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２４０８５ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８日 第１競走 ��１，４００�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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

８１７ コスモアンドロメダ 牝２黒鹿５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 コスモヴューファーム ４３２－ ８１：２２．７ ３．４�

３６ アサクサウタヒメ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：２３．２３ ３．１�
８１５ トウショウコマンド 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信トウショウ産業� 保田 一隆 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ １５．５�
５１０ シルキーマーチ 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎有限会社シルク星野 忍 新冠 須崎牧場 ４２６－ ６１：２３．３� １１．４�
６１２ エキゾチックバニラ 牝２芦 ５４ 石神 深一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４３６－ ４１：２３．６２ １３．７�
３５ パスパルトゥー 牝２栗 ５４ 柴田 善臣�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２４－ ４１：２３．８１� ３．５	
２４ アポロドンブリ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 中村 和夫 ４７２－ ２１：２４．２２� ８４．３

４８ スズノライジン 牡２黒鹿５４ 大野 拓弥小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ４９６＋ ２ 〃 クビ １３２．６�
１１ サンマルリジイ 牝２黒鹿５４ 江田 照男相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４７２± ０１：２４．５２ ５４．３�
１２ ハ レ ー 牡２栗 ５４ 藤岡 康太 K.C．タン氏 和田 正道 新ひだか 三木田 尚大 B４８６－ ４１：２５．４５ ５９．４
４７ ジャストザブレイン 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム ４６４＋ ４１：２５．５クビ １６．９�
７１３ ラブシャーク 牝２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人増田 陽一氏 星野 忍 新冠 長沼 幸一 ４２４＋ ２１：２５．７１� ５４８．４�
５９ シ ェ リ フ 牡２黒鹿５４ 木幡 初広星野 壽市氏 保田 一隆 新ひだか 藤吉牧場 ４４８＋ ６ 〃 アタマ ２４４．９�
６１１ サンセルマン 牡２黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４４６－ ４１：２５．９１� ７３３．２�
２３ ウ ミ ホ タ ル 牝２芦 ５４ 伊藤 直人�和田牧場 和田 正道 新ひだか 漆原 一也 ４２８± ０１：２６．４３ ３３３．５�
８１６ リコンストラクト 牝２栗 ５４ 小林 淳一井上 修一氏 佐藤 全弘 新冠 松田 富士夫 ３８６± ０１：２６．７１� ８６１．８�
７１４ ボンズバード 牡２鹿 ５４ 大庭 和弥鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 大和田 成 新ひだか 畠山牧場 ４６０＋１４１：２８．７大差 ３３３．５�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １６，８４０，７００円 複勝： ２７，３６２，５００円 枠連： １５，７５４，４００円

馬連： ４７，３０６，３００円 馬単： ３４，６１３，４００円 ワイド： １８，６８７，５００円

３連複： ６１，４７５，６００円 ３連単： １０１，８４６，５００円 計： ３２３，８８６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ３００円 枠 連（３－８） ２５０円

馬 連 �� ５２０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ７３０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� ６，８６０円

票 数

単勝票数 計 １６８４０７ 的中 � ３９６４２（２番人気）
複勝票数 計 ２７３６２５ 的中 � ５７４２６（３番人気）� ６７０００（１番人気）� １６６６１（５番人気）
枠連票数 計 １５７５４４ 的中 （３－８） ４６７９８（１番人気）
馬連票数 計 ４７３０６３ 的中 �� ６７４３５（１番人気）
馬単票数 計 ３４６１３４ 的中 �� ２２６１８（３番人気）
ワイド票数 計 １８６８７５ 的中 �� ２１４３７（２番人気）�� ５８２３（９番人気）�� ６４５３（７番人気）
３連複票数 計 ６１４７５６ 的中 ��� ２３６２４（４番人気）
３連単票数 計１０１８４６５ 的中 ��� １０９６１（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．８―２３．６―３５．２―４７．１―５８．７―１：１０．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモアンドロメダ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．７．２３ 新潟８着

２００９．５．１１生 牝２黒鹿 母 ダイイチビビット 母母 ダイイチルビー ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボンズバード号は，平成２３年１０月４日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 トキノポイント号（疾病〔感冒〕のため）
※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） ６頭 エンプレスラブ号・コスモリボン号・トラストシンシ号・ハルピュイア号・ヘリオスフィア号・ラブファンディ号

２４０８６ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

２３ レッツゴーマークン 牡３栗 ５６ 江田 照男魚住 啓市氏 田島 俊明 日高 ナカノファーム ４３６＋ ２１：１２．５ １．７�

２２ サンタンジェロ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４４６＋１８ 〃 ハナ ６．５�
４７ スオウタカモリ 牡３青鹿５６ 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 松浦牧場 ４４０＋ ６１：１２．７１� ４．８�
７１３ モエレベローチェ 牡３青 ５６ 北村 宏司中村 和夫氏 大竹 正博 浦河 中村 和夫 ４９６＋ ３１：１３．０１� ４１．１�
１１ ケイアイカミノコエ 牡３黒鹿５６ 村田 一誠 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 青森 野々宮牧場 B５０４－ ８ 〃 クビ ２６．２�
３４ キタロークン 牡３鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社
大原ファーム B４８２－ ４ 〃 ハナ ２８２．９�

８１４ マシェリーアンジュ 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 B４８４－ ３１：１３．１クビ ２２．７	

６１１ クリスタリン 牝３栗 ５４ 吉田 豊加藤 徹氏 清水 利章 新冠 大狩部牧場 ４５４＋ ２１：１３．８４ ７６．５

５９ カシマホクト 牡３鹿 ５６ 的場 勇人松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４８４＋ ２１：１３．９� ７５５．４�
６１０ ウエスタンオードウ 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣西川 賢氏 小島 太 新ひだか 北西牧場 ４５０－ ２１：１４．３２� ４５２．３�
７１２ アナハイムシチー 牡３栗 ５６

５３ ▲嶋田 純次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか カタオカフアーム ４４８＋ ６１：１４．６１� ２０．０
４６ タタップラー 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太加藤 信之氏 境 征勝 新ひだか キヨタケ牧場 ４９４ ―１：１５．７７ ５７８．９�
８１５ クレバードリーム 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 山本牧場 ４５８－ ４１：１５．９１� ９５０．２�
３５ ニホンピロヴィータ 牝３栗 ５４ 大庭 和弥小林百太郎氏 小島 茂之 新ひだか 佐竹 学 ４７８＋ ８１：１６．９６ ４０．８�
５８ シ ュ ヤ ク 牝３鹿 ５４ 田中 勝春田中 春美氏 嶋田 潤 浦河 桑田 正己 ４５０－ ２１：１７．０� １１．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，１７１，０００円 複勝： ６３，４１２，８００円 枠連： １３，９２７，５００円

馬連： ４６，５６４，１００円 馬単： ３７，４２３，８００円 ワイド： ２０，７２０，４００円

３連複： ６１，８９６，９００円 ３連単： １１５，５７４，９００円 計： ３７８，６９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １３０円 枠 連（２－２） ６７０円

馬 連 �� ６６０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １６０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ７００円 ３ 連 単 ��� ２，９９０円

票 数

単勝票数 計 １９１７１０ 的中 � ９２０５３（１番人気）
複勝票数 計 ６３４１２８ 的中 � ４１８１３９（１番人気）� ３３２９６（３番人気）� ７２７９４（２番人気）
枠連票数 計 １３９２７５ 的中 （２－２） １５４１５（３番人気）
馬連票数 計 ４６５６４１ 的中 �� ５２２９５（２番人気）
馬単票数 計 ３７４２３８ 的中 �� ２８６１９（３番人気）
ワイド票数 計 ２０７２０４ 的中 �� １７１３９（２番人気）�� ４１９００（１番人気）�� ８１８５（７番人気）
３連複票数 計 ６１８９６９ 的中 ��� ６６０６９（１番人気）
３連単票数 計１１５５７４９ 的中 ��� ２８５８４（３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．６―１２．４―１２．５―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．８―４７．２―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッツゴーマークン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１０．１１．２１ 東京２着

２００８．３．３１生 牡３栗 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ １１戦１勝 賞金 １６，７５０，０００円
〔その他〕 ニホンピロヴィータ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュヤク号は，平成２３年１０月４日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ニホンピロヴィータ号は，平成２３年１０月４日まで出走できない。
※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。
（非当選馬） ２頭 キョウエイバトラー号・パスザトーチ号

第４回　新潟競馬　第８日



２４０８７ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１３ ツクバオトメ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一荻原 昭二氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５６± ０１：５５．３ ２．７�

２２ ダ ー リ ブ 牝３栗 ５４ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４３６＋ ４１：５５．５１� ４．９�
３４ トーセンビート 牝３鹿 ５４ 田中 勝春島川 �哉氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４７２－ ６ 〃 クビ ２．９�
８１４ レインボーデイズ 牝３栗 ５４ 吉田 豊�ターフ・スポート鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４２６± ０ 〃 アタマ １７．１�
７１２ コスモシャオロン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 桜井牧場 ４６８＋ ８１：５５．６クビ １６．８�
１１ ジャストザヒロイン 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 むかわ 上水牧場 ４４０－ ２１：５５．７� ５３．１	
４７ ヤマニンパンケーキ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ５０８± ０１：５７．２９ ３２．９

５９ ココアンジュ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司田畑 憲士氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B４３０＋ ２１：５７．３クビ ３８．８�
６１０ キタサンウタヒメ 牝３鹿 ５４ 江田 照男�大野商事 嶋田 功 日高 広中 稔 ４２４－ ８１：５８．１５ １００．１�
６１１ メジロアマギ 牝３栗 ５４ 田辺 裕信岩� 伸道氏 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４５４－ ６１：５８．２� ６３．９
８１５ ラブロジック 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太ディアレスト 畠山 吉宏 新冠 北星村田牧場 ４６８－ ６１：５８．３� ２２３．３�
２３ イフポッシブル 牝３黒鹿５４ 小島 太一�三嶋牧場 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４４０＋ ６１：５８．４クビ １２５．９�
３５ スイートリベルテ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４７６ ―２：００．６大差 ２７７．８�
４６ ライヴマジック 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義 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 ５１０＋ ２２：０１．１３ １１．８�
５８ サマーレジェンド 牝３芦 ５４ 石橋 脩セゾンレースホース� 鮫島 一歩 新ひだか 出羽牧場 ４９０ ―２：０１．２� ９８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，０２３，７００円 複勝： ３０，１７６，６００円 枠連： １４，４１６，９００円

馬連： ４６，２４１，２００円 馬単： ３５，３０６，６００円 ワイド： ２１，０４１，６００円

３連複： ６３，２６１，５００円 ３連単： １１７，０８６，１００円 計： ３４４，５５４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １１０円 枠 連（２－７） ５４０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，０８０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� １６０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� ２，５１０円

票 数

単勝票数 計 １７０２３７ 的中 � ５１５４３（１番人気）
複勝票数 計 ３０１７６６ 的中 � ８８０７７（１番人気）� ４５０７７（３番人気）� ７８０８４（２番人気）
枠連票数 計 １４４１６９ 的中 （２－７） １９７７３（２番人気）
馬連票数 計 ４６２４１２ 的中 �� ５３０８８（２番人気）
馬単票数 計 ３５３０６６ 的中 �� ２４１６１（３番人気）
ワイド票数 計 ２１０４１６ 的中 �� １９８５６（２番人気）�� ４２１１５（１番人気）�� １７６５０（３番人気）
３連複票数 計 ６３２６１５ 的中 ��� ８７６６６（１番人気）
３連単票数 計１１７０８６１ 的中 ��� ３４４８３（２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１２．７―１３．２―１３．０―１３．５―１２．７―１２．６―１３．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．７―４９．９―１：０２．９―１：１６．４―１：２９．１―１：４１．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．４―３F３８．９
１
３
４，１５，１，２（９，８）（１０，１３）－（６，１４）１２，５，７（３，１１）
４－（１，１５）（９，２）１３，１０（６，１２）１４－７（３，１１）－（５，８）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツクバオトメ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．１．９ 中山１０着

２００８．５．１０生 牝３鹿 母 アカンプリッシュ 母母 リストレーション ９戦１勝 賞金 １３，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スイートリベルテ号・ライヴマジック号・サマーレジェンド号は，平成２３年１０月４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。
（非当選馬） ４頭 サマーマリブ号・トーアプルメリア号・ハリケーンタマ号・プリティピンク号
（非抽選馬） １頭 ソニックフリート号

２４０８８ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８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）

３歳以上；負担重量は，３歳５８�４歳以上６０�，牝馬２�減，収得賞金４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：０１．４良

１１ バ イ ヨ ン 牡６栗 ６０ 穂苅 寿彦 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４３８－ ６３：０４．７ ４．３�

２２ クランエンブレム 牡７鹿 ６０ 山本 康志 �サンデーレーシング 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ８３：０４．８� ４．２�
６８ � シ デ ン カ イ 牡６青 ６０ 草野 太郎柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 徳永 春夫 ４６８＋ ４３：０５．２２� １５．９�
４５ ジャストルーラー 牡５鹿 ６０ 五十嵐雄祐吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８６± ０３：０５．３� ２．３�
８１２ ピサノシンボル 牡５鹿 ６０ 横山 義行市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０２－ ４３：０５．７２� ４６．９�
６９ スズマーシャル 牡５栗 ６０ 鈴木 慶太成田 隆好氏 小西 一男 三石 小河 豊水 ４７８＋ ２３：０６．４４ １２３．０�
３３ ハストラング �７鹿 ６０ 大庭 和弥岡田 牧雄氏 田中 剛 静内 岡田スタツド ４６２＋ ２３：０７．６７ １３．８	
５７ ボストンプラチナ 牡４青鹿６０ 平沢 健治ボストンホース
 嶋田 功 日高 浦新 徳司 ４５０＋１４３：０７．８１	 ２５．９�
８１３� ファイトシーン 牡７黒鹿６０ 植野 貴也村上 稔氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４４４－２０ 〃 クビ ２９．９�
４４ オールフォーミー 牝６鹿 ５８ 宗像 徹有限会社シルク清水 英克 静内 千代田牧場 ４９２＋１２ 〃 アタマ ３５．３
７１１ スリーロゼット 牝５鹿 ５８ 北沢 伸也永井商事
 村山 明 新ひだか 岡野牧場 ４５０－ ４３：０７．９クビ ３２．８�
７１０ コンフェルヴォーレ �５栗 ６０ 高野 和馬岡田 牧雄氏 和田正一郎 新ひだか 岡田スタツド ４３２－ ４３：０８．２１� １８８．８�
５６ イージーウイン 牡４鹿 ６０ 石神 深一田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 畠山牧場 B４５０－ ４３：０８．８３� ２３．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，０３１，３００円 複勝： １６，８１０，６００円 枠連： １２，６７１，９００円

馬連： ３５，２１６，３００円 馬単： ２８，８２９，７００円 ワイド： １４，４２９，０００円

３連複： ５０，７９５，５００円 ３連単： ９２，４４７，７００円 計： ２６４，２３２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ３３０円 枠 連（１－２） ９２０円

馬 連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，０４０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ８１０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ４，８９０円 ３ 連 単 ��� １８，１８０円

票 数

単勝票数 計 １３０３１３ 的中 � ２４３６４（３番人気）
複勝票数 計 １６８１０６ 的中 � ３１７７７（２番人気）� ２９４１７（３番人気）� １０３８６（４番人気）
枠連票数 計 １２６７１９ 的中 （１－２） １０１６９（４番人気）
馬連票数 計 ３５２１６３ 的中 �� ２８１２２（３番人気）
馬単票数 計 ２８８２９７ 的中 �� １０４７６（６番人気）
ワイド票数 計 １４４２９０ 的中 �� １０４１４（３番人気）�� ４２２１（８番人気）�� ３３３４（１０番人気）
３連複票数 計 ５０７９５５ 的中 ��� ７６７８（１６番人気）
３連単票数 計 ９２４４７７ 的中 ��� ３７５３（４４番人気）

上り １マイル １：４２．７ ４F ４９．７－３F ３７．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ イ ヨ ン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．１．１９ 中山３着

２００５．２．１８生 牡６栗 母 ティエッチダンサー 母母 Brought to Mind 障害：１１戦２勝 賞金 ３５，６００，０００円



２４０８９ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・左・外）

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

１：４６．６
１：４６．６

良

良

３３ オメガハートランド 牝２鹿 ５４ 福永 祐一原 �子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４１０ ―１：４８．９ ２．４�

６１０ ショウナンカンムリ 牡２鹿 ５４ 吉田 豊国本 哲秀氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４９６ ― 〃 ハナ ５．６�
４６ ロンギングダンサー 牡２黒鹿５４ 蛯名 正義坂本 浩一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：４９．３２� １０．７�
６９ ヘッドサクセッサー 牡２鹿 ５４ 田中 勝春石瀬 浩三氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２ ― 〃 ハナ ８．３�
７１１ ガーネットカラー 牝２栗 ５４ 木幡 初広有限会社シルク村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３９２ ―１：４９．４� ７１．９�
５８ � オーブルチェフ 牡２栗 ５４ 中舘 英二前田 幸治氏 萩原 清 米 Bloodstock

Holdings LLC ４９０ ―１：５０．１４ １５．１�
３４ ハードロッカー 牡２黒鹿５４ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５６ ―１：５０．４１	 ５．９�
８１３ ドラゴンドリーム 牝２栗 ５４ 村田 一誠窪田 芳郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４２８ ―１：５０．８２� ３２．８	
４５ ドリームリーグ 牡２栗 ５４ 田辺 裕信セゾンレースホース
 畠山 吉宏 浦河 駿河牧場 ４８８ ―１：５１．２２� ８．０�
８１４ スガノタイトル 牡２栗 ５４ 柴田 善臣菅原 光博氏 田村 康仁 新ひだか 沖田 哲夫 ４３４ ― 〃 ハナ １７７．８�
１１ ジャッドマックス 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次�樽さゆり氏 伊藤 伸一 新ひだか 大滝 康晴 ４６６ ―１：５１．５１	 １１０．６
５７ ボールドマックス 牡２栗 ５４ 大野 拓弥増田 陽一氏 千田 輝彦 新冠 平山牧場 ４４６ ―１：５２．２４ ５４．５�
２２ グレイトマンボ 牡２鹿 ５４ 石橋 脩冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 ４７２ ―１：５４．７大差 ８０．１�
７１２ クラウンロンギヌス 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎矢野 悦三氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 ５０２ ―１：５５．４４ ４０９．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，５３７，７００円 複勝： ３１，７０８，９００円 枠連： １７，９７４，６００円

馬連： ５１，２３７，６００円 馬単： ３６，０７６，４００円 ワイド： ２１，０１１，７００円

３連複： ６２，１２０，３００円 ３連単： １０５，６９７，８００円 計： ３４７，３６５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ３００円 枠 連（３－６） ３４０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ５１０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ２，６３０円 ３ 連 単 ��� ９，０００円

票 数

単勝票数 計 ２１５３７７ 的中 � ７０９１８（１番人気）
複勝票数 計 ３１７０８９ 的中 � ８５１５６（１番人気）� ４９３８５（３番人気）� ２０６９７（６番人気）
枠連票数 計 １７９７４６ 的中 （３－６） ３９９８６（１番人気）
馬連票数 計 ５１２３７６ 的中 �� ４９９４６（２番人気）
馬単票数 計 ３６０７６４ 的中 �� ２１１１８（２番人気）
ワイド票数 計 ２１０１１７ 的中 �� １６５０５（２番人気）�� １０１５５（５番人気）�� ３８４５（１７番人気）
３連複票数 計 ６２１２０３ 的中 ��� １７４５９（８番人気）
３連単票数 計１０５６９７８ 的中 ��� ８６７１（１６番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．８―１２．０―１２．８―１２．９―１２．６―１１．５―１０．９―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．８―３６．８―４９．６―１：０２．５―１：１５．１―１：２６．６―１：３７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３３．８
３ ・（１，１０）１２（３，４）（９，６，５）（７，８）１１－（２，１３）１４ ４ ・（１，１０）－１２（３，４）（９，６，５）（１１，７，８）（１３，１４）２

勝馬の
紹 介

オメガハートランド �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

２００９．４．１２生 牝２鹿 母 オメガアイランド 母母 アイリッシュダンス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グレイトマンボ号・クラウンロンギヌス号は，平成２３年１０月４日まで平地競走に出走できない。

２４０９０ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時００分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

８１７ ダイワスペシャル 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ５１０＋ ８１：０９．３ ２６．５�

８１８ クローズホールド 牝３芦 ５４ 田辺 裕信 �グリーンファーム 小笠 倫弘 新ひだか 土田 扶美子 ４７８± ０ 〃 クビ ３９．２�
６１２ ダズリングスマイル 牝３鹿 ５４ 石橋 脩梅村 浩氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４４０＋ ８ 〃 アタマ ７．４�
７１５ ノンパッサーレ 牡３黒鹿５６ 江田 照男佐久間崇之氏 佐藤 吉勝 新冠 ムラカミファーム ４７８－ ４１：０９．４� １６．４�
８１６ ブラックエスパー 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎長谷川兼美氏 加藤 和宏 新ひだか 澤田 嘉隆 B４５０＋ ４ 〃 ハナ ８３．３�
１２ アサクサアクセル 牡３栗 ５６ 福永 祐一田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４４－ ６１：０９．５� １４．０�
２３ ディープインアスク 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４５６－ ８１：０９．６� ８．５	
５９ エイコーンキッド 牡３鹿 ５６ 村田 一誠 
キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋ ４１：０９．７� １２７．８�
３６ サーストンサラ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一齊藤 宣勝氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 ４９０－ ４１：０９．８クビ １１４．３�
４７ アトミックハート 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 水野 貴広 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４４＋ ６１：０９．９� ３２３．３

１１ マルブツファイト 牡３栗 ５６ 佐藤 哲三大澤 毅氏 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー
クスタツド ４６８＋ ２ 〃 クビ ４．０�

４８ アランドザワールド 牝３黒鹿５４ 藤岡 康太 �グリーンファーム 藤岡 健一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４２４－ ２１：１０．２１� ２．７�

７１４ バシマイシン 牝３鹿 ５４
５１ ▲杉原 誠人石橋 英郎氏 高橋 義博 新ひだか 出羽牧場 ４１６－１０１：１０．５１� ３９０．７�

５１０ ムーンオンブッシュ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二吉田 和子氏 牧 光二 新ひだか 萩澤 俊雄 ５００＋ ２１：１０．７１� ８．２�
７１３ ドクターモーガル 牡３栗 ５６ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 ４２２－ ４１：１１．３３� ６３１．９�
３５ マラゲーニャ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊小林 薫氏 堀 宣行 新冠 錦岡牧場 ４５８＋ ２１：１１．６１� ６１．２�
２４ マックスファイヤー 牝３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 B４６２－ ２１：１２．９８ ７２．８�

（１７頭）
６１１ ロックフェス 牡３鹿 ５６ 大庭 和弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，１６９，９００円 複勝： ３４，９８２，９００円 枠連： １８，００２，９００円

馬連： ６０，０１７，２００円 馬単： ３８，０８０，８００円 ワイド： ２４，２４０，８００円

３連複： ７３，５２１，８００円 ３連単： １１９，１２７，７００円 計： ３８９，１４４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６５０円 複 勝 � ７７０円 � １，３５０円 � ２７０円 枠 連（８－８） １２，８２０円

馬 連 �� ３９，５９０円 馬 単 �� ７６，１７０円

ワ イ ド �� ６，８５０円 �� ２，３３０円 �� ３，７１０円

３ 連 複 ��� ８７，９５０円 ３ 連 単 ��� ４７５，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２１１６９９ 的中 � ６２９６（８番人気）
複勝票数 計 ３４９８２９ 的中 � １１２３４（８番人気）� ６０７８（１０番人気）� ４１４６０（３番人気）
枠連票数 計 １８００２９ 的中 （８－８） １０３７（３０番人気）
馬連票数 計 ６００１７２ 的中 �� １１１９（６０番人気）
馬単票数 計 ３８０８０８ 的中 �� ３６９（１１５番人気）
ワイド票数 計 ２４２４０８ 的中 �� ８６２（５２番人気）�� ２５８８（２５番人気）�� １６１０（３４番人気）
３連複票数 計 ７３５２１８ 的中 ��� ６１７（１６０番人気）
３連単票数 計１１９１２７７ 的中 ��� １８５（８６１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．５―１１．３―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３４．１―４５．４―５６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．２
３ ３（１０，１５）１２（５，６，１８）１６（２，１４）（１，７）４（８，１７）－９－１３ ４ ・（３，１５）１０（６，１６，１２）（５，１８）（２，７）１（１４，４）（８，１７）－９－１３

勝馬の
紹 介

ダイワスペシャル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２０１０．１２．１９ 中山９着

２００８．４．５生 牡３栗 母 パ ー レ イ 母母 Sister Aggie ３戦１勝 賞金 ４，８００，０００円
〔出走取消〕 ロックフェス号は，疾病〔左前踏創〕のため出走取消。
〔制裁〕 ダズリングスマイル号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金７０，０００円。（２番への進路

影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マックスファイヤー号は，平成２３年１０月４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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アレアレア号・ポリフォニー号
（非抽選馬） ４頭 クーファバステト号・サウスオブワールド号・スカイセルヴァ号・マッハスリー号



２４０９１ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．２
１：５６．４

良

良

６１２ インディーグラブ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４４０－ ４２：０１．３ ２．１�

４８ スクエアナンバー 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 和田 正道 安平 ノーザンファーム B４５０＋ ４２：０１．４� ９．３�
６１１ コスモウィッシュ 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 駿河牧場 ４２４± ０ 〃 ハナ ５８．８�
２３ ル ー ジ ュ 牝３栗 ５４ 田中 勝春廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４６４－１０２：０１．５� ５．４�
４７ エイダイポイント 牡３芦 ５６ 武士沢友治�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４３４－ ２２：０１．６クビ １３．２�
３５ アルファホール 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５２± ０ 〃 アタマ ４９．６�
７１５ オービーキング 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太	富士開発 古賀 史生 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４５０－ ２２：０１．７� ７．９


８１６ スターブルーウッド 牝３栗 ５４ 中舘 英二飯田総一郎氏 柴崎 勇 新ひだか 落合 一巳 ４７０－ ６２：０１．９１� １７．３�
２４ コスモソユーズ 牡３栗 ５６ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新ひだか マークリ牧場 B４８０－ ２２：０２．０クビ １６．６�
５９ エースチョウサン 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４２８＋ ８２：０２．２１� １５３．７
７１４ モンドナハト 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥伊藤 信之氏 松山 将樹 新ひだか 増本牧場 ４４０± ０ 〃 クビ ５１．７�
８１７ セ イ エ イ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 ４９８± ０２：０３．０５ ２１９．４�
１１ ダイワコルツ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４４０＋ ２２：０３．１クビ １２．０�
３６ マスイルベッロ 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 中田 浩美 ４２８－ ２２：０３．３１� ９７４．０�
７１３ ミキノバロンドール 牡３栗 ５６ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 浦河 浦河育成牧場 ４８４＋ ２２：０３．６１� ５６１．６�
５１０ フレンドリーパール 牝３鹿 ５４ 村田 一誠増山 武志氏 伊藤 大士 日高 サンシャイン

牧場 B４４２－ ６ 〃 クビ ５６１．６�
１２ メダリオンスター 牝３青鹿５４ 伊藤 直人早川 澄雄氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム B４６４＋１２２：０３．９１� ６４２．１�
８１８ ジレイトソーニ 牝３栗 ５４ 木幡 初広畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 北光牧場 B４２２－ ８２：０５．６大差 ３４４．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，５８５，３００円 複勝： ４２，５９５，９００円 枠連： ２１，６８０，１００円

馬連： ６８，９９４，５００円 馬単： ４６，７２８，９００円 ワイド： ２８，９４６，７００円

３連複： ８２，６３０，１００円 ３連単： １４８，９９８，６００円 計： ４６６，１６０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � ３００円 � １，１２０円 枠 連（４－６） ６５０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ２，２９０円 �� ５，９００円

３ 連 複 ��� １５，２９０円 ３ 連 単 ��� ４９，９００円

票 数

単勝票数 計 ２５５８５３ 的中 � ９９３１６（１番人気）
複勝票数 計 ４２５９５９ 的中 � １２２４１６（１番人気）� ３３０３７（６番人気）� ６８８４（１０番人気）
枠連票数 計 ２１６８０１ 的中 （４－６） ２４９８１（２番人気）
馬連票数 計 ６８９９４５ 的中 �� ４６５２３（３番人気）
馬単票数 計 ４６７２８９ 的中 �� ２２７８３（３番人気）
ワイド票数 計 ２８９４６７ 的中 �� １６６１１（３番人気）�� ２９９０（２９番人気）�� １１３５（４３番人気）
３連複票数 計 ８２６３０１ 的中 ��� ３９８９（５０番人気）
３連単票数 計１４８９９８６ 的中 ��� ２２０４（１５９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．７―１２．７―１２．５―１２．２―１２．２―１１．８―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．５―３５．２―４７．９―１：００．４―１：１２．６―１：２４．８―１：３６．６―１：４８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．５
１
３

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

２
４

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

インディーグラブ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．８．６ 新潟３着

２００８．４．２１生 牡３鹿 母 インディアナカーヴ 母母 Antique Auction ２戦１勝 賞金 ６，０００，０００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。
（非抽選馬） １頭 マドラスシチー号

２４０９２ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８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５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

２２ シルクファルシオン 牡４栗 ５７ 蛯名 正義有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９８＋ ２１：１２．１ １．５�

２３ フィンデルムンド 牡３鹿 ５５ 田辺 裕信 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４５２－１２１：１２．３１� ２１．９�
５９ キクノフェーデ 牡４鹿 ５７ 中舘 英二菊池 五郎氏 北出 成人 新ひだか フクダファーム ５１８－ ４ 〃 クビ ５．６�
７１３ コスモイルダーナ 牡４青鹿５７ 中谷 雄太岡田 繁幸氏 伊藤 伸一 新冠 堤 牧場 ４７２－ ４１：１２．６１� ２２．４�
８１５ エースインザホール 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ５０２＋１２１：１２．７� ６．７�
７１２ ノボジュピター 牡５栗 ５７ 福永 祐一�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６０± ０１：１２．９１ １５．１	
１１ ケンブリッジシーザ 牡４鹿 ５７ 藤岡 康太中西 宏彰氏 大根田裕之 新冠 川上牧場 ５０２＋ ３１：１３．１１� １５５．４

６１１ ホーマンルッツ 牡３栗 ５５ 佐藤 哲三久保 博文氏 安田 隆行 平取 びらとり牧場 ４４４＋ ２１：１３．２� １４．９�
４６ サンパチェンス 牡４鹿 ５７ 江田 照男南 �幸氏 高木 登 浦河 目名太山口

牧場 ４６０－ ４１：１３．３� ６２．７
４７ パブリックアフェア 牝４栗 ５５ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４３８－ ８１：１３．４� ２５７．８�
３４ レークサイドカフェ 牝４青鹿５５ 柴田 善臣山田 和正氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ４６０＋ ６１：１３．７２ １０４．３�
６１０ ボンジュールキセキ 牡４栗 ５７

５４ ▲小野寺祐太田中善次郎氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム ４７０－ ６１：１３．８� ２６５．３�
８１４� メイビーズエイム 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田正一郎 新ひだか 下屋敷牧場 ４７８＋１２１：１４．２２� ２４１．４�
５８ � メイショウグレイト 	４黒鹿５７ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６２± ０１：１４．７３ １９３．８�

（１４頭）
３５ ノボシャンパーニュ 牝４栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２６，４２８，８００円 複勝： ９５，３９０，７００円 枠連： ２２，３４２，４００円

馬連： ７６，３７２，２００円 馬単： ５９，６２５，４００円 ワイド： ２９，５９５，６００円

３連複： ８２，４１８，２００円 ３連単： １８５，９９３，４００円 計： ５７８，１６６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ４１０円 � １５０円 枠 連（２－２） １，２８０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� １８０円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 ��� ７，１９０円

票 数

単勝票数 差引計 ２６４２８８（返還計 ５０２） 的中 � １３８９０７（１番人気）
複勝票数 差引計 ９５３９０７（返還計 ９３２） 的中 � ６６１７２１（１番人気）� １８３７８（７番人気）� ８７８６３（２番人気）
枠連票数 差引計 ２２３４２４（返還計 ４０） 的中 （２－２） １２９５２（６番人気）
馬連票数 差引計 ７６３７２２（返還計 ７５３２） 的中 �� ４４３０４（６番人気）
馬単票数 差引計 ５９６２５４（返還計 ５１６１） 的中 �� ２７４０３（８番人気）
ワイド票数 差引計 ２９５９５６（返還計 ２７３６） 的中 �� １５２３７（６番人気）�� ５５８８５（１番人気）�� ４９４６（１４番人気）
３連複票数 差引計 ８２４１８２（返還計 １６７４３） 的中 ��� ３４９１８（７番人気）
３連単票数 差引計１８５９９３４（返還計 ３３３９２） 的中 ��� １９１０８（１９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１２．４―１２．１―１２．５

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ ・（４，８）９（２，１３，１５）（３，１１）６－（１，１２，１４）１０－７ ４ ・（４，８，９，１５）１３，２，３，１１，６，１２，１，１４，１０，７

勝馬の
紹 介

シルクファルシオン �
�
父 デュランダル �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００９．７．５ 札幌６着

２００７．２．７生 牡４栗 母 グラスファッション 母母 サ ウ ン ド １７戦３勝 賞金 ４１，７２８，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔出走取消〕 ノボシャンパーニュ号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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） １頭 アスパイヤリング号
（非抽選馬） ３頭 カナエチャン号・パープルマジック号・フレンチミシル号



２４０９３ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８日 第９競走 ��１，８００�
い ず も ざ き

出 雲 崎 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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ５３９，０００円 １５４，０００円 ７７，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

４８ マルタカシクレノン 牡３青鹿５４ 石橋 脩國立 治氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４８６＋ ２１：４６．１ ６．４�

５１０ ラ ロ メ リ ア 牡３鹿 ５４ 田辺 裕信 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４２４－ ８１：４６．２� ２．５�
２４ コンプリート 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４６４＋１０ 〃 アタマ ６６．７�
３６ ゼロチョウサン 牡４鹿 ５７ 福永 祐一長山 尚義氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 ４４２± ０１：４６．４１ ５．９�
６１２ アースガルド 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 むかわ 市川牧場 ４７８＋ ８１：４６．７１� １４．４�
１２ デラコリーナ 牝３鹿 ５２ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４５６＋１０ 〃 ハナ １８．２�
３５ � ハイレイヤー 牝４鹿 ５５ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ４１：４６．９１� ３４．１	
１１ グレートマーシャル 牡３鹿 ５４ 田中 勝春浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４８２＋ ２ 〃 ハナ ６．７

７１５ サンデースイセイ 牝３鹿 ５２ 江田 照男浜野順之助氏 清水 英克 日高 長田ファーム ４８４＋ ６１：４７．０� ３５．３�
２３ マイティージュニア 牡３黒鹿５４ 佐藤 哲三本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 ４９４± ０ 〃 アタマ ２３．９�
５９ カールファターレ 牝４鹿 ５５ 二本柳 壮吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４５４＋１８ 〃 アタマ １８．１
８１７ ブラックイレブン 牡４黒鹿５７ 吉田 豊吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４５６＋１８１：４７．２１� ７３．４�
７１３ ユ ウ セ ン 牡３青鹿５４ 蛯名 正義本田 恒雄氏 尾関 知人 新ひだか 村岡 農夫 ４６６－ ２ 〃 アタマ ２１．４�
８１８ ザストロンシチー 牡３鹿 ５４ 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 谷原 義明 日高 富川田中牧場 ４７４－１２１：４７．４� １１９．８�
８１６� ハッピーデュランダ 牡４栗 ５７ 武士沢友治岡田 勇氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 B４６２－ ８１：４７．６１� ３４０．０�
６１１� サクラソルジャー 牡４栗 ５７ 藤岡 康太�さくらコマース伊藤 大士 新ひだか 新和牧場 ４７０－ ８１：４８．４５ ３６２．４�
４７ ケイアイアレス 牡３栗 ５４ 伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 ４７８± ０１：４９．１４ ２４１．２�
７１４ ミヤビコンクエスト 牡３栗 ５４ 中舘 英二村上 義勝氏 大久保洋吉 浦河 信岡牧場 ４７８＋１０１：５０．４８ ４５７．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３６，２３５，６００円 複勝： ５８，２５１，８００円 枠連： ３１，６４５，６００円

馬連： １３３，０５４，３００円 馬単： ６９，８９９，４００円 ワイド： ４２，０５０，８００円

３連複： １３７，９３１，１００円 ３連単： ２４９，４４７，６００円 計： ７５８，５１６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � １，１００円 枠 連（４－５） ９２０円

馬 連 �� ９８０円 馬 単 �� ２，６６０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ３，７４０円 �� ２，４３０円

３ 連 複 ��� １４，５２０円 ３ 連 単 ��� ６９，９２０円

票 数

単勝票数 計 ３６２３５６ 的中 � ４４９７９（３番人気）
複勝票数 計 ５８２５１８ 的中 � ６８８１７（４番人気）� １４８７９５（１番人気）� ９５２３（１２番人気）
枠連票数 計 ３１６４５６ 的中 （４－５） ２５４８８（３番人気）
馬連票数 計１３３０５４３ 的中 �� １００９８６（３番人気）
馬単票数 計 ６９８９９４ 的中 �� １９４５５（６番人気）
ワイド票数 計 ４２０５０８ 的中 �� ２３０４０（３番人気）�� ２６２８（４０番人気）�� ４０８２（２９番人気）
３連複票数 計１３７９３１１ 的中 ��� ７０１１（４４番人気）
３連単票数 計２４９４４７６ 的中 ��� ２６３３（２０８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１１．１―１１．７―１１．８―１２．２―１１．７―１１．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３５．１―４６．８―５８．６―１：１０．８―１：２２．５―１：３３．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マルタカシクレノン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 サニーブライアン デビュー ２０１０．６．１９ 福島１着

２００８．４．９生 牡３青鹿 母 シロキタガデス 母母 シクレノンメモリー １４戦２勝 賞金 ３８，１２４，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤビコンクエスト号は，平成２３年１０月４日まで平地競走に出走できない。

２４０９４ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８日 第１０競走 ��
��１，０００�

い な ず ま

稲 妻 特 別
発走１５時１０分 （芝・直線）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

５３．７
５３．７

良

良

８１５ レイクエルフ 牡６黒鹿５７ 武士沢友治�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４２± ０ ５４．６ ６８．０�

６１１ ア フ ォ ー ド 牡３鹿 ５５ 佐藤 哲三前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８± ０ 〃 クビ ４．１�
３５ トップモデル 牝３鹿 ５３ 村田 一誠間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B４３０± ０ ５４．８１� ３．６�
７１３ スマートムービー 牝４黒鹿５５ 福永 祐一大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４３６＋ ２ ５４．９� ３．０�
３４ リッカコウユウ 牝５鹿 ５５ 田辺 裕信立花 幸雄氏 武田 博 浦河 中島 俊明 ４５８－ ４ ５５．２１� ２７．９�
７１２ ラルティスタ 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一有限会社シルク畠山 吉宏 新ひだか 松田 三千雄 ４２６－ ４ ５５．４１� １８．１�
４７ ミ テ ィ ー ク 牝６鹿 ５５ 吉田 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５００－ ２ 〃 クビ ８１．５	
２３ カレンナサクラ 牝７栗 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ １７．２

６１０ ローブドヴルール 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４９２＋ ２ ５５．５� ４７．４�
５８ キングオブザベスト 牡６鹿 ５７ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 新冠 上井農場 ４８６＋ ４ 〃 アタマ ９．０�
５９ ベ ス ト ラ ン 牝５黒鹿５５ 木幡 初広本間 茂氏 柴田 政人 新冠 北星村田牧場 ４７０－ ４ ５５．７１� ２２．５
４６ ジニオマッジョーレ 牝５栗 ５５ 田中 勝春畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４６６－１８ 〃 クビ ３５．４�
２２ ショウナンタイリン 牝５栗 ５５ 中舘 英二国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 B４５２－ ４ ５５．９１� ２５１．６�
８１４	 スマートスパークル 牡５栗 ５７ 大野 拓弥栗本 博晴氏 高市 圭二 静内 グランド牧場 ５００± ０ ５６．０
 ３４９．５�
１１ 	 モルフェメイト 牝３黒鹿５３ 伊藤 工真並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 ４２２－ ４ ５６．２１
 ４５５．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４２，７０４，２００円 複勝： ５６，５４５，７００円 枠連： ３２，０６３，６００円

馬連： １５１，２０５，７００円 馬単： ８３，４２７，０００円 ワイド： ４５，０１７，７００円

３連複： １６０，６１６，８００円 ３連単： ３２３，１４７，３００円 計： ８９４，７２８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，８００円 複 勝 � ８７０円 � １７０円 � １７０円 枠 連（６－８） ５，６９０円

馬 連 �� １１，９８０円 馬 単 �� ３６，９２０円

ワ イ ド �� ２，８９０円 �� ３，５５０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １６，０６０円 ３ 連 単 ��� ２２７，７８０円

票 数

単勝票数 計 ４２７０４２ 的中 � ４９５５（１１番人気）
複勝票数 計 ５６５４５７ 的中 � １２１３３（１１番人気）� １０００５４（３番人気）� １０１５４９（２番人気）
枠連票数 計 ３２０６３６ 的中 （６－８） ４１６０（１８番人気）
馬連票数 計１５１２０５７ 的中 �� ９３１６（３２番人気）
馬単票数 計 ８３４２７０ 的中 �� １６６８（８０番人気）
ワイド票数 計 ４５０１７７ 的中 �� ３６２６（３２番人気）�� ２９４０（３６番人気）�� ２９０８４（４番人気）
３連複票数 計１６０６１６８ 的中 ��� ７３８４（５０番人気）
３連単票数 計３２３１４７３ 的中 ��� １０４７（５３４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．１―１０．７―１０．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．２―３２．９―４２．９

上り４F４２．５－３F３２．４
勝馬の
紹 介

レイクエルフ �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 ウイニングチケット デビュー ２００７．６．３０ 福島２着

２００５．３．１３生 牡６黒鹿 母 ベルグチケット 母母 ベルグストーム ４０戦４勝 賞金 ７１，４９０，０００円
〔発走状況〕 トップモデル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

２レース目



２４０９５ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第３１回新潟２歳ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左・外）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

５１０ モンストール 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 ４６４± ０１：３３．８ １３．１�

６１１ ジャスタウェイ 牡２鹿 ５４ 福永 祐一大和屋 暁氏 須貝 尚介 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０－ ４１：３３．９� １．７�

７１４ クイーンアルタミラ 牝２黒鹿５４ 北村 宏司柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４６０＋ ２１：３４．７５ ４１．３�
１１ ダ ロ ー ネ ガ 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４９６＋ ４１：３４．９１� ５．６�
８１７ クリッピングエリア 牝２黒鹿５４ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５１４＋ ２１：３５．１� ３０．１�
７１５ ヒシマーベラス 牝２青 ５４ 大庭 和弥阿部雅一郎氏 加藤 和宏 浦河 中村 雅明 ４５８± ０１：３５．３１� ５２．６�
７１３ トウケイヘイロー 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 ４６８－ ６１：３５．４クビ １５４．７	
３６ アドマイヤリリーフ 牡２青鹿５４ 田辺 裕信近藤 利一氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８± ０１：３５．５� ２３．３

５９ フィロパトール 牝２鹿 ５４ 嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 ４５８＋ ４ 〃 クビ ４９．３�
４７ ラフレーズカフェ 牝２青鹿５４ 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４１：３５．６クビ ２０．４�
２４ ダンスインザマミー 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥落合 幸弘氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４１６－ ２１：３５．７� ５４．８
８１６ メイショウハガクレ 牡２鹿 ５４ 江田 照男松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 ４７２＋１２１：３５．９１� ８１．６�
１２ ニコールバローズ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義猪熊 広次氏 角田 晃一 池田 新田牧場 ４４０－２０ 〃 クビ ４３．９�
８１８ ロッソコルサ 牡２栗 ５４ 吉田 豊大久保和夫氏 矢野 英一 新ひだか 静内酒井牧場 ４３４± ０１：３６．０� １６１．６�
２３ ヴュルデバンダム 牝２青鹿５４ 武士沢友治山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 ４５０＋ ８ 〃 アタマ ２８．９�
３５ ニ ン ジ ャ 牡２鹿 ５４ 藤岡 康太ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 ４７４＋ ２ 〃 アタマ １１．１�
６１２ プレノタート 牝２鹿 ５４ 中舘 英二有限会社シルク牧浦 充徳 新ひだか 松田牧場 ４５６＋１０１：３６．２１� ５８．０�
４８ ハッシュドトーン 牝２青鹿５４ 石橋 脩 �グリーンファーム 西園 正都 千歳 社台ファーム ４３６＋ ２１：３７．３７ ４５．１�

（１８頭）

売 得 金
単勝： １６１，３８８，３００円 複勝： １８９，５９５，５００円 枠連： １２３，６１６，３００円 馬連： ５９１，７８６，９００円 馬単： ３６０，５４９，７００円

ワイド： １７６，４８８，５００円 ３連複： ７２３，６８６，９００円 ３連単： １，５４１，１２５，９００円 ５重勝： １，１５５，５６７，４００円 計： ５，０２３，８０５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ２８０円 � １２０円 � ６８０円 枠 連（５－６） ８５０円

馬 連 �� ９５０円 馬 単 �� ３，０８０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ３，５４０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ８，８４０円 ３ 連 単 ��� ５７，８１０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 ８５２，８０８，７４１円的中なし

票 数

単勝票数 計１６１３８８３ 的中 � ９７５６５（４番人気）
複勝票数 計１８９５９５５ 的中 � １４０２３７（４番人気）� ７００７６２（１番人気）� ４６８１６（１０番人気）
枠連票数 計１２３６１６３ 的中 （５－６） １０８５８２（３番人気）
馬連票数 計５９１７８６９ 的中 �� ４６１２６０（２番人気）
馬単票数 計３６０５４９７ 的中 �� ８６４３８（１０番人気）
ワイド票数 計１７６４８８５ 的中 �� １１０８５０（２番人気）�� １１４３０（３５番人気）�� ３３９６１（１２番人気）
３連複票数 計７２３６８６９ 的中 ��� ６０４４５（２３番人気）
３連単票数 計１５４１１２５９ 的中 ��� １９６７５（１６２番人気）
５重勝票数 計１１５５５６７４ 的中なし

ハロンタイム １２．８―１１．１―１２．１―１２．３―１２．４―１１．３―１０．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．９―３６．０―４８．３―１：００．７―１：１２．０―１：２２．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンストール �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 デ ヒ ア デビュー ２０１１．７．１６ 新潟１着

２００９．４．８生 牡２鹿 母 イソノスワロー 母母 イソノルーブル ２戦２勝 賞金 ３９，６４４，０００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 オペラダンシング号

２４０９６ ９月４日 晴 良 （２３新潟４）第８日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

３５ ドレミファドン 牡３黒鹿５４ 吉田 豊千葉 正人氏 中川 公成 日高 ナカノファーム ４８８－ ４１：５３．７ ４．２�

６１０� マルターズカイト 牡４鹿 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４６８－ ８１：５４．４４ １６．４�
２３ ジンデンバルト 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信黒岩統治郎氏 小西 一男 日高 富川牧場 ４８４＋１０ 〃 アタマ ３６．３�
８１５ ディフィーター 牡５青鹿５７ 大庭 和弥岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 ４９０－１０１：５４．７１� ３４．１�
５９ � エイコオレジェンド 牡４黒鹿５７ 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 萩澤 泰博 B４７４＋ ２１：５４．８	 １２７．５�
２２ ヴァルディヴィア 牡３鹿 ５４ 佐藤 哲三 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ６ 〃 クビ ４．６�
４６ エリモスフィーダ 牡３栗 ５４ 田中 勝春山本 慎一氏 白井 寿昭 えりも エクセルマネジメント ４９４＋ ４１：５４．９クビ １２．７	
１１ フェイクスパ 
６黒鹿５７ 柴田 善臣山上 和良氏 中川 公成 浦河 谷口牧場 ５１８－ ８ 〃 ハナ ９０．４

４７ アドマイヤジャガー 牡４鹿 ５７ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：５５．４３ ２．６�
７１２ シンボリシュテルン 牡３黒鹿５４ 北村 宏司シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 ５１４± ０１：５５．５クビ ５５．６�
８１４ ヴィッテリア 牝７栗 ５５ 西田雄一郎桜井 忠隆氏 境 征勝 門別 藤本ファーム ３９６± ０ 〃 ハナ ３９０．１
７１３ マツリダジャパン 牡４青 ５７ 蛯名 正義�橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋１０１：５５．８２ ７．２�
３４ � ユウターウェーヴ 牡４栗 ５７ 村田 一誠北前孔一郎氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 ５０２＋１４１：５６．２２	 ３０２．６�
５８ ハヤブサイッポン 牡４栗 ５７

５４ ▲杉原 誠人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４９０＋ ８ 〃 ハナ ４７３．５�
６１１ シルクエンデバー 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲嶋田 純次有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９４＋ ８１：５６．４１� ２６．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ６４，０４８，４００円 複勝： ８１，７９２，６００円 枠連： ４９，７５２，６００円

馬連： １８３，３１５，６００円 馬単： １０４，５１２，１００円 ワイド： ６２，５１１，５００円

３連複： ２０８，９３８，６００円 ３連単： ４４１，１２９，８００円 計： １，１９６，００１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２１０円 � ３９０円 � ９００円 枠 連（３－６） ２，２６０円

馬 連 �� ３，４２０円 馬 単 �� ４，８５０円

ワ イ ド �� １，４３０円 �� ３，３００円 �� ５，７７０円

３ 連 複 ��� ３５，７００円 ３ 連 単 ��� １０１，０５０円

票 数

単勝票数 計 ６４０４８４ 的中 � １２１２７２（２番人気）
複勝票数 計 ８１７９２６ 的中 � １２７９９５（３番人気）� ５３５８３（６番人気）� ２００３６（９番人気）
枠連票数 計 ４９７５２６ 的中 （３－６） １６２９０（１１番人気）
馬連票数 計１８３３１５６ 的中 �� ３９６６８（１２番人気）
馬単票数 計１０４５１２１ 的中 �� １５９０４（１８番人気）
ワイド票数 計 ６２５１１５ 的中 �� １１０６２（１５番人気）�� ４６３５（３０番人気）�� ２６２３（４１番人気）
３連複票数 計２０８９３８６ 的中 ��� ４３２０（８３番人気）
３連単票数 計４４１１２９８ 的中 ��� ３２２２（２８３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．７―３６．５―５０．２―１：０３．５―１：１６．４―１：２９．２―１：４１．４

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドレミファドン �
�
父 スパイキュール �

�
母父 エ リ シ オ デビュー ２０１１．５．１５ 新潟１３着

２００８．４．２７生 牡３黒鹿 母 スターフェスタ 母母 パラダイスムーン ４戦２勝 賞金 １２，４００，０００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 モンク号

５レース目



（２３新潟４）第８日 ９月４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 １８９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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２３，１５０，０００円
１，０９０，０００円
３，８００，０００円
２，１５０，０００円
２１，１３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６４，２３９，０００円
５，８４６，６００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
４６５，１６４，９００円
７２８，６２６，５００円
３７３，８４８，８００円
１，４９１，３１１，９００円
９３５，０７３，２００円
５０４，７４１，８００円
１，７６９，２９３，３００円
３，５４１，６２３，３００円
１，１５５，５６７，４００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 １０，９６５，２５１，１００円

総入場人員 １５，７４５名 （有料入場人員 １３，４４３名）



平成２３年度 第４回新潟競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４７０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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，６８１，９９０，０００円
２１，４５０，０００円
６４，３２０，０００円
１４，１７０，０００円
１５９，０００，０００円

５８０，０００円
５８０，０００円

５０３，１３５，５００円
４３，３８０，２００円
１４，５５３，０００円

勝馬投票券売得金
２，９７２，０６３，９００円
４，９８０，５２４，１００円
２，３９２，４５１，２００円
９，３４５，９９７，２００円
５，９１９，６４４，４００円
３，３４５，７７６，２００円
１１，２０４，０００，１００円
２２，２２８，２２０，５００円
４，８１８，８８６，９００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 ６７，２０７，５６４，５００円

総入場延人員 １０１，２５６名 （有料入場延人員 ８７，３５４名）


