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25001 9月13日 晴 良 （26新潟3）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
1：33．4
1：32．3

良
良

36 ダイワエキスパート 牡2芦 54 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 434± 01：36．6 7．2�
48 ソールインパクト 牡2芦 54 蛯名 正義窪田 康志氏 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 〃 ハナ 1．4�
714 セ ル メ ー ル 牡2鹿 54 横山 典弘前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444＋ 21：36．81� 32．1�
24 スターチェイサー 牡2芦 54 丸山 元気 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 466＋10 〃 クビ 63．3�
59 ランデックヒルズ 牝2鹿 54 江田 照男簗田 満氏 高市 圭二 新冠 川島牧場 438＋ 4 〃 アタマ 44．1�
612 トラストルシファー 牝2鹿 54 吉田 豊菅波 雅巳氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 464＋ 41：36．9� 20．8	
713 ウインエスパシオ 牡2青鹿54 松岡 正海
ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 504＋10 〃 ハナ 16．2�
11 サクラライトニング 牡2栗 54 戸崎 圭太
さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 488－ 21：37．1� 8．8�
510 マイネルカルド 牡2鹿 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 2 〃 ハナ 30．9
12 マイネルヘルック 牡2栗 54 石橋 脩 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 428± 0 〃 ハナ 16．5�
817 カレイカルロッタ 牝2栗 54 柴田 善臣ディアレスト 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 426－ 61：37．2� 153．4�
818 エンクエントロス 牡2鹿 54 M．エスポジート スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 474＋ 21：37．62� 47．5�

（伊）

816 シ ェ ル ム 牝2黒鹿54 柴山 雄一山口 敦広氏 和田正一郎 浦河 大島牧場 420－ 21：37．81	 574．8�
47 シゲルルミナリエ 牝2鹿 54 丸田 恭介森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 440＋ 41：38．01	 262．4�
35 ジャコバイティズム 牡2青鹿54 三浦 皇成窪田 康志氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 B454＋121：38．21� 168．4�
611 セイカコムルヴァン 牝2鹿 54 伊藤 工真久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 450＋101：38．41 204．8�
23 ダイメイエンパイア 牝2黒鹿54 田辺 裕信宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 472－ 81：38．5� 227．1�
715 ファインサム 牡2鹿 54

51 ▲原田 和真宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 444＋101：38．71� 810．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，117，400円 複勝： 100，396，300円 枠連： 18，583，100円
馬連： 61，689，600円 馬単： 45，207，900円 ワイド： 38，102，000円
3連複： 82，623，700円 3連単： 151，057，000円 計： 529，777，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 150円 � 110円 � 410円 枠 連（3－4） 420円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，670円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，260円 3 連 単 ��� 12，810円

票 数

単勝票数 計 321174 的中 � 35610（2番人気）
複勝票数 計1003963 的中 � 82573（2番人気）� 682846（1番人気）� 17360（8番人気）
枠連票数 計 185831 的中 （3－4） 33654（2番人気）
馬連票数 計 616896 的中 �� 107719（1番人気）
馬単票数 計 452079 的中 �� 22985（5番人気）
ワイド票数 計 381020 的中 �� 55757（1番人気）�� 4994（17番人気）�� 11554（7番人気）
3連複票数 計 826237 的中 ��� 27317（5番人気）
3連単票数 計1510570 的中 ��� 8546（33番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．6―12．8―12．7―11．4―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．2―36．8―49．6―1：02．3―1：13．7―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．3
3 11，10（1，7）（6，8，13）2（4，9，14）（5，18）（12，16）3（15，17） 4 ・（11，10）7（1，6，13）8（2，9）4（5，12，16，14）（3，18）17－15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワエキスパート �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．8．16 新潟2着

2012．2．25生 牡2芦 母 ミュージックアワー 母母 ミ ュ ン シ 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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アップリズム号・イキオイ号・サンクタリリアス号
（非抽選馬） 2頭 チェリーポセイドン号・トーセンマリオン号
※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。

25002 9月13日 晴 良 （26新潟3）第1日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時40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
2：03．0
1：59．9

良
良

611 チ ャ リ シ ー 牝2鹿 54 M．エスポジート 吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 492± 02：03．6 4．1�
（伊）

12 アミフジタイカン 牡2鹿 54 北村 宏司内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 内藤牧場 472＋ 42：03．92 12．1�
612 サダムルーティン 牝2鹿 54 石橋 脩大西 定氏 田中 剛 浦河 桑田牧場 452－ 22：04．11� 18．0�
510 ウインアシュリン 牝2栗 54 柴田 大知�ウイン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 2 〃 ハナ 4．7�
36 サトノファンタス 牡2鹿 54 柴山 雄一里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 408－ 6 〃 アタマ 8．3�
818 ムーンマジェスティ 牡2栗 54 戸崎 圭太伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 千代田牧場 422＋ 42：04．2� 5．1	
48 ラインレジェンド 牡2栗 54 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462± 0 〃 アタマ 5．9

816 トーセンアーネスト 牡2鹿 54 江田 照男島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 500＋102：04．62� 15．9�
35 ルチオピーピーノ 牡2黒鹿 54

51 ▲原田 和真 静内白井牧場 南田美知雄 新ひだか 金舛 幸夫 454＋ 42：04．7クビ 48．3�
713 コスモプリシオーソ 牡2黒鹿54 嘉藤 貴行 ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 大林ファーム 486＋ 42：04．91� 116．0�
23 アポロクラウド 牡2鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 B470＋ 2 〃 アタマ 22．1�
715 ニシキオーカン 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B496－102：05．21� 82．8�
11 ダンスアンドボイス 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太 スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 452－ 62：05．41� 136．6�
817 クリノホンイツ 牝2黒鹿54 松岡 正海栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 鎌田 正嗣 412＋ 42：05．82� 311．7�
24 ウ エ イ ブ 牡2青鹿54 小野寺祐太ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 佐竹 学 418－ 22：05．9� 392．1�
59 フレンドガール 牝2黒鹿54 津村 明秀横尾 晴人氏 武市 康男 浦河 南部 功 428－ 22：06．64 201．0�
47 ブラウンシップ 牡2栗 54 西田雄一郎谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 476－ 62：06．7� 167．8�
714 サノノゲーム 牡2青鹿 54

51 ▲石川裕紀人ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 新ひだか 荒木 貴宏 414± 02：07．76 232．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，821，300円 複勝： 33，037，000円 枠連： 15，683，400円
馬連： 50，612，400円 馬単： 28，300，600円 ワイド： 26，588，600円
3連複： 64，068，300円 3連単： 87，529，100円 計： 324，640，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 200円 � 340円 � 490円 枠 連（1－6） 3，150円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 1，580円 �� 3，450円

3 連 複 ��� 19，970円 3 連 単 ��� 78，150円

票 数

単勝票数 計 188213 的中 � 36484（1番人気）
複勝票数 計 330370 的中 � 51134（2番人気）� 24514（6番人気）� 15479（8番人気）
枠連票数 計 156834 的中 （1－6） 3854（12番人気）
馬連票数 計 506124 的中 �� 11065（12番人気）
馬単票数 計 283006 的中 �� 3508（22番人気）
ワイド票数 計 265886 的中 �� 5501（13番人気）�� 4368（17番人気）�� 1943（33番人気）
3連複票数 計 640683 的中 ��� 2406（61番人気）
3連単票数 計 875291 的中 ��� 812（271番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―35．6―48．5―1：01．2―1：14．0―1：26．5―1：38．8―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．1
1
3

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

2
4

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

チ ャ リ シ ー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．24 新潟4着

2012．2．18生 牝2鹿 母 ブリガドーン 母母 メインスルー 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※アミフジタイカン号・クリノホンイツ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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３回 新潟競馬 第１日



25003 9月13日 晴 良 （26新潟3）第1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）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，000，000円 1，600，000円 1，000，000円 600，000円 400，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

33 ベストヴィジョン 牡3黒鹿56 岩田 康誠吉橋 計氏 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 B468－ 41：55．1 4．8�
811 チャンピオンリング 牡3栗 56 北村 宏司 �キャロットファーム 本間 忍 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 558＋ 21：55．52� 1．9�
67 キタサンダイチ 牡3青鹿56 M．エスポジート�大野商事 小笠 倫弘 新冠 大栄牧場 460± 01：55．71� 3．7�

（伊）

66 アロマフレグランス 牝3鹿 54 吉田 豊村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 448－ 21：56．55 33．9�
11 エ ゴ イ ズ ム �3鹿 56 西田雄一郎窪田 康志氏 高柳 瑞樹 日高 三城牧場 500－ 81：56．71� 20．7�
44 ライトサーパス 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太村上 稔氏 伊藤 伸一 日高 沖田牧場 B474± 01：57．01� 9．4	
78 サトノアスカ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也里見 治氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 426＋101：57．42� 50．0

55 ローツェフェイス 牡3黒鹿56 丸山 元気藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 528± 01：57．61� 202．0�
810 メドウスラヴ 牝3栗 54

51 ▲石川裕紀人山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 450＋ 21：57．92 28．6�
22 トロージャンアート 牝3栗 54 嘉藤 貴行吉田 千津氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 426＋ 41：58．53� 53．0
79 ナイスサンフラワー 牝3栗 54 柴山 雄一井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 474－ 41：58．6クビ 148．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，816，200円 複勝： 30，366，700円 枠連： 11，570，700円
馬連： 41，175，000円 馬単： 31，950，300円 ワイド： 23，013，800円
3連複： 58，694，700円 3連単： 117，158，600円 計： 332，746，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連（3－8） 490円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 170円 �� 230円 �� 150円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 2，620円

票 数

単勝票数 計 188162 的中 � 30951（3番人気）
複勝票数 計 303667 的中 � 43135（3番人気）� 112209（1番人気）� 65008（2番人気）
枠連票数 計 115707 的中 （3－8） 18017（2番人気）
馬連票数 計 411750 的中 �� 67112（2番人気）
馬単票数 計 319503 的中 �� 19450（4番人気）
ワイド票数 計 230138 的中 �� 34458（2番人気）�� 21020（3番人気）�� 44409（1番人気）
3連複票数 計 586947 的中 ��� 141953（1番人気）
3連単票数 計1171586 的中 ��� 32306（5番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―13．2―13．2―12．3―12．5―12．7―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―38．3―51．5―1：03．8―1：16．3―1：29．0―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベストヴィジョン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．12．1 中山7着

2011．3．10生 牡3黒鹿 母 クリキャノン 母母 リアルタイム 6戦1勝 賞金 5，200，000円
※メドウスラヴ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

25004 9月13日 晴 良 （26新潟3）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40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

55 サンマルボス 牡7鹿 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 日高 田端牧場 486－ 23：08．8 3．5�
11 ウメジマダイオー 牡5鹿 60 江田 勇亮村田 滋氏 畠山 重則 平取 高橋 啓 510＋ 4 〃 クビ 21．5�
67 � ラ ノ ラ ラ ク 牝4栗 58 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 バンダム牧場 496＋ 83：10．39 87．8�
710 ミヤビリファイン 牡5青鹿60 山本 康志村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 508＋ 63：10．62 5．2�
56 ニシノファブレッド 牡6鹿 60 大江原 圭福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 490－ 23：10．81� 3．5�
44 サトノマーキュリー 牡4黒鹿60 横山 義行里見 治氏 国枝 栄 むかわ 上水牧場 482－ 23：11．11� 8．4	
812 クラウンビション 牝4栗 58 上野 翔
クラウン 伊藤 伸一 新ひだか 仲野牧場 474－ 43：13．1大差 58．4�
811� エルインペレイター 	4鹿 60 浜野谷憲尚
ジェイアール 戸田 博文 千歳 社台ファーム 490＋ 63：14．05 8．0�
68 � ブラックエレメント 	6青鹿60 石神 深一日下部勝德氏 土田 稔 平取 北島牧場 468－ 23：15．49 22．0
33 グラスリード 	4青鹿 60

57 ▲原田 和真半沢� 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 434＋ 23：15．61
 10．1�
22 プ コ ナ コ ナ 牡3鹿 58 蓑島 靖典松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 アイズスタッド株式会社 492＋163：17．3大差 131．1�
79 ウイングラビティ 牡3鹿 58 五十嵐雄祐
ウイン 武市 康男 新ひだか 城地 清満 476＋ 8 （競走中止） 34．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，655，900円 複勝： 18，891，700円 枠連： 15，537，300円
馬連： 34，100，200円 馬単： 23，483，300円 ワイド： 17，934，100円
3連複： 48，187，100円 3連単： 81，503，500円 計： 255，293，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 420円 � 1，860円 枠 連（1－5） 2，590円

馬 連 �� 4，660円 馬 単 �� 6，550円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 5，250円 �� 9，510円

3 連 複 ��� 61，560円 3 連 単 ��� 230，820円

票 数

単勝票数 計 156559 的中 � 34843（2番人気）
複勝票数 計 188917 的中 � 41026（1番人気）� 10342（7番人気）� 2022（11番人気）
枠連票数 計 155373 的中 （1－5） 4643（9番人気）
馬連票数 計 341002 的中 �� 5664（18番人気）
馬単票数 計 234833 的中 �� 2687（26番人気）
ワイド票数 計 179341 的中 �� 2994（19番人気）�� 873（39番人気）�� 479（52番人気）
3連複票数 計 481871 的中 ��� 587（108番人気）
3連単票数 計 815035 的中 ��� 256（467番人気）
上り 1マイル 1：47．8 4F 53．2－3F 40．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンマルボス �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 キャロルハウス デビュー 2009．10．11 京都6着

2007．3．30生 牡7鹿 母 タピヴェール 母母 タツプユアトウズ 障害：5戦1勝 賞金 10，500，000円
〔競走中止〕 ウイングラビティ号は，競走中に疾病〔右前腕骨開放骨折〕を発症したため1周目4号障害〔ハードル〕飛越後に競走中

止。



25005 9月13日 曇 良 （26新潟3）第1日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時30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
1：08．7
1：07．8

良
良

11 � ヘニースウィフト 牡2栗 54 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 米 Clear Creek
Stud LLC 476 ―1：10．3 1．4�

24 コスモトリスタン 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新ひだか 織田 孝 496 ― 〃 クビ 85．3�
35 ウィズアットレース 牝2黒鹿54 松岡 正海岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 438 ―1：10．4� 44．7�
48 オルティラアスール 牝2鹿 54 三浦 皇成青木 照吉氏 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 472 ―1：10．93 15．2�
714 ラブラビリンス 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人宮川 純造氏 武藤 善則 浦河 富田牧場 428 ―1：11．0クビ 43．8�
36 ジェンツィアーナ 牝2黒鹿54 柴田 大知坂巻 勝彦氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 428 ― 〃 クビ 40．4	
612 ナンゴクマーメイド 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 446 ―1：11．32 22．0

611 ディープクィック 牡2青鹿54 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 浦河 野表 俊一 440 ―1：11．4� 15．3�
715 プロヴィジョン 牝2黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 428 ―1：11．5クビ 38．9�
818 アンジェリー 牝2黒鹿54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 464 ―1：11．92	 26．9
12 ゼ ッ サ ン 牡2鹿 54 江田 照男内田 玄祥氏 星野 忍 浦河 王蔵牧場 402 ―1：12．11	 139．1�
816 カンタベリーヒメ 牝2鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 452 ―1：12．63 176．8�
47 トシフェアリー 牝2栗 54 大庭 和弥上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 432 ― 〃 ハナ 271．0�
713 グ ル ブ ル 牝2栗 54 西田雄一郎ホースアディクト根本 康広 浦河 村下農場 450 ―1：12．7	 284．3�
59 シ ー ス レ ス 牡2黒鹿54 岩田 康誠�G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 396 ― 〃 アタマ 7．3�
817 アポロシャドウ 牡2鹿 54 田辺 裕信アポロサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 原田牧場 450 ―1：12．8	 34．9�
23 ガンダルヴァ 牡2鹿 54 M．エスポジート 村木 隆氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 412 ―1：12．9	 15．1�

（伊）

510 ナ ス カ ザ ン 牝2鹿 54 藤岡 康太小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 474 ―1：14．07 124．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 28，190，500円 複勝： 42，544，900円 枠連： 19，124，700円
馬連： 51，442，300円 馬単： 38，066，600円 ワイド： 29，230，900円
3連複： 64，951，300円 3連単： 113，426，900円 計： 386，978，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 1，250円 � 620円 枠 連（1－2） 880円

馬 連 �� 6，140円 馬 単 �� 7，630円

ワ イ ド �� 2，240円 �� 1，160円 �� 13，580円

3 連 複 ��� 39，630円 3 連 単 ��� 124，030円

票 数

単勝票数 計 281905 的中 � 151339（1番人気）
複勝票数 計 425449 的中 � 201205（1番人気）� 4729（14番人気）� 10277（10番人気）
枠連票数 計 191247 的中 （1－2） 16677（3番人気）
馬連票数 計 514423 的中 �� 6493（16番人気）
馬単票数 計 380666 的中 �� 3741（22番人気）
ワイド票数 計 292309 的中 �� 3353（21番人気）�� 6671（10番人気）�� 539（84番人気）
3連複票数 計 649513 的中 ��� 1229（98番人気）
3連単票数 計1134269 的中 ��� 663（295番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―46．4―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヘニースウィフト �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Macho Uno 初出走

2012．5．5生 牡2栗 母 Swifty Victress 母母 Caught Fire 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ジェンツィアーナ号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

コスモトリスタン号の騎手丹内祐次は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）
※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 ハルダヨリ号
※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。

25006 9月13日 小雨 良 （26新潟3）第1日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，000，000円 1，600，000円 1，000，000円 600，000円 400，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

46 プロファウンド 牡3鹿 56
53 ▲井上 敏樹 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 B482－ 81：12．3 6．0�
713 ローエンイェーガー 牡3鹿 56

53 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 516± 01：12．72� 16．5�
22 ナイスエモーション 牝3鹿 54 柴田 大知吉野 弘司氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 416－161：12．91� 16．3�
610 マンハッタンヘンジ 牡3黒鹿56 石橋 脩加藤 厚子氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 506＋ 21：13．0クビ 2．8�
23 ビビッドフレイム 牝3栗 54 大野 拓弥飯田 正剛氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 B460＋ 81：13．21� 98．0�
35 メ テ オ ー ロ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太白井 岳氏 矢野 英一 日高 白井牧場 460－ 41：13．51� 12．8�
34 マロンブーケ 牝3栗 54 北村 宏司保坂 和孝氏 木村 哲也 日高 オリオンファーム B478± 01：13．81� 3．5	
11 ヤマニントレフル 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 428＋ 21：14．01� 24．5

58 ジャズコンボ 牡3栗 56 西田雄一郎礒川 正明氏 松永 康利 新冠 平山牧場 440－ 61：14．1クビ 184．4�
47 スマッシュハート 牝3栗 54 二本柳 壮�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 456－ 81：14．52� 31．4
814 ミスターエンザン 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人深澤 朝房氏 尾関 知人 新ひだか 前川 正美 B490－ 61：14．6� 7．8�
712 リキサンエルピーダ 牝3黒鹿54 村田 一誠 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 458－ 81：15．55 223．9�
611 アルファアイリス 牝3黒鹿54 柴山 雄一�貴悦 和田正一郎 新ひだか 田上 稔 456± 01：15．82 85．1�
59 サンマルタイム 牝3栗 54 江田 照男相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 408± 01：16．33 136．4�
815 カイトウショウジョ 牝3黒鹿54 木幡 初広ホースアディクト杉浦 宏昭 平取 スガタ牧場 B450－ 31：16．51� 170．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，798，500円 複勝： 29，538，300円 枠連： 16，135，500円
馬連： 53，826，600円 馬単： 33，071，900円 ワイド： 27，279，600円
3連複： 67，029，200円 3連単： 103，764，100円 計： 351，443，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 230円 � 470円 � 380円 枠 連（4－7） 5，690円

馬 連 �� 7，380円 馬 単 �� 12，570円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 1，640円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 22，660円 3 連 単 ��� 116，090円

票 数

単勝票数 計 207985 的中 � 27447（3番人気）
複勝票数 計 295383 的中 � 38545（3番人気）� 15109（7番人気）� 19293（6番人気）
枠連票数 計 161355 的中 （4－7） 2196（18番人気）
馬連票数 計 538266 的中 �� 5649（22番人気）
馬単票数 計 330719 的中 �� 1973（40番人気）
ワイド票数 計 272796 的中 �� 3464（23番人気）�� 4308（20番人気）�� 3133（26番人気）
3連複票数 計 670292 的中 ��� 2218（64番人気）
3連単票数 計1037641 的中 ��� 648（316番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―12．3―12．5―13．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．9―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．7
3 6（4，10）－（1，15）（5，8）－（2，13）11（3，12）（7，14）9 4 6（4，10）－1（5，8，15）－（2，13）3（12，11）（7，14）9

勝馬の
紹 介

プロファウンド �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 Danzig デビュー 2013．11．17 福島13着

2011．3．10生 牡3鹿 母 コンペリングリーズン 母母 Compel 4戦1勝 賞金 5，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カイトウショウジョ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月13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） 3頭 アサカラヴァーズ号・シンボリプロスト号・メイショウカイセイ号
（非抽選馬） 1頭 メドウスラヴ号



25007 9月13日 曇 良 （26新潟3）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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 5，250，000
5，250，000

円
円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 ゴールデンスピン 牡3栗 54 江田 照男田島榮二郎氏 大江原 哲 新ひだか 元茂牧場 B500＋201：54．8 3．7�
58 レンブラント 牡3黒鹿54 勝浦 正樹田所 英子氏 武市 康男 日高 天羽牧場 480± 0 〃 同着 63．7�
47 デルマハンニャ 牝4鹿 55 柴田 大知浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 456＋ 61：55．01� 28．9�
34 � ポンデザムール 牡4黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 本間 忍 新ひだか 沖田 哲夫 508＋ 21：55．32 28．6�
815 ディアポジション 牡3黒鹿54 大野 拓弥ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 476＋121：55．61� 16．1�
814 アイアイエンデバー 牡5黒鹿57 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 B464＋ 41：55．7	 8．9�
22 オリオンザムーン 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 510－141：55．8� 23．1	
59 コ ウ セ ン 牡4鹿 57 横山 典弘西村 專次氏 鈴木 伸尋 新冠 ヒカル牧場 482－ 41：56．11� 9．7

46 ツクバホシノオー 牡3鹿 54 戸崎 圭太荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 492＋ 81：56．52	 3．5�
712 キネオフォルツァ 牡3芦 54 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 524－ 21：56．71 4．3�
611 ジュガンティーヤ 牡3青 54

51 ▲長岡 禎仁日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B520± 01：56．8� 85．3�
35 � ケイツーウラノス 牡3鹿 54 黛 弘人楠本 勝美氏 蛯名 利弘 浦河 富塚ファーム 464＋ 41：57．22	 307．6�
610 トップアドバンス 牡3鹿 54 M．エスポジート 柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 462± 0 〃 クビ 27．0�
（伊）

23 グランデアリュール 牡4鹿 57 木幡 初広吉野 弘司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 492± 01：57．3クビ 119．4�
713� レッドレイラ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 浦河 鎌田 正嗣 440＋ 61：58．04 108．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，269，300円 複勝： 41，726，900円 枠連： 20，547，400円
馬連： 67，986，500円 馬単： 36，238，800円 ワイド： 33，254，900円
3連複： 80，891，000円 3連単： 118，841，200円 計： 424，756，000円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

220円
2，550円 複 勝 �

�
190円
1，420円 � 680円 枠 連（1－5） 2，350円

馬 連 �� 14，450円 馬 単 ��
��

8，060円
21，270円

ワ イ ド �� 4，270円 ��
��

1，690円
14，390円

3 連 複 ��� 82，540円 3 連 単 ���
���

155，540円
358，950円

票 数

単勝票数 計 252693 的中 � 53808（2番人気）� 3169（11番人気）
複勝票数 計 417269 的中 � 73369（3番人気）� 6418（11番人気）� 14359（9番人気）
枠連票数 計 205474 的中 （1－5） 6771（9番人気）
馬連票数 計 679865 的中 �� 3644（39番人気）
馬単票数 計 362388 的中 �� 1690（55番人気）�� 637（99番人気）
ワイド票数 計 332549 的中 �� 1998（41番人気）�� 5193（23番人気）�� 586（70番人気）
3連複票数 計 808910 的中 ��� 735（177番人気）
3連単票数 計1188412 的中 ��� 277（749番人気） ��� 120（1195番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．0―37．8―50．9―1：03．7―1：16．6―1：29．4―1：41．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンスピン �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 カリズマティック デビュー 2013．11．24 東京5着

2011．5．18生 牡3栗 母 ステッバイステップ 母母 オ ル ビ タ ル 11戦2勝 賞金 20，900，000円
レンブラント �

�
父 チ ャ ク ラ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．1．26 中山4着

2011．4．19生 牡3黒鹿 母 マヤノマーガレット 母母 マヤノカプリース 6戦2勝 賞金 14，650，000円
〔発走状況〕 グランデアリュール号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 グランデアリュール号は，発走調教再審査。
※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。

25008 9月13日 曇 良 （26新潟3）第1日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・左・外）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

34 タブレットピーシー 牡3芦 54 柴田 善臣薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 468－ 22：00．1 6．5�
69 エルヴィスバローズ 牡6鹿 57 北村 宏司猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502－ 2 〃 クビ 8．6�
45 テスタメント 牡3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 430＋142：00．2クビ 7．6�
33 フライングスキップ 牝3栗 52 大野 拓弥 �社台レースホース萩原 清 千歳 社台ファーム 446＋ 4 〃 クビ 5．6�
58 ツクバアスナロ 牝3鹿 52 吉田 豊荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 洞�湖 レイクヴィラファーム 454± 02：00．3クビ 9．5�
46 トレジャーマップ 牡3鹿 54 横山 典弘小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 440＋ 2 〃 クビ 9．1	
813 エリンジューム 牝4黒鹿55 田辺 裕信有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 470－ 22：00．4クビ 31．9

22 サウンドメモリー 牡3鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 476＋ 62：00．5� 3．2�
57 イデアオブクィーン 牝3芦 52 吉田 隼人益田 修一氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 412＋122：00．6� 37．1�
11 リッシュレーヴ 牡4鹿 57 柴田 大知山田 裕仁氏 伊藤 大士 新ひだか 畠山牧場 468－ 62：00．81� 32．2
711 ケンブリッジベスト 牡3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 470＋ 62：01．01� 170．8�

814 シンボリネルソン 牡3黒鹿54 藤岡 康太シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 428± 02：01．63� 203．6�
712 モンサンカノープス 牡3鹿 54 岩田 康誠山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 516－142：01．7� 22．3�
610 クリノハッチャン 牝3鹿 52 松岡 正海栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 462＋ 22：01．8� 111．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，906，300円 複勝： 47，801，300円 枠連： 21，578，200円
馬連： 82，814，600円 馬単： 39，240，000円 ワイド： 33，605，300円
3連複： 86，505，600円 3連単： 131，873，600円 計： 474，324，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 270円 � 330円 枠 連（3－6） 1，100円

馬 連 �� 2，450円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，080円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 7，050円 3 連 単 ��� 38，030円

票 数

単勝票数 計 309063 的中 � 37957（3番人気）
複勝票数 計 478013 的中 � 66607（3番人気）� 45865（4番人気）� 34803（7番人気）
枠連票数 計 215782 的中 （3－6） 15112（4番人気）
馬連票数 計 828146 的中 �� 26157（12番人気）
馬単票数 計 392400 的中 �� 6318（20番人気）
ワイド票数 計 336053 的中 �� 10214（9番人気）�� 8006（15番人気）�� 6759（16番人気）
3連複票数 計 865056 的中 ��� 9202（25番人気）
3連単票数 計1318736 的中 ��� 2514（127番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．0―12．2―12．3―12．3―12．0―11．5―10．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．5―36．5―48．7―1：01．0―1：13．3―1：25．3―1：36．8―1：47．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タブレットピーシー �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．7．14 福島16着

2011．3．7生 牡3芦 母 ウイングレット 母母 エアウイングス 7戦2勝 賞金 15，770，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 リッシュレーヴ号の調教師伊藤大士は，発走地点で同馬の頭絡が外れたことについて戒告。

エルヴィスバローズ号の騎手北村宏司は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※イデアオブクィーン号・フライングスキップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



25009 9月13日 雨 良 （26新潟3）第1日 第9競走 ��
��1，600�ア ス タ ー 賞

発走14時35分 （芝・左・外）
2歳，500万円以下；負担重量は，馬齢重量

賞 品
本 賞 9，800，000円 3，900，000円 2，500，000円 1，500，000円 980，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

44 コスモナインボール 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 大典牧場 470＋ 41：36．5 8．4�
711 テンダリーヴォイス 牝2鹿 54 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 422＋ 8 〃 クビ 2．1�
56 マイネルリード 牡2鹿 54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 466± 01：36．92� 14．2�
11 ノットフォーマル 牝2黒鹿54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 462± 01：37．1� 4．1�
45 サンクタリリアス 牝2芦 54 津村 明秀�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 460± 01：37．31� 31．2	
57 キャピシーヌ 牡2栗 54 宮崎 北斗加藤 誠氏 田中 剛 新冠 森 牧場 474± 01：37．4� 15．0

69 イ ア ペ ト ス 牡2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 456＋ 61：37．5クビ 304．5�
812 マリーズラン 牝2鹿 54 二本柳 壮冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 464－ 2 〃 ハナ 237．7�
33 クインズロンペール 牡2芦 54 戸崎 圭太 �クイーンズ・ランチ 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 494＋ 2 〃 アタマ 12．7
68 ジャストサウンド 牡2鹿 54 蛯名 正義増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 444＋ 81：37．81� 6．6�
22 	 ハタノヴォラーレ 牡2鹿 54 柴田 善臣 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 434－ 61：37．9� 49．8�
710 プロセルピナ 牝2栗 54 柴田 未崎清水 敏氏 畠山 重則 様似 澤井 義一 428＋ 21：38．11 313．4�
813 レジェンドパワー 牡2黒鹿54 江田 照男西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 436± 0 〃 ハナ 168．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 32，132，600円 複勝： 45，687，300円 枠連： 20，561，700円
馬連： 81，739，200円 馬単： 51，679，900円 ワイド： 34，471，500円
3連複： 92，387，100円 3連単： 193，105，700円 計： 551，765，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 200円 � 120円 � 250円 枠 連（4－7） 730円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 350円 �� 760円 �� 520円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 13，640円

票 数

単勝票数 計 321326 的中 � 30427（4番人気）
複勝票数 計 456873 的中 � 50257（4番人気）� 145526（1番人気）� 34457（6番人気）
枠連票数 計 205617 的中 （4－7） 21746（3番人気）
馬連票数 計 817392 的中 �� 74355（2番人気）
馬単票数 計 516799 的中 �� 16014（8番人気）
ワイド票数 計 344715 的中 �� 27179（2番人気）�� 10905（12番人気）�� 16809（4番人気）
3連複票数 計 923871 的中 ��� 32810（7番人気）
3連単票数 計1931057 的中 ��� 10260（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．8―49．0―1：01．8―1：13．2―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F34．7
3 3，2，4（5，1）8（6，7）11（9，13）10，12 4 3（2，4）（11，6，5）1（10，7，8）9（12，13）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモナインボール �
�
父 ハイアーゲーム �

�
母父 Charismatic デビュー 2014．7．19 福島9着

2012．4．16生 牡2鹿 母 シックスポケット 母母 ビトウィーンダンシーズ 3戦2勝 賞金 15，101，000円
※サンクタリリアス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

25010 9月13日 雨 不良 （26新潟3）第1日 第10競走 ��
��1，800�

みょうこう

妙 高 特 別
発走15時10分 （ダート・左）
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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

713 メイショウワコン 牡3栗 54 松岡 正海松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 500± 01：50．5 5．9�
34 ナンヨーマーク 牡3青鹿54 岩田 康誠中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 508－ 41：50．81� 9．1�
58 ゴ ダ ー ル 牡4黒鹿57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 アタマ 21．7�
35 スリータイタン 	5黒鹿57 三浦 皇成永井商事� 村山 明 新ひだか グランド牧場 472± 01：51．12 20．7�
47 オメガスパーキング 牡5鹿 57 柴田 善臣原 
子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B478－ 81：51．63 39．6�
46 � スナーククラウン 牡5鹿 57 勝浦 正樹杉本 豊氏 目野 哲也 新ひだか グランド牧場 472＋ 2 〃 クビ 48．2	
712 エアラーテル 牡5栗 57 蛯名 正義 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 476＋ 61：52．23� 26．1

611 マイネルマルシェ 牡7黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 450－ 61：52．3� 147．3�
814 ビッグリバティ 牡5青鹿57 川田 将雅�杵臼牧場 大和田 成 浦河 杵臼牧場 520－ 41：52．4クビ 11．4
610 アナザーバージョン 牡3鹿 54 M．エスポジート �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B484± 01：52．61� 2．3�

（伊）

815� エイトプリンス 牡6栗 57 杉原 誠人河合良太郎氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 438＋ 41：52．92 264．1�
22 ラブリースター 牝5栃栗55 柴山 雄一長谷川光司氏 堀井 雅広 浦河 ヒダカフアーム 468－ 41：53．21� 126．3�
23 ハイパーチャージ 	4鹿 57 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 484－121：53．41 4．3�
59 メイショウサリマン 牡6栗 57 北村 宏司松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 488＋ 21：54．78 107．7�
11 フォールティテール 牡3黒鹿54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 494－ 6 （競走中止） 38．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，451，000円 複勝： 73，657，900円 枠連： 35，025，500円
馬連： 147，467，000円 馬単： 74，256，900円 ワイド： 59，492，700円
3連複： 175，454，500円 3連単： 290，538，800円 計： 899，344，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 250円 � 290円 � 540円 枠 連（3－7） 1，550円

馬 連 �� 3，840円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 2，150円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 18，750円 3 連 単 ��� 87，140円

票 数

単勝票数 計 434510 的中 � 58634（3番人気）
複勝票数 計 736579 的中 � 84283（3番人気）� 69144（5番人気）� 31783（7番人気）
枠連票数 計 350255 的中 （3－7） 17401（7番人気）
馬連票数 計1474670 的中 �� 29739（13番人気）
馬単票数 計 742569 的中 �� 8887（23番人気）
ワイド票数 計 594927 的中 �� 12457（11番人気）�� 7075（24番人気）�� 7620（21番人気）
3連複票数 計1754545 的中 ��� 7017（55番人気）
3連単票数 計2905388 的中 ��� 2417（248番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．7―12．9―12．4―12．1―12．6―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．3―49．2―1：01．6―1：13．7―1：26．3―1：38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウワコン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．12．21 阪神1着

2011．5．21生 牡3栗 母 モリトオウカ 母母 ビビットダンサー 5戦3勝 賞金 31，264，000円
〔競走中止〕 フォールティテール号は，競走中に疾病〔左中手骨開放骨折〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため競

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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 トップオブザヘヴン号・ブルーイングリーン号・ロゼッタストーン号
※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。



25011 9月13日 雨 不良 （26新潟3）第1日 第11競走 ��
��2，000�

し お ん

紫苑ステークス
発走15時45分 （秋華賞トライアル） （芝・左・外）
牝，3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 19，000，000円 7，600，000円 4，800，000円 2，900，000円 1，900，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

24 レーヴデトワール 牝3黒鹿54 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 452－102：03．3 13．5�
47 ショウナンパンドラ 牝3鹿 54 岩田 康誠国本 哲秀氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 2 〃 クビ 2．8�
11 マイネグレヴィル 牝3鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 82：03．83 13．2�
35 ハピネスダンサー 牝3鹿 54 藤岡 康太前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋26 〃 ハナ 16．9�
611 マローブルー 牝3鹿 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 日高 日高大洋牧場 460＋242：04．11� 14．5	
818 カウニスクッカ 牝3鹿 54 伊藤 工真大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 458－ 2 〃 クビ 65．2

612 ヘイジームーン 牝3黒鹿54 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 490－ 22：04．2� 4．7�
12 マイネオーラム 牝3鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 62：04．3� 15．2�
510 レッドラヴィータ 牝3栗 54 M．エスポジート �東京ホースレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 448＋142：04．51	 56．5

（伊）

714 デルフィーノ 牝3青鹿54 横山 典弘 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム 442± 02：04．6� 30．1�
817 プレミアステイタス 牝3黒鹿54 丸山 元気 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 474± 02：05．02� 82．1�
715 バウンスシャッセ 牝3鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 522－ 22：05．1� 4．7�
48 デルマサリーチャン 牝3鹿 54 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 476＋242：05．52� 251．5�
816 ヴァンデミエール 牝3鹿 54 柴田 未崎�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 4 〃 ハナ 53．6�
23 ホワイトマニキュア 牝3芦 54 木幡 初也吉田 照哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456－ 82：05．71	 173．4�
36 ウエスタンメルシー 牝3鹿 54 蛯名 正義西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 452－162：06．65 133．4�
713 リーサルウェポン 牝3鹿 54 吉田 豊 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 タバタファーム 430＋ 62：06．7クビ 52．1�
59 ブライティアスター 牝3黒鹿54 柴田 善臣小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 456± 02：06．91� 303．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 89，946，600円 複勝： 144，992，700円 枠連： 82，123，500円
馬連： 326，083，200円 馬単： 152，535，800円 ワイド： 132，965，700円
3連複： 436，877，800円 3連単： 743，941，800円 計： 2，109，467，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 360円 � 150円 � 320円 枠 連（2－4） 1，790円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 4，730円

ワ イ ド �� 820円 �� 3，180円 �� 910円

3 連 複 ��� 9，550円 3 連 単 ��� 62，570円

票 数

単勝票数 計 899466 的中 � 52963（5番人気）
複勝票数 計1449927 的中 � 86710（8番人気）� 334323（1番人気）� 101687（4番人気）
枠連票数 計 821235 的中 （2－4） 35550（7番人気）
馬連票数 計3260832 的中 �� 151139（5番人気）
馬単票数 計1525358 的中 �� 24153（14番人気）
ワイド票数 計1329657 的中 �� 42816（6番人気）�� 10300（35番人気）�� 38144（9番人気）
3連複票数 計4368778 的中 ��� 34283（30番人気）
3連単票数 計7439418 的中 ��� 8619（175番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．9―12．3―13．1―13．2―13．0―11．5―11．1―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―35．9―48．2―1：01．3―1：14．5―1：27．5―1：39．0―1：50．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レーヴデトワール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Highest Honor デビュー 2013．10．5 京都1着

2011．1．29生 牝3黒鹿 母 レーヴドスカー 母母 Numidie 9戦3勝 賞金 52，135，000円
〔騎手変更〕 カウニスクッカ号の騎手田辺裕信は，第10競走での落馬負傷のため伊藤工真に変更。
※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 イデアオブクィーン号・フライングスキップ号・ベストセラーアスク号・ラインハーディー号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレーヴデトワール号・ショウナンパンドラ号は，秋華賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

25012 9月13日 曇 不良 （26新潟3）第1日 第12競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走16時25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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

712 シゲルオオスミ 牝3鹿 53 川田 将雅森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 456± 01：10．5 13．4�
610� アースゼウス 牡4栗 57 石橋 脩 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

512＋ 4 〃 アタマ 1．8�
34 ヒカリブランデー 牡3鹿 55 北村 宏司�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 486－ 41：11．24 4．8�
59 カシノスティーヴ 牡3栗 55 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 494＋ 41：11．3	 27．1�
46 ブ リ ッ ツ 牡3栗 55 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 480－ 21：11．4	 10．1�
11 ペリーホワイト 牡3芦 55 大野 拓弥西山 茂行氏 高木 登 浦河 高昭牧場 474＋ 41：11．5	 46．0	
23 � トゥールモンド 
4栗 57

54 ▲原田 和真 
サンデーレーシング 尾形 充弘 仏 Mr Raphael
Verspieren 452－ 21：11．6� 30．5�

22 ボブキャット 牡4鹿 57 木幡 初広村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 508＋ 81：11．7	 25．1�
47 エターナルスター 牝4栗 55 嶋田 純次下河行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 498＋ 2 〃 アタマ 23．8�
35 メテオレイン 牝5鹿 55 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 464－ 41：11．8	 161．7�
58 トウショウブーム 牡5鹿 57 横山 典弘トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 536＋201：12．22	 50．9�
814� ヴィクトリーケルブ 牡4鹿 57 武士沢友治古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 日優牧場 486－141：12．41	 86．5�
815 ウエスタンスマイル 牡5鹿 57 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 538－ 41：13．57 26．5�
611 サクライスピラート 牡4鹿 57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 462－ 41：13．6	 15．7�
713 ワンツーステップ 牝4芦 55

52 ▲石川裕紀人佐々木政充氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 440＋ 21：13．7	 160．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 53，618，100円 複勝： 79，702，200円 枠連： 40，125，000円
馬連： 177，247，200円 馬単： 85，841，500円 ワイド： 68，456，400円
3連複： 184，237，900円 3連単： 353，900，200円 計： 1，043，128，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 230円 � 110円 � 140円 枠 連（6－7） 1，170円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 4，390円

ワ イ ド �� 530円 �� 840円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 17，600円

票 数

単勝票数 計 536181 的中 � 31906（4番人気）
複勝票数 計 797022 的中 � 49797（4番人気）� 320799（1番人気）� 129635（2番人気）
枠連票数 計 401250 的中 （6－7） 26416（3番人気）
馬連票数 計1772472 的中 �� 98104（4番人気）
馬単票数 計 858415 的中 �� 14636（14番人気）
ワイド票数 計 684564 的中 �� 29841（4番人気）�� 17742（11番人気）�� 107879（1番人気）
3連複票数 計1842379 的中 ��� 75656（2番人気）
3連単票数 計3539002 的中 ��� 14573（42番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．3―12．2―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―33．9―46．1―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．6
3 10，12（4，9）（6，8）（7，11）（2，5，15）（1，3，14）13 4 10，12（4，9）（6，8）（2，7，11）5（1，3，15）14－13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルオオスミ �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．10．13 東京8着

2011．4．19生 牝3鹿 母 ホッカイチンフォア 母母 ホッカイセレス 14戦2勝 賞金 17，020，000円
〔騎手変更〕 ブリッツ号の騎手田辺裕信は，第10競走での落馬負傷のため吉田豊に変更。
※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） 2頭 ジョバイロ号・バルザック号
（非抽選馬） 2頭 サクラヴァローレ号・ファイアキング号



（26新潟3）第1日 9月13日（土曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後不良
良後不良

競走回数 12回 出走頭数 182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

186，810，000円
6，460，000円
1，500，000円
16，500，000円
66，271，000円
5，430，400円
1，747，200円

勝馬投票券売得金
409，723，700円
688，343，200円
316，596，000円
1，176，183，800円
639，873，500円
524，395，500円
1，441，908，200円
2，486，640，500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 7，683，664，400円

総入場人員 8，677名 （有料入場人員 7，281名）
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