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22121 9月6日 晴 良 （26新潟2）第11日 第1競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時15分 （芝・左・外）

牝，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
1：33．4
1：32．3

良
良

47 ココロノアイ 牝2鹿 54 戸崎 圭太�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 452＋ 41：35．0 1．7�
611 ギンザヴィクトリア 牝2黒鹿54 杉原 誠人有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 428－ 41：35．42� 6．9�
510 プレシャスメイト 牝2鹿 54 西田雄一郎飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 436－ 81：35．5� 8．4�
816 セラフィーナ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B426＋ 41：35．71 59．7�
612 ダブルフラワー 牝2栗 54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 480＋ 21：35．91� 62．9�
23 デトロイトカフェ 牝2黒鹿54 石橋 脩 Him Rock Racing 矢野 英一 浦河 小島牧場 450＋ 81：36．0� 79．5	
715 プラムチャン 牝2青 54 岩田 康誠ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 448＋ 4 〃 アタマ 13．0

818 レオフラッパー 牝2栗 54 横山 典弘�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 448－ 2 〃 アタマ 9．6�
817 レディゴーラウンド 牝2芦 54 M．エスポジート �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 41：36．21� 20．8
（伊）

713 ツウローゼズ 牝2黒鹿54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 440± 01：36．3クビ 70．9�
59 ヴィルフランシュ 牝2青鹿54 大野 拓弥有限会社シルク牧 光二 安平 ノーザンファーム 422＋ 41：36．4� 19．9�
24 マースクィーン 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太キャピタルクラブ 小西 一男 浦河 カナイシスタッド 456± 01：36．61 422．2�
36 カインドネス 牝2鹿 54 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 61：36．7� 114．7�
12 エイプリルラヴ 牝2黒鹿54 木幡 初広�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 398± 0 〃 アタマ 22．7�
11 タカラドリーム 牝2栗 54 武士沢友治村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 448± 01：36．91� 220．9�
48 ミヤコエンパイア 牝2鹿 54 国分 恭介吉田喜代司氏 土田 稔 日高 道見牧場 462＋101：37．11� 41．0�
714 エスティノーヴァ 牝2鹿 54 江田 照男 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 402－161：37．41� 280．7�
35 トーセンエデン 牝2鹿 54 伊藤 工真島川 �哉氏 小笠 倫弘 厚真 阿部 栄乃進 458± 01：38．78 297．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，441，700円 複勝： 39，843，200円 枠連： 16，003，000円
馬連： 51，443，400円 馬単： 34，040，500円 ワイド： 29，422，200円
3連複： 64，403，400円 3連単： 98，484，600円 計： 359，082，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 200円 枠 連（4－6） 550円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 300円 �� 330円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 5，090円

票 数

単勝票数 計 254417 的中 � 113872（1番人気）
複勝票数 計 398432 的中 � 147000（1番人気）� 53713（2番人気）� 34747（4番人気）
枠連票数 計 160030 的中 （4－6） 22342（2番人気）
馬連票数 計 514434 的中 �� 59747（1番人気）
馬単票数 計 340405 的中 �� 29493（1番人気）
ワイド票数 計 294222 的中 �� 27256（1番人気）�� 23179（3番人気）�� 8326（8番人気）
3連複票数 計 644034 的中 ��� 29027（2番人気）
3連単票数 計 984846 的中 ��� 14023（3番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．6
3 16，18（2，8）－（13，14）15（6，17）11（10，12）1（7，9）3－4，5 4 16，18（2，8）（13，14）（15，17）（6，11，12）（1，10）9（3，7）－（4，5）

勝馬の
紹 介

ココロノアイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2014．7．19 福島2着

2012．4．28生 牝2鹿 母 ビューティソング 母母 マックスジョリー 2戦1勝 賞金 7，800，000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 カレイカルロッタ号・ダイメイエンパイア号・トラストルシファー号・ハッピーピアス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22122 9月6日 晴 稍重 （26新潟2）第11日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時45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

58 ヴ ァ ー ノ ン 牡3栗 56 柴田 善臣�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 482－ 41：11．4 2．7�
814 オートクレール 牝3栗 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 420± 01：11．72 25．5�
712 サウスキング 牡3黒鹿56 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 482＋ 81：12．01� 4．6�
47 モリトハリウッド 牡3鹿 56 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 512－ 21：12．1� 9．0�
46 イミラカチャ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 434－ 21：12．2� 5．2�
35 デ ィ サ イ ド 牡3鹿 56 的場 勇人西村 專次氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 506－ 21：12．3クビ 19．1	
815 ワイエムテイラー 牝3鹿 54 国分 恭介�サンライズ 鈴木 伸尋 新ひだか 川端 英幸 488＋161：12．72� 151．3

22 アルディバイン 牡3鹿 56 M．エスポジート 髙樽さゆり氏 古賀 慎明 浦河 山下 恭茂 480＋ 2 〃 クビ 17．4�

（伊）

713 エアマチルド 牝3栗 54 武士沢友治 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 B452－ 21：12．91 21．6
23 ビジータイム 牝3青鹿54 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 新ひだか グランド牧場 412＋ 61：13．22 42．0�
11 ウエスタンバラード 牝3鹿 54 石橋 脩西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか ウエスタンファーム 470 ―1：13．51� 154．7�
610 インスタイル 牡3鹿 56 江田 照男岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 81：13．6� 8．0�
611 パニャニャン 牝3黒鹿54 大庭 和弥清水 敏氏 粕谷 昌央 浦河 ミルファーム 496＋ 61：14．34 312．1�
34 カフェココット 牝3青鹿54 田中 勝春西川 恭子氏 古賀 慎明 新冠 大栄牧場 B416－101：14．83 97．9�
59 シャトーココ 牝3鹿 54

51 ▲石川裕紀人円城 幸男氏 根本 康広 新冠 ビッグレッドファーム 392＋ 81：15．54 551．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，689，200円 複勝： 32，848，300円 枠連： 13，293，000円
馬連： 42，994，900円 馬単： 26，913，200円 ワイド： 22，309，100円
3連複： 53，755，600円 3連単： 80，371，900円 計： 291，175，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 650円 � 190円 枠 連（5－8） 5，270円

馬 連 �� 5，530円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 350円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 6，690円 3 連 単 ��� 36，160円

票 数

単勝票数 計 186892 的中 � 54085（1番人気）
複勝票数 計 328483 的中 � 70809（1番人気）� 9294（9番人気）� 46435（3番人気）
枠連票数 計 132930 的中 （5－8） 1953（17番人気）
馬連票数 計 429949 的中 �� 6022（20番人気）
馬単票数 計 269132 的中 �� 2591（31番人気）
ワイド票数 計 223091 的中 �� 3654（21番人気）�� 18173（2番人気）�� 2654（27番人気）
3連複票数 計 537556 的中 ��� 6019（24番人気）
3連単票数 計 803719 的中 ��� 1611（118番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―12．4―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．4―46．8―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 ・（8，12）5，14（3，15）（2，7）－（4，6）－（1，11）（9，13）10 4 ・（8，12）（5，14）－（3，15）（2，7）6，4，1（11，13）－（9，10）

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ー ノ ン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2014．5．3 東京10着

2011．4．11生 牡3栗 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔発走状況〕 パニャニャン号は，枠内駐立不良〔突進〕。発走地点で馬装整備。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分遅延。
〔調教再審査〕 パニャニャン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シャトーココ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月6日まで平地競走

に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 新潟競馬 第11日



22123 9月6日 晴 稍重 （26新潟2）第11日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時15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

610� ザンブローネ 牡3栗 56 戸崎 圭太吉田 和美氏 木村 哲也 米 Helen K. Groves
Revocable Trust 528＋ 21：54．2 1．4�

34 キネオイーグル 牡3鹿 56 岩田 康誠吉田 千津氏 高柳 瑞樹 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 498－101：54．94 4．6�

814 トーアキヨモリ 牡3鹿 56 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 522－ 41：55．53� 24．8�
22 フェイトアゲン 牡3鹿 56 宮崎 北斗浅川 皓司氏 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 446± 0 〃 クビ 38．3�
47 メイクザカット 牡3栗 56 吉田 豊島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 528± 01：55．6� 28．7	
35 ドゥーイット 牡3栗 56

53 ▲原田 和真
ヒダカファーム堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 450－ 41：55．81 89．5�
11 ジーガークリスタル 牡3鹿 56 西田雄一郎
ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 548＋ 61：56．01	 149．8�
59 レッドイルヴェント 牡3黒鹿56 伊藤 工真 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム B478＋141：56．1� 185．5
611 モンサンプロキオン 牡3鹿 56 石橋 脩山下 新一氏 小野 次郎 新冠 飛渡牧場 B486± 01：56．63 22．1�
23 タイセイフラッシュ 牡3黒鹿56 田中 勝春田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 平取 二風谷ファーム 480－ 21：56．91
 165．6�
712 グロリアスステップ 牡3栗 56 丹内 祐次桜井 忠隆氏 和田正一郎 苫小牧 藤澤 昭勝 488＋ 41：57．0
 272．1�
58 ドラムメジャー 牡3青 56 M．エスポジート 本間 茂氏 相沢 郁 新冠 競優牧場 460－ 21：57．32 7．1�

（伊）

713 キンショーウズシオ 牡3芦 56 大野 拓弥礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 森永 聡 482－181：59．2大差 25．2�
46 ユナイテッド 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人林 正道氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 484－ 22：00．69 265．8�
815 バトルホース �3栗 56 杉原 誠人寺田 寿男氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 468 ―2：08．2大差 378．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，727，800円 複勝： 100，865，500円 枠連： 12，797，200円
馬連： 42，963，800円 馬単： 34，162，500円 ワイド： 25，264，400円
3連複： 56，321，400円 3連単： 112，935，500円 計： 410，038，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 140円 � 280円 枠 連（3－6） 320円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 450円

ワ イ ド �� 190円 �� 460円 �� 900円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 3，200円

票 数

単勝票数 計 247278 的中 � 132592（1番人気）
複勝票数 計1008655 的中 � 786485（1番人気）� 60638（2番人気）� 18730（5番人気）
枠連票数 計 127972 的中 （3－6） 30688（1番人気）
馬連票数 計 429638 的中 �� 93787（1番人気）
馬単票数 計 341625 的中 �� 55933（1番人気）
ワイド票数 計 252644 的中 �� 43640（1番人気）�� 12715（4番人気）�� 5930（10番人気）
3連複票数 計 563214 的中 ��� 26131（3番人気）
3連単票数 計1129355 的中 ��� 25568（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．4―13．4―12．9―12．5―13．1―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―36．5―49．9―1：02．8―1：15．3―1：28．4―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ザンブローネ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Rahy デビュー 2014．6．28 東京5着

2011．2．22生 牡3栗 母 Tejida 母母 Batique 4戦1勝 賞金 8，660，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユナイテッド号・バトルホース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月6日

まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22124 9月6日 晴 良 （26新潟2）第11日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時45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
1：07．5
1：06．5

良
良

818 アースプレイ 牝3青鹿54 田中 勝春松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 428－ 41：09．3 5．5�

612 アタルガティス 牝3黒鹿54 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 428＋12 〃 ハナ 14．7�
12 アクアプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也水谷 昌晃氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 436－ 2 〃 ハナ 7．4�
715� サンキュージョン 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 久保田貴士 加 R. F. Crean 484－ 21：09．4� 4．1�
47 メイショウアガサ 牝3鹿 54 柴田 善臣松本 好�氏 小島 太 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 21：09．72 16．6�
23 ノブジョプリン 牝3鹿 54 岩田 康誠前田 亘輝氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 480＋16 〃 クビ 8．2	
817 マコトシニョーラ 牝3鹿 54 大野 拓弥
ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 398－ 61：09．8クビ 20．5�
35 � シェードカーテン 牡3黒鹿54 吉田 豊保坂 和孝氏 木村 哲也 豪 Mr R An-

derson 446－ 2 〃 ハナ 44．7�
510 シ レ ー ナ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 大竹 正博 新ひだか 服部 牧場 438＋141：09．9	 7．1

36 ヘ レ ン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行石川 一義氏 清水 英克 浦河 多田 善弘 460＋ 21：10．11
 155．8�
611 ブランシェトワール 牝3芦 54

51 ▲原田 和真村山 卓也氏 鈴木 伸尋 むかわ 市川牧場 446± 0 〃 クビ 61．0�
713 マイネルアバンテ 牡3鹿 56 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか キヨタケ牧場 484＋161：10．2	 59．7�
24 デュアルインパクト 牡3黒鹿56 M．エスポジート �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 426± 01：10．3クビ 5．7�

（伊）

714 キッズアベリア 牝3鹿 54 的場 勇人瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 474－ 61：10．51� 90．9�
59 バトルミュートゥス 牡3栗 56 国分 恭介宮川 秋信氏 和田正一郎 新ひだか 西村 和夫 414＋ 61：10．6クビ 387．5�
11 カ ツ ラ オ ー 牡3栗 56 伊藤 工真篠木 俊二氏 菅原 泰夫 茨城 篠木牧場 440＋ 81：11．23� 305．3�
816 マツリダバンチョウ 牡3黒鹿56 西田雄一郎井村誉志雄氏 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 438＋ 81：11．41
 327．7�
48 カ ザ ハ ナ 牝3鹿 54 大庭 和弥荒井 壽明氏 和田 正道 日高 サンシャイン

牧場 454＋181：40．2大差 363．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，797，400円 複勝： 37，038，600円 枠連： 16，627，900円
馬連： 50，542，900円 馬単： 27，895，800円 ワイド： 28，269，400円
3連複： 66，458，700円 3連単： 89，042，000円 計： 337，672，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 410円 � 220円 枠 連（6－8） 2，420円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 750円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 6，830円 3 連 単 ��� 36，160円

票 数

単勝票数 計 217974 的中 � 31304（2番人気）
複勝票数 計 370386 的中 � 48213（3番人気）� 20548（7番人気）� 46182（4番人気）
枠連票数 計 166279 的中 （6－8） 5325（13番人気）
馬連票数 計 505429 的中 �� 9388（18番人気）
馬単票数 計 278958 的中 �� 2888（32番人気）
ワイド票数 計 282694 的中 �� 5023（18番人気）�� 10038（7番人気）�� 6204（13番人気）
3連複票数 計 664587 的中 ��� 7296（22番人気）
3連単票数 計 890420 的中 ��� 1785（114番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．7―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．5―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．5
3 12－（3，11，14）（2，9，10，15）18，6，7（5，13）4－（16，17）－1＝8 4 12（3，11，14）15，10（2，9，18）－（6，7）（5，13）4－17－16－1＝8

勝馬の
紹 介

アースプレイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2013．10．26 東京3着

2011．4．28生 牝3青鹿 母 ミスイースター 母母 イングリッシュホーマー 12戦1勝 賞金 16，630，000円
〔調教再審査〕 カザハナ号は，競走中に前進気勢を欠き著しく入線が遅れたことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カザハナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月6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 ナイスエモーション号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22125 9月6日 晴 良 （26新潟2）第11日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時35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
1：45．9

良
良

22 ストリートキャップ 牡2芦 54 岩田 康誠 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 456 ―1：48．4 8．8�
58 レッドルモンド 牡2青鹿54 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500 ―1：48．71� 5．4�
69 ディリジェンテ 牝2栗 54 石橋 脩吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462 ―1：48．8� 20．3�
712	 イングランドローズ 牝2鹿 54 M．エスポジート 前田 葉子氏 矢作 芳人 英 Meon Val-

ley Stud 450 ―1：49．43� 7．7�
（伊）

57 ウインフォーエバー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 460 ―1：49．5� 50．3�
814 シゲルマツリダ 牡2青鹿54 江田 照男森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 市川牧場 460 ―1：49．71
 122．0	
711 サクラティンクル 牝2鹿 54 戸崎 圭太�さくらコマース須貝 尚介 新ひだか 谷岡スタット 462 ―1：49．8� 1．6

610 ハ マ ギ ク 牝2黒鹿54 大野 拓弥井上 一郎氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 460 ―1：50．01
 26．7�
45 ルナマジック 牡2鹿 54 国分 恭介ニットー商事� 田中 章博 新冠 カミイスタット 490 ―1：50．42� 17．9�
813 スクリーンヒロイン 牝2栗 54 吉田 豊林 啓二氏 松山 将樹 新冠 シンユウフアーム 462 ―1：51．35 88．9
46 サンフラワー 牝2鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 武市 康男 日高 中川 欽一 452 ―1：51．62 339．2�
11 サンマルバロン 牡2栗 54 田中 勝春相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 B468 ―1：53．19 90．8�
33 トーセンユニバース 牡2栗 54 小野寺祐太島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 466 ―1：53．2� 224．4�
34 ユキノマイクイーン 牝2芦 54

51 ▲伴 啓太福田 光博氏 加藤 和宏 様似 髙村 伸一 422 ―1：53．3� 143．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，032，000円 複勝： 36，150，100円 枠連： 14，256，300円
馬連： 43，734，900円 馬単： 31，019，200円 ワイド： 20，998，500円
3連複： 50，365，300円 3連単： 90，264，900円 計： 314，821，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 320円 � 220円 � 440円 枠 連（2－5） 1，590円

馬 連 �� 2，000円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，530円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 8，580円 3 連 単 ��� 45，920円

票 数

単勝票数 計 280320 的中 � 25307（4番人気）
複勝票数 計 361501 的中 � 29126（4番人気）� 49909（2番人気）� 19236（6番人気）
枠連票数 計 142563 的中 （2－5） 6922（6番人気）
馬連票数 計 437349 的中 �� 16866（8番人気）
馬単票数 計 310192 的中 �� 5399（13番人気）
ワイド票数 計 209985 的中 �� 9099（6番人気）�� 3402（16番人気）�� 5251（11番人気）
3連複票数 計 503653 的中 ��� 4398（25番人気）
3連単票数 計 902649 的中 ��� 1425（120番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．5―49．2―1：01．6―1：13．7―1：25．5―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストリートキャップ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 オグリキャップ 初出走

2012．3．9生 牡2芦 母 ミンナノアイドル 母母 グレイスクイン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22126 9月6日 晴 稍重 （26新潟2）第11日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走13時05分 （ダート・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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

45 キャプテンシップ 牡2鹿 54 岩田 康誠玉井 宏和氏 森 秀行 浦河 小池 博幸 486 ―1：13．3 1．2�
813� マイネルアペックス 牡2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Mr. & Mrs.
Bayne Welker Jr. 480 ―1：13．93� 33．9�

22 トウショウチャート 牡2栗 54 国分 恭介トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか 鳥谷 勝彦 420 ―1：14．0� 37．1�
712 キングノヨアケ 牡2黒鹿54 M．エスポジート 平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 496 ―1：14．32 65．9�

（伊）

34 アルノルフィーニ 牡2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 434 ―1：14．51	 90．5	
711 オーゴンマリア 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也永田 清男氏 高木 登 新ひだか 小倉 光博 444 ―1：14．6クビ 28．1

11 ミヤビヴィグラス 牝2栗 54 柴田 善臣村上 義勝氏 大江原 哲 新ひだか 高橋 修 446 ―1：14．7
 9．6�
58 ミルファンティ 牝2芦 54 江田 照男 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 452 ―1：14．8� 7．7�
69 ポーラスタア 牝2黒鹿54 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 奥村 武 浦河 赤田牧場 448 ―1：14．9� 14．2
610 タケルワールド 牡2栗 54 田中 勝春森 保彦氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 432 ―1：15．0
 31．7�
46 ウインヴァンノ 牝2黒鹿54 大野 拓弥�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 476 ―1：15．63� 102．5�
33 ブライニクル 牡2鹿 54 嘉藤 貴行手嶋 康雄氏 天間 昭一 新冠 ハシモトフアーム 444 ―1：17．210 241．3�
814 エンジェルネネ 牝2青鹿54 武士沢友治森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 田湯牧場 444 ―1：17．3� 178．3�
57 プチヴェール 牝2栗 54

51 ▲原田 和真 �荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 大西ファーム 418 ―1：20．5大差 411．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，833，400円 複勝： 70，724，700円 枠連： 11，801，100円
馬連： 42，590，400円 馬単： 36，139，800円 ワイド： 22，215，500円
3連複： 48，252，900円 3連単： 104，834，700円 計： 361，392，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 340円 � 380円 枠 連（4－8） 1，740円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 850円 �� 720円 �� 5，960円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 30，970円

票 数

単勝票数 計 248334 的中 � 153971（1番人気）
複勝票数 計 707247 的中 � 528660（1番人気）� 15183（5番人気）� 13094（7番人気）
枠連票数 計 118011 的中 （4－8） 5238（6番人気）
馬連票数 計 425904 的中 �� 15994（7番人気）
馬単票数 計 361398 的中 �� 10967（9番人気）
ワイド票数 計 222155 的中 �� 6834（9番人気）�� 8244（7番人気）�� 904（39番人気）
3連複票数 計 482529 的中 ��� 3389（32番人気）
3連単票数 計1048347 的中 ��� 2454（85番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．9―12．7―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―24．0―35．9―48．6―1：00．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャプテンシップ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 ラ ム タ ラ 初出走

2012．4．5生 牡2鹿 母 ゴッドエンジェル 母母 フジノキャラット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アルノルフィーニ号の調教師高市圭二は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プチヴェール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月6日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

追 加 記 事（第 2回新潟競馬第 9日第 3競走）
〔その他〕　　カンシャ号は，競走中に疾病〔両橈骨遠位端骨折〕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。



22127 9月6日 晴 良 （26新潟2）第11日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走13時35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
1：43．9

良
良

47 バトルジェジェジェ 牝3鹿 54 戸崎 圭太宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 444± 01：47．2 2．0�
612 ゴールドクラウス 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 462＋ 21：47．3� 9．5�
12 スイートルイーズ 牝3鹿 54 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 434＋ 21：47．4� 24．1�
817 レッドレギオン 牡3鹿 56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B480－ 61：47．61 3．9�
611 アペルトゥーラ 牡3栗 56 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 488－ 81：47．92 7．7�
713 クリノハッチャン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 460＋ 81：48．11� 34．6	
36 ダイワアンビシャス 牡3鹿 56 木幡 初広大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 田上 稔 500－ 2 〃 クビ 28．8

816 ミラクルステイ 牝3黒鹿54 大野 拓弥�協和牧場 的場 均 新冠 協和牧場 440＋ 61：48．41� 68．4�
818 プラチナムーン 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか 橋本牧場 392＋ 41：48．5� 138．5

11 アヴェクトワ 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉田 和子氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434－ 41：48．71� 60．1�

23 ベストギフト 牝3黒鹿54 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 442± 0 〃 アタマ 12．7�
24 マーキーズシェイプ 牡3鹿 56 武士沢友治 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 474－ 41：48．8� 70．6�
35 ワイルドビューティ 牡3青鹿56 伊藤 工真花野 友象氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 444± 01：49．01� 243．8�
48 ハクサンストリート 牝3鹿 54 M．エスポジート 河﨑 五市氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 416± 01：49．53 51．4�

（伊）

714 ケンブリッジベラ 牝3黒鹿54 江田 照男中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 412－ 21：49．6� 339．1�

715 ロイヤルベビー 牝3黒鹿54 丹内 祐次�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 452＋121：49．91� 164．5�
510 アイケーゴーウィン 牝3青鹿54 嘉藤 貴行池田 皓介氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 434＋ 41：50．21� 327．8�
59 ルイアイザック 牡3鹿 56 吉田 豊保坂 義貞氏 菅原 泰夫 新冠 高瀬牧場 B440＋ 21：51．05 288．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，442，800円 複勝： 34，720，400円 枠連： 18，120，600円
馬連： 53，886，800円 馬単： 33，015，700円 ワイド： 25，749，200円
3連複： 61，192，300円 3連単： 102，978，200円 計： 353，106，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 200円 � 370円 枠 連（4－6） 420円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 400円 �� 760円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 4，240円 3 連 単 ��� 13，680円

票 数

単勝票数 計 234428 的中 � 91944（1番人気）
複勝票数 計 347204 的中 � 112640（1番人気）� 37547（4番人気）� 16086（6番人気）
枠連票数 計 181206 的中 （4－6） 33026（2番人気）
馬連票数 計 538868 的中 �� 41126（3番人気）
馬単票数 計 330157 的中 �� 17321（4番人気）
ワイド票数 計 257492 的中 �� 18020（3番人気）�� 8501（7番人気）�� 3479（18番人気）
3連複票数 計 611923 的中 ��� 10813（12番人気）
3連単票数 計1029782 的中 ��� 5454（31番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―10．9―12．7―12．6―12．5―12．2―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．0―33．9―46．6―59．2―1：11．7―1：23．9―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F35．5
3 3，9，8，15，17，18－6，14－13，1（10，7）2，5（11，12，16）4 4 3（8，9）15－17，18，6－（1，14）13（10，7）（2，5，16）（11，12）4

勝馬の
紹 介

バトルジェジェジェ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．11．16 東京3着

2011．5．28生 牝3鹿 母 ジェイドストリーク 母母 シ ゴ ネ ー ラ 9戦1勝 賞金 11，560，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22128 9月6日 晴 良 （26新潟2）第11日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

46 ラ ブ ユ ー 牝3栗 52 大野 拓弥�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 492± 01：53．0 7．5�
22 アイヅラブリー 牝3鹿 52 杉原 誠人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 450± 01：53．21� 143．5�
23 グランドエンジェル 牝3鹿 52 武士沢友治�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440± 01：53．3クビ 16．7�
35 ブルーボサノヴァ 牝3栗 52 国分 恭介 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 472＋ 41：53．51� 46．5�
47 アルデグロリア 牝4栗 55 石橋 脩井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 496± 01：53．6� 5．9	
11 リ ヴ ァ ロ 牝4鹿 55 岩田 康誠四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 クビ 29．4

34 グラスプリマ 牝3鹿 52 柴田 善臣半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 504± 01：53．81� 4．5�
814 レイヨンヴェール 牝3黒鹿52 M．エスポジート �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 492＋301：54．43� 3．2�

（伊）

58 レイズアセイル 牝3栗 52 戸崎 圭太 �グリーンファーム奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B452＋101：55．03� 14．3
712� オ フ シ ョ ア 牝5鹿 55 宮崎 北斗 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム B454＋ 81：55．53 48．6�
611 トーアコナユキ 牝3芦 52 嘉藤 貴行高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 486± 0 〃 クビ 295．4�
59 � リトルボナンザ 牝4芦 55 西田雄一郎畑佐 博氏 蛯名 利弘 新ひだか 神垣 道弘 444± 01：56．13� 427．8�
610 マックスユーキャン 牝3栗 52

49 ▲原田 和真 �キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋241：56．2� 35．7�

713 アンジェラスベル 牝4鹿 55 江田 照男田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B480＋141：56．83� 19．3�
815 アンジュデュバン 牝3黒鹿52 横山 典弘後藤 英成氏 武市 康男 日高 荒井ファーム 436－ 41：56．9� 8．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，336，700円 複勝： 39，684，800円 枠連： 21，425，300円
馬連： 64，793，100円 馬単： 35，631，400円 ワイド： 30，666，900円
3連複： 75，020，600円 3連単： 110，326，800円 計： 401，885，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 220円 � 2，540円 � 370円 枠 連（2－4） 2，710円

馬 連 �� 45，770円 馬 単 �� 58，990円

ワ イ ド �� 11，420円 �� 1，470円 �� 10，510円

3 連 複 ��� 111，630円 3 連 単 ��� 470，510円

票 数

単勝票数 計 243367 的中 � 25939（4番人気）
複勝票数 計 396848 的中 � 55797（3番人気）� 3355（13番人気）� 27699（6番人気）
枠連票数 計 214253 的中 （2－4） 6110（13番人気）
馬連票数 計 647931 的中 �� 1097（65番人気）
馬単票数 計 356314 的中 �� 453（115番人気）
ワイド票数 計 306669 的中 �� 682（68番人気）�� 5551（15番人気）�� 742（66番人気）
3連複票数 計 750206 的中 ��� 504（197番人気）
3連単票数 計1103268 的中 ��� 170（978番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―12．2―12．4―12．3―13．0―13．3―12．6―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―35．9―48．3―1：00．6―1：13．6―1：26．9―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．4
1
3

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

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

ラ ブ ユ ー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パークリージエント デビュー 2014．2．22 東京2着

2011．4．27生 牝3栗 母 ファンタジー 母母 リユウクモゼキ 7戦2勝 賞金 19，600，000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。
（非当選馬） 1頭 クレバーパルマ号
（非抽選馬） 2頭 メテオーリカ号・レッドレイラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22129 9月6日 晴 良 （26新潟2）第11日 第9競走 ��
��2，200�

つばめ

燕 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

59 メイクアップ 牡3栗 54 戸崎 圭太岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 42：12．5 2．6�
34 シャイニーデイズ �4鹿 57 西田雄一郎小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 雅 牧場 480－ 22：12．71	 28．4�
46 キネオワールド 牡3黒鹿54 岩田 康誠吉田 千津氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460－ 82：13．12	 2．4�
47 ボーイフレンド 牡5栗 57 横山 典弘北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 448＋ 42：13．31
 5．2�
713 トゥインクル 牡3栗 54 石橋 脩畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 452－ 42：13．4	 18．8�
58 プレストウィック 牡3芦 54 M．エスポジート 有限会社シルク武藤 善則 安平 ノーザンファーム 524＋14 〃 クビ 12．9�

（伊）

23 レ ジ ー ナ 牝4栗 55 柴田 善臣 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 橋本牧場 430＋ 42：13．5クビ 24．1


610 マイネルランスタン 牡4栗 57 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B452＋ 22：13．71 88．6�

814 セプテントリオ �4黒鹿57 武士沢友治 �社台レースホース鈴木 康弘 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498－ 22：14．12	 70．3

11 コスモディクシー 牡3黒鹿54 柴田 未崎 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 484＋ 42：14．41� 222．3�

22 サングブルー 牡4芦 57 杉原 誠人吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 450－ 42：14．5	 84．2�
712 ジャストヴィークル 牡3鹿 54 吉田 豊大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 498－ 2 〃 クビ 163．3�
35 � アイアンフォックス 牡4鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 武井 亮 英 Howard

Barton Stud 454－142：15．35 197．4�
815 ブルーグランツ 牡4鹿 57 木幡 初広 	ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 加野牧場 B508＋ 22：15．62 380．9�
611 デイジーバローズ 牝5栗 55 江田 照男猪熊 広次氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 490＋ 42：15．7	 165．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，240，200円 複勝： 45，996，100円 枠連： 21，985，900円
馬連： 87，066，800円 馬単： 52，298，300円 ワイド： 34，380，100円
3連複： 106，087，800円 3連単： 186，911，500円 計： 564，966，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 260円 � 110円 枠 連（3－5） 2，210円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 570円 �� 160円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 10，420円

票 数

単勝票数 計 302402 的中 � 91719（2番人気）
複勝票数 計 459961 的中 � 126542（2番人気）� 25422（6番人気）� 134546（1番人気）
枠連票数 計 219859 的中 （3－5） 7699（9番人気）
馬連票数 計 870668 的中 �� 29902（7番人気）
馬単票数 計 522983 的中 �� 13745（10番人気）
ワイド票数 計 343801 的中 �� 12882（6番人気）�� 70473（1番人気）�� 10604（9番人気）
3連複票数 計1060878 的中 ��� 57369（5番人気）
3連単票数 計1869115 的中 ��� 12999（28番人気）

ハロンタイム 12．9―10．4―11．3―12．3―13．4―12．4―12．0―11．9―12．1―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．3―34．6―46．9―1：00．3―1：12．7―1：24．7―1：36．6―1：48．7―2：00．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイクアップ �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2013．12．8 阪神4着

2011．2．26生 牡3栗 母 エンプレスマティルダ 母母 Reine Mathilde 10戦2勝 賞金 32，243，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22130 9月6日 晴 良 （26新潟2）第11日 第10競走 ��
��1，000�

ば く し ん

驀 進 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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

818 ヒ ー ラ 牝5鹿 55 田中 勝春平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 430－ 2 54．6 13．2�
23 カフヴァール 牝5鹿 55 大野 拓弥 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B466＋ 2 54．91� 53．3�
612 ウエスタンユーノー 牝3芦 53 横山 典弘西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 492＋ 6 〃 アタマ 11．0�
611 ルベーゼドランジェ 牝4鹿 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 480＋ 2 〃 ハナ 2．5�
715 クリノタカラチャン 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 422＋10 55．0� 18．2�
510 シャトルアップ 	6栗 57 戸崎 圭太広尾レース	 黒岩 陽一 様似 清水スタッド B492± 0 〃 クビ 8．8

48 ヤサカオディール 牝5黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 432± 0 〃 アタマ 34．4�
817 ミラクルアイドル 牝3黒鹿53 柴田 善臣玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 454－ 6 55．1クビ 4．7�
816 タニセンヴォイス 牝5栗 55 石橋 脩染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 B470－ 8 〃 クビ 7．7
47 ネオザミスティック 牝6黒鹿55 木幡 初也小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 464＋ 4 55．3� 68．0�
714 トーセンシルエット 牝3芦 53 M．エスポジート 島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 448＋ 2 55．51
 18．7�
（伊）

59 キンショーユウジャ 牡6栗 57 武士沢友治礒野日出夫氏 根本 康広 新ひだか 藤本牧場 496－ 4 〃 ハナ 223．2�
35 バルスピュール 牝5黒鹿55 西田雄一郎ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 472＋ 2 〃 ハナ 85．1�
36 � ヨユウノヨッチャン 牝6鹿 55 杉原 誠人グリーンスウォード天間 昭一 新ひだか 畠山牧場 454－10 55．6� 347．2�
24 エ キ ナ シ ア 牝6鹿 55 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 498＋16 55．81� 385．5�
12 ベストブルーム 牡7鹿 57 丹内 祐次横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム B460± 0 〃 アタマ 220．1�
11 ヤサカシャイニー 牝6栗 55 江田 照男志邑 宣彦氏 根本 康広 新冠 オリエント牧場 464＋ 8 56．43� 77．7�
713 サイズミックレディ 牝6鹿 55 柴田 未崎細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 494－ 6 56．72 44．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，715，800円 複勝： 50，294，100円 枠連： 42，782，400円
馬連： 123，338，900円 馬単： 59，204，600円 ワイド： 46，461，300円
3連複： 149，234，600円 3連単： 224，677，600円 計： 735，709，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 280円 � 1，310円 � 330円 枠 連（2－8） 6，340円

馬 連 �� 31，350円 馬 単 �� 58，270円

ワ イ ド �� 7，520円 �� 2，260円 �� 7，240円

3 連 複 ��� 133，720円 3 連 単 ��� 798，480円

票 数

単勝票数 計 397158 的中 � 23972（6番人気）
複勝票数 計 502941 的中 � 52040（3番人気）� 8627（13番人気）� 41381（5番人気）
枠連票数 計 427824 的中 （2－8） 5224（19番人気）
馬連票数 計1233389 的中 �� 3049（67番人気）
馬単票数 計 592046 的中 �� 762（121番人気）
ワイド票数 計 464613 的中 �� 1582（68番人気）�� 5374（25番人気）�� 1644（64番人気）
3連複票数 計1492346 的中 ��� 837（259番人気）
3連単票数 計2246776 的中 ��� 204（1431番人気）

ハロンタイム 11．8―10．1―10．6―10．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．9―32．5―42．9

上り4F42．8－3F32．7
勝馬の
紹 介

ヒ ー ラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Danehill デビュー 2011．7．31 函館1着

2009．2．25生 牝5鹿 母 セントフロンティア 母母 Cashelmara 25戦3勝 賞金 45，974，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 スズノオオタカ号・フェアブレシア号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22131 9月6日 晴 良 （26新潟2）第11日 第11競走 ��
��1，600�

ながおか

長岡ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

816 ダンスアミーガ 牝3栗 53 吉田 豊 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 466＋ 41：32．4 9．9�
612 マイネルメリエンダ 牡3栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 464± 01：32．5� 39．0�
510 ダノンジェラート 牡5鹿 57 横山 典弘�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム 486＋ 81：32．6クビ 3．5�
35 ベステゲシェンク 牡4鹿 57 杉原 誠人吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 470＋121：32．92 26．0�
23 ア ト ム 牡3鹿 55 岩田 康誠杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 456± 0 〃 アタマ 5．8	
11 エンドレスノット 牝5鹿 55 M．エスポジート 金子真人ホールディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494＋181：33．11	 79．2


（伊）

611 ア ラ フ ネ 牝5栗 55 伊藤 工真�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 464－ 2 〃 クビ 132．3�
47 サトノヒーロー 牡5黒鹿57 石橋 脩里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 520＋ 41：33．31 248．3�
48 カ オ ス モ ス 牡4鹿 57 戸崎 圭太小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 510＋ 41：33．51	 4．0
59 
 アスターピース 牡5栗 57 国分 恭介加藤 久枝氏 武田 博 様似 猿倉牧場 510＋12 〃 クビ 20．5�
714 アイムヒアー 牝6鹿 55 小野寺祐太 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 484＋ 81：33．6� 404．7�
24 プリンセスジャック 牝4栗 55 木幡 初広�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 476＋ 21：33．7クビ 59．2�
36 スイートサルサ 牝4栗 55 田中 勝春シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 468± 0 〃 ハナ 4．4�
713 モンストール 牡5鹿 57 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 484＋12 〃 ハナ 45．0�
815 プランスデトワール 牡6芦 57 江田 照男山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476＋ 41：33．91	 37．9�
12 アールデュラン �5鹿 57 木幡 初也星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 B486＋161：34．21� 92．5�
817 オメガホームラン �5芦 57 大野 拓弥原 子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 438－ 81：34．83� 142．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 80，890，700円 複勝： 117，077，600円 枠連： 59，480，600円
馬連： 276，822，000円 馬単： 127，834，400円 ワイド： 103，071，100円
3連複： 328，774，400円 3連単： 568，458，400円 計： 1，662，409，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 290円 � 710円 � 160円 枠 連（6－8） 4，720円

馬 連 �� 12，490円 馬 単 �� 21，610円

ワ イ ド �� 3，580円 �� 780円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 13，980円 3 連 単 ��� 109，490円

票 数

単勝票数 計 808907 的中 � 65203（5番人気）
複勝票数 計1170776 的中 � 96598（5番人気）� 33344（9番人気）� 244132（1番人気）
枠連票数 計 594806 的中 （6－8） 9746（16番人気）
馬連票数 計2768220 的中 �� 17163（33番人気）
馬単票数 計1278344 的中 �� 4436（62番人気）
ワイド票数 計1030711 的中 �� 7178（34番人気）�� 35537（6番人気）�� 13593（19番人気）
3連複票数 計3287744 的中 ��� 17629（42番人気）
3連単票数 計5684584 的中 ��� 3764（299番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．5―11．6―11．7―11．9―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．0―34．5―46．1―57．8―1：09．7―1：20．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダンスアミーガ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．11．17 東京1着

2011．5．9生 牝3栗 母 ダンスオールナイト 母母 ダンスパートナー 8戦4勝 賞金 55，911，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22132 9月6日 晴 良 （26新潟2）第11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55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

47 サ ノ イ チ 牡3鹿 55 M．エスポジートビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 478＋121：12．1 5．2�
（伊）

34 ダンディーソル 牡4青鹿 57
54 ▲石川裕紀人 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 486－ 21：12．84 8．1�

11 オリオンザプラズマ 牡4栗 57 吉田 豊平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 466＋101：13．12 72．5�
610 フレンチフェロー �3鹿 55 嘉藤 貴行鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 440＋ 6 〃 クビ 4．3�
46 サーストンデンバー 牡5鹿 57 江田 照男齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B516－101：13．2クビ 17．9�
22 ダイメイリシャール 牡3栗 55

52 ▲伴 啓太宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 486＋ 41：13．3� 18．1	
815 コグノセンティ 牝3鹿 53 戸崎 圭太 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム 486－ 81：13．4クビ 3．9

712 ウエスタンニンジャ 牡3栗 55 柴田 善臣西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか ウエスタンファーム 474＋ 21：13．5� 5．7�
58 プリティーキャロル 牝4芦 55 杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 454＋ 2 〃 クビ 36．4�
713 ヴェルフェン 牡4芦 57 大野 拓弥Basic 田村 康仁 新冠 村本牧場 500＋ 41：13．6� 171．7�
23 サウスノーブル 牝6鹿 55

52 ▲原田 和真南波 壽氏 高橋 祥泰 新冠 武田 修一 496＋ 4 〃 アタマ 122．0�
59 ワ ン ダ フ ル �4栗 57 西田雄一郎諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454－ 21：13．7クビ 72．3�
35 ア ビ ス コ 牡4芦 57 田中 勝春金子真人ホール

ディングス 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 480＋ 21：13．91 13．4�
611 オメガベントレー �3栗 55 石橋 脩原 	子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B452＋ 61：14．0� 100．3�
814 ロマンシーズ 牡3鹿 55

52 ▲木幡 初也菅 實氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 504＋ 21：14．42� 60．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，570，600円 複勝： 69，564，900円 枠連： 39，106，300円
馬連： 133，135，400円 馬単： 67，443，100円 ワイド： 61，379，600円
3連複： 162，429，100円 3連単： 265，417，500円 計： 847，046，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 300円 � 1，330円 枠 連（3－4） 860円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 870円 �� 4，540円 �� 7，310円

3 連 複 ��� 32，700円 3 連 単 ��� 116，410円

票 数

単勝票数 計 485706 的中 � 73814（3番人気）
複勝票数 計 695649 的中 � 100536（3番人気）� 62254（5番人気）� 11101（12番人気）
枠連票数 計 391063 的中 （3－4） 35226（2番人気）
馬連票数 計1331354 的中 �� 46604（8番人気）
馬単票数 計 674431 的中 �� 14039（11番人気）
ワイド票数 計 613796 的中 �� 19180（9番人気）�� 3404（43番人気）�� 2102（59番人気）
3連複票数 計1624291 的中 ��� 3725（94番人気）
3連単票数 計2654175 的中 ��� 1653（371番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．2―12．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―36．0―48．5―1：00．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ノ イ チ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．14 福島5着

2011．5．13生 牡3鹿 母 エ ト レ ー ヌ 母母 ライジングサンデー 12戦2勝 賞金 29，725，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26新潟2）第11日 9月6日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 192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

179，860，000円
8，500，000円
1，660，000円
15，910，000円
69，299，000円
4，992，000円
1，843，200円

勝馬投票券売得金
390，718，300円
674，808，300円
287，679，600円
1，013，313，300円
565，598，500円
450，187，300円
1，222，296，100円
2，034，703，600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 6，639，305，000円

総入場人員 9，195名 （有料入場人員 7，724名）
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