．2� 87．3
12 マックスストレイン 牡6栗 57 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 21：21．3クビ 18．8�
36 ハーモニーフェア 牝3黒鹿52 江田 照男 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 460＋18 〃 クビ 28．7�
23 マイネルブルズアイ 牡3鹿 54 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント 476＋ 81：21．51 12．6�
611 リメンバーメジロ 牝3鹿 52 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 414－161：21．6� 65．1�
714 テイエムジョニクロ 牡5黒鹿57 西田雄一郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 惣田 英幸 B460－261：21．7	 283．9�
612 トップスカーレット 牝4栗 55 吉田 豊林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 448－ 2 〃 クビ 142．3�
510 ブルジュオン 牝3黒鹿52 横山 典弘	ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋ 21：21．8	 15．3�
24 
� ベリベリハッピー 牡4黒鹿57 嶋田 純次足立 範子氏 萩原 清 米

Marston Stud, R.
A. N. Bonnycastle
& BBA Ireland

510＋141：22．22	 142．5�
818 ユキノマルガリータ 牝3鹿 52 武士沢友治井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 474＋161：23．15 141．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，151，100円 複勝： 58，647，600円 枠連： 27，695，200円
馬連： 95，507，600円 馬単： 51，619，600円 ワイド： 43，083，000円
3連複： 124，030，900円 3連単： 201，579，700円 計： 632，314，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 260円 � 1，040円 � 440円 枠 連（4－8） 1，510円

馬 連 �� 13，800円 馬 単 �� 21，260円

ワ イ ド �� 3，750円 �� 1，830円 �� 6，610円

3 連 複 ��� 67，260円 3 連 単 ��� 382，440円

票 数

単勝票数 計 301511 的中 � 32082（3番人気）
複勝票数 計 586476 的中 � 68367（3番人気）� 13034（12番人気）� 35009（8番人気）
枠連票数 計 276952 的中 （4－8） 13572（8番人気）
馬連票数 計 955076 的中 �� 5109（51番人気）
馬単票数 計 516196 的中 �� 1792（86番人気）
ワイド票数 計 430830 的中 �� 2821（49番人気）�� 5912（26番人気）�� 1583（64番人気）
3連複票数 計1240309 的中 ��� 1361（185番人気）
3連単票数 計2015797 的中 ��� 389（1045番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―10．9―11．4―11．9―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．8―33．7―45．1―57．0―1：08．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．7
3 ・（3，9）（1，15，18）（7，16）（2，13）（6，17）（10，11，14）（4，5）8－12 4 ・（3，9，18）（1，15，16）（2，7，13，17）（6，10，11，14）（4，5，8）12
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�レディオスソープ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 サクラバクシンオー

2008．3．3生 牝5栗 母 スプリームブリス 母母 レディビーナス 16戦2勝 賞金 33，202，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 レディオスソープ号の騎手蛯名正義は，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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シーユーアラウンド号・ネロディアマンテ号
（非抽選馬）10頭 アフロディシアス号・アポロダイヤモンド号・オーゴンチャチャ号・クリノトルネード号・シークレットベース号・

タツショウワ号・プレミアムカード号・ラブグランデー号・リアリティー号・レッドストラーダ号

21058 8月10日 晴 良 （25新潟2）第5日 第10競走 ��1，800�
み お も て が わ

三 面 川 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 392，000円 112，000円 56，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

611 ブリッジクライム 牝4鹿 55 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 460± 01：44．9 5．2�
12 アドマイヤギャラン 牝4青鹿55 池添 謙一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 482＋ 61：45．32� 18．0�
612 エパティック 牝5鹿 55 戸崎 圭太村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 466－ 21：45．51� 11．8�
715 スマートレイアー 牝3芦 52 武 豊大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 470＋10 〃 ハナ 2．1�
48 カ ル マ ー ト 牝5黒鹿55 福永 祐一 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 2 〃 クビ 100．1�
510 チャーチクワイア 牝4栗 55 内田 博幸 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 456－ 61：45．6� 13．5	
818 ツインエンジェルズ 牝5青 55 大野 拓弥吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454＋ 21：45．91� 150．8

47 サンレガーロ 牝5鹿 55 蛯名 正義青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム 440＋121：46．0� 19．3�
816 マイネソルシエール 牝5栗 55 柴田 大知 �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 486＋101：46．1� 209．7
35 テンシンランマン 牝3鹿 52 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 480＋141：46．41� 4．5�
11 � ラゴディラゴライ 牝3鹿 52 松岡 正海佐藤 則子氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 ハナ 217．9�
713 ミッキーレモン 牝5鹿 55 田辺 裕信野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 498＋ 2 〃 クビ 132．3�
23 � トーセンノーブル 牝5鹿 55 江田 照男島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 500－161：46．71� 169．5�
36 � ヴェルデライト 牝5鹿 55 西田雄一郎 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 240．2�
714 メジロカトリーヌ 牝6鹿 55 吉田 豊岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 496－ 4 〃 同着 486．0�
59 ブリリアントアスク 牝3鹿 52 柴田 善臣廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 438＋ 61：47．33� 82．5�
817� エレガンテココ 牝5青 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 城地 清満 440＋ 61：47．83 36．3�
24 デ コ ル テ 牝6黒鹿55 武士沢友治谷水 雄三氏 小桧山 悟 新ひだか カントリー牧場 484＋101：48．22� 299．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，783，400円 複勝： 78，529，000円 枠連： 30，053，100円
馬連： 138，267，800円 馬単： 81，656，500円 ワイド： 53，405，800円
3連複： 161，734，100円 3連単： 330，050，500円 計： 926，480，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 390円 � 280円 枠 連（1－6） 2，290円

馬 連 �� 3，880円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 1，170円 �� 690円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 8，910円 3 連 単 ��� 50，870円

票 数

単勝票数 計 527834 的中 � 80987（3番人気）
複勝票数 計 785290 的中 � 138940（3番人気）� 46508（7番人気）� 71463（4番人気）
枠連票数 計 300531 的中 （1－6） 9698（12番人気）
馬連票数 計1382678 的中 �� 26362（16番人気）
馬単票数 計 816565 的中 �� 8651（26番人気）
ワイド票数 計 534058 的中 �� 11143（15番人気）�� 20087（5番人気）�� 7274（20番人気）
3連複票数 計1617341 的中 ��� 13410（28番人気）
3連単票数 計3300505 的中 ��� 4789（158番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．0―11．7―11．6―12．1―12．3―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―34．1―45．8―57．4―1：09．5―1：21．8―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．4
3 17＝4，14（3，10）（5，8）7（1，2，15）12，11，6（18，13）9，16 4 17＝4，14（3，10）（5，8）7（1，2）（11，12，15）（6，18，13）9，16

勝馬の
紹 介

ブリッジクライム �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2012．1．5 中山1着

2009．3．6生 牝4鹿 母 リーチマイハーバー 母母 Rezagante 17戦4勝 賞金 85，749，000円
※メジロカトリーヌ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。


