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2508510月5日 曇 稍重 （26新潟3）第8日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時05分 （ダート・左）

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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

11 ヤマタケマツリ 牝2鹿 54 田中 勝春山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 442± 01：13．4 7．1�
59 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± 01：13．5� 5．6�
58 モ ル ジ ア ナ 牝2栗 54 北村 宏司 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 462＋121：14．03 6．9�
47 シーテッドリバティ 牝2黒鹿54 大庭 和弥手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 浦河 丸幸小林牧場 484＋141：14．1� 118．6�
713 センコウノマイヒメ 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 490± 01：14．31� 119．8�
611 エスティルンバ 牝2栗 54 宮崎 北斗 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 412＋ 2 〃 ハナ 39．4	
712 ハジメノイッポ 牝2青鹿54 伊藤 工真藤田 好紀氏 加藤 和宏 浦河 丸幸小林牧場 B482＋ 41：14．62 81．7

46 アポロフライ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 日高 原田牧場 440－101：14．91� 74．8�
34 アルマエルモ 牝2芦 54 田辺 裕信コウトミックレーシング 高橋 文雅 新冠 イワミ牧場 420＋ 6 〃 クビ 8．7�
610 トーセンルンバ 牝2栗 54 吉田 隼人島川 哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 458－ 81：15．0� 6．0�
22 メッシュヘア 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 新冠 川島牧場 466＋ 21：15．31� 233．2�
814 ホールドユアホース 牝2青鹿54 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 中村 雅明 442－141：15．4� 26．2�
815 ジャイアントレーヌ 牝2栗 54 丸田 恭介�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 426＋ 21：15．61� 125．2�
23 ミックトゥルース 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 450± 01：19．8大差 38．1�
35 ワイルドサルート 牝2青鹿54 蛯名 正義井山 登氏 奥村 武 新冠 アサヒ牧場 474± 0 （競走中止） 2．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，926，600円 複勝： 33，653，100円 枠連： 15，807，700円
馬連： 54，484，800円 馬単： 32，045，500円 ワイド： 26，205，300円
3連複： 68，906，300円 3連単： 103，467，800円 計： 356，497，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 180円 � 230円 枠 連（1－5） 1，250円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 4，350円

ワ イ ド �� 720円 �� 870円 �� 750円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 25，960円

票 数

単勝票数 計 219266 的中 � 24372（5番人気）
複勝票数 計 336531 的中 � 37867（4番人気）� 54403（2番人気）� 35117（6番人気）
枠連票数 計 158077 的中 （1－5） 9776（5番人気）
馬連票数 計 544848 的中 �� 20647（9番人気）
馬単票数 計 320455 的中 �� 5524（22番人気）
ワイド票数 計 262053 的中 �� 9363（11番人気）�� 7615（15番人気）�� 8978（12番人気）
3連複票数 計 689063 的中 ��� 12244（17番人気）
3連単票数 計1034678 的中 ��� 2889（100番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．3―13．1―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．9―49．0―1：01．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマタケマツリ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2014．8．9 新潟3着

2012．4．13生 牝2鹿 母 キョウエイカナ 母母 シヤダイチヤツター 3戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走中止〕 ワイルドサルート号は，競走中に疾病〔右第1指関節開放性脱臼〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中

止。
〔その他〕 ミックトゥルース号は，最後の直線コースで，競走を中止した馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の

適用を除外。
※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。
（非抽選馬） 5頭 アテイン号・カンタベリーキッズ号・スイートアリッサム号・タマモカチューシャ号・ミヤビヴィグラス号

2508610月5日 曇 良 （26新潟3）第8日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時35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
1：46．6
1：45．9

良
良

612 ウップスアデイジイ 牡2鹿 55 柴田 善臣平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 530－ 41：48．8 13．1�
36 ヒアカムズザサン 牡2栗 55 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 506＋10 〃 クビ 4．9�
24 スターチェイサー 牡2芦 55 岩田 康誠 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 470＋ 41：48．9� 3．4�
816 ウインスペクトル 牡2鹿 55 伊藤 工真�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 450＋ 61：49．21� 2．8�
35 クワッドアクセル 牡2栗 55 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 462＋ 41：49．52 23．0	
11 エグランティエ 牝2栗 54 石橋 脩�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 438＋ 21：49．7� 16．3

23 トーセンカナロア 牡2鹿 55 菅原 隆一島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 460± 0 〃 クビ 17．1�
817 ポルトボナール 牡2黒鹿55 武士沢友治後藤 英成氏 武井 亮 森 笹川大晃牧場 470＋ 41：49．91	 96．3
713 エンジェルミナ 牝2鹿 54 江田 照男森 保彦氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 416＋ 41：50．11
 107．4�
715 ソフォニスバ 牝2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 栗田 博憲 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 21：50．2
 251．4�
714 モエレプロシード 牡2鹿 55 北村 宏司中村 和夫氏 木村 哲也 日高 道見牧場 500＋ 21：50．41 37．5�
59 コ マ ク サ 牡2黒鹿55 横山 和生江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 462＋ 2 〃 クビ 78．4�
48 マテンロウプリマ 牝2青鹿54 吉田 豊寺田千代乃氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 426± 0 〃 ハナ 113．3�
12 テイエムソラトブ 牡2栗 55

52 ▲井上 敏樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 武雄 444＋ 41：50．61	 305．8�
510 テイケイネクサス 牡2鹿 55

52 ▲長岡 禎仁兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 436± 0 〃 アタマ 412．4�
818 ハナズシャウト 牡2栗 55 D．ペロヴィッチ M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 下屋敷牧場 484＋ 41：51．45 14．3�

（伊）

611 ミ ス ラ イ ト 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�Basic 田島 俊明 新冠 佐藤 信広 478＋161：51．71� 47．8�
47 テイエムセンシャ 牡2青鹿 55

52 ▲原田 和真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 田中 裕之 510－101：53．6大差 254．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，940，300円 複勝： 36，920，500円 枠連： 15，999，000円
馬連： 62，113，900円 馬単： 35，140，800円 ワイド： 32，313，000円
3連複： 79，752，000円 3連単： 115，402，900円 計： 400，582，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 300円 � 190円 � 160円 枠 連（3－6） 1，980円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 6，420円

ワ イ ド �� 870円 �� 970円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，750円 3 連 単 ��� 33，250円

票 数

単勝票数 計 229403 的中 � 13918（4番人気）
複勝票数 計 369205 的中 � 26767（4番人気）� 51653（3番人気）� 68745（2番人気）
枠連票数 計 159990 的中 （3－6） 6248（9番人気）
馬連票数 計 621139 的中 �� 17783（10番人気）
馬単票数 計 351408 的中 �� 4105（22番人気）
ワイド票数 計 323130 的中 �� 9205（8番人気）�� 8127（10番人気）�� 23296（3番人気）
3連複票数 計 797520 的中 ��� 15945（11番人気）
3連単票数 計1154029 的中 ��� 2516（89番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．6―12．5―12．8―12．9―11．6―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―35．8―48．3―1：01．1―1：14．0―1：25．6―1：36．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウップスアデイジイ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．8．10 新潟9着

2012．2．23生 牡2鹿 母 ス コ ー ル イ 母母 Premier Playmate 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムセンシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月5日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スクリーンヒロイン号・ベルメール号
（非抽選馬） 2頭 ジャコバイティズム号・マイネルラヴィーン号
※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。

第３回 新潟競馬 第８日



2508710月5日 曇 稍重 （26新潟3）第8日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時05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

35 キネオイーグル 牡3鹿 57 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 510＋121：53．4 2．6�

22 ラ イ ヨ ー ル 牡3鹿 57 浜中 俊前田 幸治氏 萩原 清 新ひだか タツヤファーム 494＋ 81：53．82� 6．4�
34 オウトラヴェス 牡3黒鹿57 北村 宏司吉田 和美氏 勢司 和浩 様似 富田 恭司 478＋ 4 〃 クビ 5．5�
23 ア ウ ス ト ル 牡3芦 57 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476＋221：54．65 32．7�
712 プラウドウルフ 牡3栃栗57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 61：55．02� 152．4	
59 ユーガッタフレンド 牡3鹿 57 大庭 和弥 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 B488＋ 41：55．1� 261．4�
610 スマートグリフィン 牡3青 57 武 豊大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠 ムラカミファーム 472± 0 〃 ハナ 17．6�
11 ト リ レ ン マ 牡3栗 57

54 ▲石川裕紀人池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 B492＋ 81：55．2� 6．7
611 ゴールデンフェザー 牝3栗 55 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 462－ 41：55．51� 36．5�
713 レッドボルゲーゼ 牡3栗 57 戸崎 圭太 
東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 462＋ 8 〃 クビ 6．0�
58 ゴールデンキャット 牡3黒鹿 57

54 ▲井上 敏樹桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 石田牧場 512＋ 21：55．71� 208．7�
46 ラブリイバレー 牡3鹿 57 丸田 恭介安倍 光昭氏 高橋 文雅 日高 ヤナガワ牧場 454＋101：55．8クビ 395．8�
814 ブライティアスワン 牝3芦 55 横山 和生小林 昌志氏 的場 均 平取 雅 牧場 536＋ 81：56．22� 49．9�
815 エンジェルピース 牡3鹿 57 丸山 元気 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 562± 0 〃 ハナ 15．9�
47 ブルーインザスカイ 牝3芦 55

52 ▲原田 和真 
ブルーマネジメント高橋 文雅 新冠 武田牧場 424－ 81：57．15 295．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，258，800円 複勝： 45，613，500円 枠連： 18，825，200円
馬連： 66，376，700円 馬単： 39，719，700円 ワイド： 34，568，300円
3連複： 85，232，300円 3連単： 137，380，400円 計： 459，974，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 180円 � 140円 枠 連（2－3） 460円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 340円 �� 230円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 4，340円

票 数

単勝票数 計 322588 的中 � 98384（1番人気）
複勝票数 計 456135 的中 � 121265（1番人気）� 50340（5番人気）� 81281（2番人気）
枠連票数 計 188252 的中 （2－3） 31597（1番人気）
馬連票数 計 663767 的中 �� 61995（2番人気）
馬単票数 計 397197 的中 �� 20971（3番人気）
ワイド票数 計 345683 的中 �� 25032（2番人気）�� 42897（1番人気）�� 16222（5番人気）
3連複票数 計 852323 的中 ��� 61872（1番人気）
3連単票数 計1373804 的中 ��� 22909（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．9―13．4―13．0―12．6―12．6―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．2―37．1―50．5―1：03．5―1：16．1―1：28．7―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キネオイーグル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 モ ガ ミ デビュー 2014．7．6 福島12着

2011．1．12生 牡3鹿 母 ブゼンキャンドル 母母 ブゼンスワン 5戦1勝 賞金 8，060，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カラジャス号・クイーンラズベリ号・バージェス号・レオナビゲート号
（非抽選馬） 5頭 アンテプリッツ号・カクテルハット号・ノーワンズレシピ号・リトルトリンケット号・ロイヤルベビー号

2508810月5日 曇 稍重 （26新潟3）第8日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時35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

11 ノーブルヴィーナス 牝2黒鹿54 戸崎 圭太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 服部 牧場 444 ―1：13．2 4．0�
57 ツ オ イ ガ ナ 牡2栗 55 池添 謙一三宅 勝俊氏 庄野 靖志 新ひだか グランド牧場 488 ―1：13．41� 13．8�
22 シャンパンサーベル 牝2黒鹿54 吉田 隼人田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 462 ―1：14．03� 8．6�
69 タマモイレブン 牡2鹿 55 北村 宏司タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 508 ―1：14．53 3．7�
711 ポインテッドラン 牝2黒鹿54 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 468 ―1：14．71� 15．7�
813 ディアレストハリテ 牡2鹿 55 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 笹地牧場 440 ―1：14．8� 3．9	
812 マイネルジャスト 牡2栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新ひだか 畠山牧場 452 ―1：15．01� 9．6

68 ルーシーイズマイン 牝2鹿 54 浜中 俊小林 照弘氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 470 ―1：15．31	 14．2�
56 ネイチャーシュシュ 牝2鹿 54 西田雄一郎井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 444 ― 〃 クビ 89．4�
44 ノ ア ロ ッ ク 牡2鹿 55 嶋田 純次佐山 公男氏 水野 貴広 平取 原田 新治 462 ―1：15．83 123．0
33 キ ン カ チ ャ 牝2芦 54 嘉藤 貴行鈴木 照雄氏 田島 俊明 新ひだか グローリーファーム 446 ― 〃 ハナ 32．1�
45 フォアグリーム 牡2栗 55 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 日高 川島 良一 492 ―1：16．22� 200．9�
710 ツ バ サ 牝2芦 54 五十嵐雄祐鹽田 久義氏 浅野洋一郎 日高 門別 正 430 ―1：17．15 106．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，333，700円 複勝： 35，217，800円 枠連： 15，743，000円
馬連： 58，998，800円 馬単： 35，397，000円 ワイド： 26，856，700円
3連複： 68，154，600円 3連単： 106，833，000円 計： 375，534，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 340円 � 240円 枠 連（1－5） 2，740円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 980円 �� 480円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 5，650円 3 連 単 ��� 32，250円

票 数

単勝票数 計 283337 的中 � 55576（3番人気）
複勝票数 計 352178 的中 � 59611（2番人気）� 22938（7番人気）� 38362（4番人気）
枠連票数 計 157430 的中 （1－5） 4445（13番人気）
馬連票数 計 589988 的中 �� 16354（14番人気）
馬単票数 計 353970 的中 �� 6259（21番人気）
ワイド票数 計 268567 的中 �� 6883（15番人気）�� 15426（4番人気）�� 4336（22番人気）
3連複票数 計 681546 的中 ��� 9035（22番人気）
3連単票数 計1068330 的中 ��� 2401（129番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．1―13．0―12．0―12．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F37．0
3 13，1（2，7）（3，11）12，9－8（5，10）6，4 4 ・（13，1）（2，7）11，3－（12，9）－（8，10）（5，6）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノーブルヴィーナス �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ホ リ ス キ ー 初出走

2012．4．8生 牝2黒鹿 母 ローレンシア 母母 シユンミサキ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 アースライジング号（疾病〔左肩跛行〕のため）・サクラエクレール号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レーヴシャルマン号



2508910月5日 小雨 良 （26新潟3）第8日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時25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
1：33．4
1：32．3

良
良

24 レッドオルバース 牡2栗 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 482 ―1：38．1 2．2�
816 ルナプロスペクター 牡2鹿 55 大野 拓弥 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 450 ―1：38．2� 32．4�
510� シンボリタピット 牡2鹿 55 北村 宏司シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada 482 ―1：38．41	 10．5�
612 プルガステル 牡2青鹿55 田辺 裕信 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480 ―1：38．61	 6．4�
35 レーヌドブリエ 牝2栗 54 吉田 豊 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞
湖 レイクヴィラファーム 434 ― 〃 クビ 8．9	
715 ブラインドタッチ 牡2青 55 石橋 脩村野 康司氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 462 ― 〃 アタマ 18．4

818 デ ィ マ ン ズ 牡2鹿 55 田中 勝春 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：39．02� 8．4�
47 ゴールデンコリーダ 牝2栗 54 宮崎 北斗永田 清男氏 高木 登 千歳 社台ファーム 446 ―1：39．1クビ 76．2�
48 コスモフィンセント 牡2黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 476 ―1：39．2� 77．1
59 サンヴィヴァン 牝2黒鹿54 幸 英明山内 晃氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 426 ― 〃 クビ 48．6�
12 プラトンイミシャン 牡2鹿 55 松岡 正海池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 456 ― 〃 アタマ 155．8�
817 トーセンバラード 牝2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 田村 康仁 えりも エクセルマネジメント 478 ― 〃 ハナ 177．9�
611 エクセレントガール 牝2青 54 蛯名 正義星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 458 ―1：39．41	 11．9�
23 アポロセイバー 牡2鹿 55 武 豊アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 504 ―1：40．03� 16．2�
713 マリンブルー 牝2鹿 54 木幡 初広小野 博郷氏 牧 光二 新冠 奥山 博 438 ―1：40．21	 286．5�
36 ケラマブルー 牝2青鹿54 柴田 善臣橋本 忠雄氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 438 ―1：40．83� 85．4�
11 バリュープラン 牡2鹿 55 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 浦河 アイオイファーム 454 ―1：41．01 52．9�
714 フォーシーズン 牡2栗 55 江田 照男小菅 定雄氏 高木 登 新冠 豊巻牧場 486 ―1：41．85 158．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，238，700円 複勝： 44，286，700円 枠連： 22，445，800円
馬連： 68，049，300円 馬単： 37，577，900円 ワイド： 34，434，300円
3連複： 82，433，100円 3連単： 116，958，700円 計： 439，424，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 540円 � 230円 枠 連（2－8） 850円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 440円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 7，260円 3 連 単 ��� 32，210円

票 数

単勝票数 計 332387 的中 � 116940（1番人気）
複勝票数 計 442867 的中 � 142221（1番人気）� 14208（9番人気）� 41337（3番人気）
枠連票数 計 224458 的中 （2－8） 20228（4番人気）
馬連票数 計 680493 的中 �� 14038（8番人気）
馬単票数 計 375779 的中 �� 6015（14番人気）
ワイド票数 計 344343 的中 �� 6695（11番人気）�� 22061（1番人気）�� 2955（34番人気）
3連複票数 計 824331 的中 ��� 8508（21番人気）
3連単票数 計1169587 的中 ��� 2632（94番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．4―13．7―12．9―11．4―10．4―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．0―38．4―52．1―1：05．0―1：16．4―1：26．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．1
3 10，11，15（7，13，16）（4，17，18）（9，12）（6，3，5）（8，14）2，1 4 10（7，11，15）（4，13，16，18）（17，12）9（6，5）3（8，14）2，1

勝馬の
紹 介

レッドオルバース �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エアジハード 初出走

2012．4．26生 牡2栗 母 アグネスラズベリ 母母 アグネスミネルバ 1戦1勝 賞金 7，000，000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。
（非当選馬） 1頭 エバーキュート号

2509010月5日 小雨 稍重 （26新潟3）第8日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時55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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 モンサンアルビレオ 牝3栗 53 的場 勇人山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B468＋ 21：51．5 2．9�
47 ハーストイーグル 牡4鹿 57 勝浦 正樹髙瀬 真尚氏 粕谷 昌央 浦河 谷川牧場 500－ 61：51．71� 7．5�
611 マイネルガネーシャ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 500＋ 21：52．55 28．8�
46 ワンダフルニュース 牡3栗 55 宮崎 北斗島田 久氏 尾関 知人 日高 浜本 幸雄 484＋ 41：52．6� 127．4�
35 ウ ラ レ ナ 牡3鹿 55 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B518＋ 8 〃 ハナ 8．4�
59 タイセイボルト 牡4青鹿57 吉田 豊田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 470＋ 4 〃 クビ 21．1	
34 ポルスターシャイン 牡4鹿 57 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 472＋ 41：52．7クビ 8．0

814 ローレルアルトス 牡4黒鹿57 岩田 康誠 �ローレルレーシング 武井 亮 青森 ワールドファーム 490＋101：52．91� 37．2�
23 ジュルヴォアソング 牡4鹿 57 戸崎 圭太廣崎 利洋氏 田村 康仁 新ひだか 藤原牧場 504＋ 81：53．0� 16．3�
610 カリスマアキラ 牡5栗 57 幸 英明 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 484＋ 61：53．42� 90．1
815 テイエムブシドー 	4鹿 57 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 462＋ 81：54．35 60．1�
22 リネンタキシード 牡7青鹿57 石神 深一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 平野牧場 B532－161：55．57 355．0�
712 ディアポジション 牡3黒鹿55 大野 拓弥ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 474－ 21：56．24 49．8�
58 
 クリノグランデ 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 星野 忍 日高 ヤナガワ牧場 470＋ 51：56．4� 167．0�
713 トウカイエントリー 牡3栗 55 北村 宏司内村 正則氏 栗田 徹 浦河 王蔵牧場 480－ 2 （競走中止） 3．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，042，200円 複勝： 49，178，900円 枠連： 20，710，700円
馬連： 81，785，900円 馬単： 45，386，500円 ワイド： 40，915，200円
3連複： 95，780，000円 3連単： 139，757，900円 計： 509，557，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 240円 � 420円 枠 連（1－4） 1，470円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，420円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 26，530円

票 数

単勝票数 計 360422 的中 � 96237（1番人気）
複勝票数 計 491789 的中 � 98357（2番人気）� 52651（4番人気）� 24722（8番人気）
枠連票数 計 207107 的中 （1－4） 10864（5番人気）
馬連票数 計 817859 的中 �� 39083（5番人気）
馬単票数 計 453865 的中 �� 14232（6番人気）
ワイド票数 計 409152 的中 �� 16041（6番人気）�� 7307（19番人気）�� 4895（26番人気）
3連複票数 計 957800 的中 ��� 8302（31番人気）
3連単票数 計1397579 的中 ��� 3818（78番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．5―13．0―12．5―11．7―12．4―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．1―36．6―49．6―1：02．1―1：13．8―1：26．2―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンサンアルビレオ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．2．17 東京10着

2011．5．19生 牝3栗 母 マヤノメメント 母母 ネ ガ ノ 7戦2勝 賞金 13，260，000円
〔競走中止〕 トウカイエントリー号は，発走直後につまずき，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ホクレアポパイ号・マックスユーキャン号
（非抽選馬） 2頭 ガッテンキャンパス号・ケイツーウラノス号



2509110月5日 小雨 良 （26新潟3）第8日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時25分 （芝・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
1：07．5
1：06．5

良
良

35 モンマックス 牡4鹿 57 岩田 康誠�和田牧場 和田 正道 浦河 川越ファーム 520＋201：09．7 4．7�
611 ヤマニンマルキーザ 牡3栗 55 三浦 皇成土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 456－ 2 〃 ハナ 11．5�
713 クラウドチェンバー �5鹿 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458＋ 61：09．91	 42．9�
715 ミュゼリトルガール 牝3鹿 53

50 ▲石川裕紀人髙橋 仁氏 大江原 哲 新冠 若林牧場 436＋12 〃 クビ 3．7�
48 クラウンデュナミス 牝3黒鹿53 津村 明秀矢野 恭裕氏 小野 次郎 熊本 本田 土寿 464＋ 41：10．0クビ 55．3�
47 ジョーヌダンブル 牝3栗 53 武 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 486＋16 〃 ハナ 23．7	
510 キョウエイボヌール 牝3栗 53 戸崎 圭太田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 B462－ 6 〃 クビ 6．7

23 シルクフラッシュ 牡6芦 57 幸 英明 �シルクレーシング 金成 貴史 新冠 中村農場 476＋ 81：10．21	 12．8�
817 ロマネクイーン 牝4鹿 55 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B466－ 4 〃 ハナ 25．5�
12 
 トルセドール 牡3鹿 55 松岡 正海窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 480＋ 2 〃 ハナ 5．7
816 アカノジュウロク 牝4鹿 55 田辺 裕信根本 忠義氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 452＋ 4 〃 ハナ 23．4�
36 イーグルアモン 牝3鹿 53

50 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 444＋ 21：10．3� 30．9�
24 ツクバアラモード 牝4栗 55 柴田 善臣細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 B466＋161：10．4クビ 22．3�
714� ウルトラサウンド 牡4鹿 57 浜中 俊馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：10．71� 57．1�
818 リ シ ェ ス 牝4芦 55 大野 拓弥原 子氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：10．91� 191．1�
59 クレムリンシチー 牡7栗 57 柴田 大知 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 浦河 アイオイファーム 518＋ 41：11．11� 221．4�
612 フラワーハート 牝3鹿 53 江田 照男花垣 テル氏 本間 忍 新冠 松浦牧場 446＋ 6 〃 アタマ 72．9�
11 � カシノリーベ 牝3鹿 53

50 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 504－ 41：11．41� 172．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，751，200円 複勝： 56，184，900円 枠連： 25，311，500円
馬連： 92，634，400円 馬単： 43，253，700円 ワイド： 46，359，200円
3連複： 109，403，100円 3連単： 145，543，100円 計： 557，441，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 280円 � 1，040円 枠 連（3－6） 1，750円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，950円

ワ イ ド �� 840円 �� 3，530円 �� 5，560円

3 連 複 ��� 27，680円 3 連 単 ��� 129，780円

票 数

単勝票数 計 387512 的中 � 64753（2番人気）
複勝票数 計 561849 的中 � 92761（2番人気）� 53399（4番人気）� 11200（12番人気）
枠連票数 計 253115 的中 （3－6） 11191（8番人気）
馬連票数 計 926344 的中 �� 30343（8番人気）
馬単票数 計 432537 的中 �� 8202（12番人気）
ワイド票数 計 463592 的中 �� 14949（4番人気）�� 3313（45番人気）�� 2085（61番人気）
3連複票数 計1094031 的中 ��� 2964（96番人気）
3連単票数 計1455431 的中 ��� 813（444番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―11．7―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．2―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンマックス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．6．17 函館2着

2010．4．15生 牡4鹿 母 トニーズメモリイ 母母 ピーチブルーム 13戦3勝 賞金 34，583，000円
〔騎手変更〕 ミュゼリトルガール号の騎手北村宏司は，第6競走での落馬による検査のため石川裕紀人に変更。
〔制裁〕 ヤマニンマルキーザ号の騎手三浦皇成は，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10，000円。（被害馬：12

番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジェラテリアバール号
（非抽選馬） 6頭 アブソリュカフェ号・アポロデイライト号・スピードルーラー号・メイショウカイモン号・モエレマリーア号・

レッドファルクス号

2509210月5日 小雨 稍重 （26新潟3）第8日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時55分 （ダート・左）

1000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

59 シゲルオオスミ 牝3鹿 53 田中 勝春森中 蕃氏 松永 康利 日高 若林 武雄 452－ 41：10．9 23．6�
11 シルヴァーグレイス 牝4鹿 55 秋山真一郎吉田 哲哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 448＋101：11．0� 8．2�
713 プ ロ ト コ ル 牡3栗 55 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 518＋ 21：11．31� 10．9�
610 ツインキャンドル 牝3鹿 53

50 ▲石川裕紀人�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 442＋ 41：11．4� 12．7�
815 ルミナスウイング 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B482－ 2 〃 クビ 1．6�
34 マジッククレスト 牝5青鹿 55

52 ▲城戸 義政 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 41：11．5� 67．1	

23 シゲルウシュウ 牡3栗 55 丸田 恭介森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 472＋ 21：11．6クビ 71．2

47 � ボンジュールノゾミ 牝4栗 55 田辺 裕信田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 458－ 6 〃 クビ 8．3�
814 リアライズクレア 牝5栗 55

52 ▲長岡 禎仁工藤 圭司氏 加藤 征弘 池田（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 548＋ 81：11．7� 196．3�

35 ド ナ リ サ 牝6鹿 55 大野 拓弥山田 貢一氏 高木 登 日高 中川 浩典 478± 01：11．8� 189．9
46 タニセンジャッキー 牡5鹿 57 武 豊染谷 幸雄氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 472－ 2 〃 アタマ 43．0�
712 アイナマーリエ 牝3鹿 53

50 ▲原田 和真山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 B482± 0 〃 アタマ 77．2�
611 キングソング 牡4鹿 57 北村 宏司松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 430± 01：11．9� 10．0�
22 ベルストーリー 牝5鹿 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 512－ 81：12．0� 308．9�
58 ピースオブアイ 牝5栗 55 石橋 脩星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 480－ 21：12．21	 62．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，792，000円 複勝： 85，403，800円 枠連： 26，732，900円
馬連： 100，174，700円 馬単： 63，881，900円 ワイド： 48，597，300円
3連複： 115，421，500円 3連単： 223，800，600円 計： 707，804，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，360円 複 勝 � 400円 � 320円 � 350円 枠 連（1－5） 6，120円

馬 連 �� 8，050円 馬 単 �� 22，910円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 1，500円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 19，420円 3 連 単 ��� 204，860円

票 数

単勝票数 計 437920 的中 � 14796（7番人気）
複勝票数 計 854038 的中 � 54687（6番人気）� 71398（2番人気）� 63632（3番人気）
枠連票数 計 267329 的中 （1－5） 3380（18番人気）
馬連票数 計1001747 的中 �� 9643（24番人気）
馬単票数 計 638819 的中 �� 2091（54番人気）
ワイド票数 計 485973 的中 �� 5882（25番人気）�� 8365（17番人気）�� 9815（14番人気）
3連複票数 計1154215 的中 ��� 4456（60番人気）
3連単票数 計2238006 的中 ��� 792（438番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．1―12．3―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．3―46．6―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．6
3 9，12（1，13）（10，15）3（7，11）4，14，8，6，5，2 4 ・（9，12）（1，13，15）10（3，7，11）（14，4）8－6（5，2）
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 15戦3勝 賞金 27，220，000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 ナイスゴールド号
（非抽選馬） 2頭 フォースライト号・プロスペラスマム号



2509310月5日 小雨 良 （26新潟3）第8日 第9競走 ��
��1，400�サ フ ラ ン 賞

発走14時25分 （芝・左）
牝，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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

22 スマートプラネット 牝2鹿 54 田辺 裕信田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 452＋ 41：22．5 2．7�
68 ダイワバーチュー 牝2青鹿54 蛯名 正義大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456＋ 61：23．03 3．5�
44 トーホウハニー 牝2鹿 54 柴田 善臣東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 434＋ 4 〃 ハナ 13．7�
55 スペチアーレ 牝2鹿 54 大野 拓弥青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 470＋121：23．1クビ 8．1�
56 カゼノトビラ 牝2鹿 54 丸山 元気福田 光博氏 根本 康広 新冠 八木 常郎 452＋ 61：23．31� 34．4�
67 ナイアガラモンロー 牝2鹿 54 武 豊塩田 清氏 堀井 雅広 浦河 �川 啓一 506＋ 41：23．51� 5．2	
812 ハナズプルメリア 牝2黒鹿54 D．ペロヴィッチ M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 412－ 4 〃 クビ 28．4


（伊）

710 エイプリルラヴ 牝2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 岩戸 孝樹 新冠 飛渡牧場 396－ 21：23．71� 128．8�
811 ホワイトエレガンス 牝2芦 54 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 460± 0 〃 アタマ 13．4
33 バ リ ア ー モ 牝2黒鹿54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：23．91	 18．6�
11 テ イ ア 牝2鹿 54 二本柳 壮�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 408－ 21：24．53	 213．4�
79 ラプロムナード 牝2栗 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 370± 01：25．24 171．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，915，800円 複勝： 50，880，400円 枠連： 24，551，100円
馬連： 106，713，100円 馬単： 57，221，200円 ワイド： 39，028，300円
3連複： 114，417，200円 3連単： 213，935，600円 計： 648，662，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 140円 � 250円 枠 連（2－6） 280円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 240円 �� 500円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 5，440円

票 数

単勝票数 計 419158 的中 � 123691（1番人気）
複勝票数 計 508804 的中 � 121463（1番人気）� 97507（2番人気）� 39006（6番人気）
枠連票数 計 245511 的中 （2－6） 67858（1番人気）
馬連票数 計1067131 的中 �� 165969（1番人気）
馬単票数 計 572212 的中 �� 48234（1番人気）
ワイド票数 計 390283 的中 �� 47979（1番人気）�� 18510（6番人気）�� 14341（8番人気）
3連複票数 計1144172 的中 ��� 53187（3番人気）
3連単票数 計2139356 的中 ��� 28467（8番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．5―12．2―12．1―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―34．8―47．0―59．1―1：10．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートプラネット �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 アルカセット デビュー 2014．6．7 東京2着

2012．4．7生 牝2鹿 母 アンダルシア 母母 メイクアスメリー 4戦2勝 賞金 19，922，000円
〔騎手変更〕 バリアーモ号の騎手北村宏司は，負傷のため三浦皇成に変更。
※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。

2509410月5日 小雨 良 （26新潟3）第8日 第10競走 ��
��1，000�

ひ よ く

飛 翼 特 別
発走15時00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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

817 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 B498＋ 6 55．0 10．1�
816	 エイシンテキサス 牡4青 57 武 豊平井 克彦氏 松元 茂樹 米 Redmon

Farm, LLC 490＋ 8 55．1
 4．8�
818 ケイアイユニコーン 牡5栗 57 吉田 隼人亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 松田牧場 486－ 2 〃 クビ 9．7�
24 � カ カ リ ア 牝3鹿 53 岩田 康誠加藤 春夫氏 武井 亮 様似 様似共栄牧場 474＋ 2 〃 アタマ 4．2�
713 ブルーピアス 牝5栗 55 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 470－ 2 55．42 167．6�
12 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± 0 55．5� 15．5

59 タカミツスズラン 牝3鹿 53 勝浦 正樹高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 460－ 2 〃 アタマ 23．3�
714 ブライトチェリー 牝4芦 55 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 460± 0 55．6クビ 6．7�
23 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 462－ 2 55．7
 175．3
611� シルクバーニッシュ 牡5鹿 57 三浦 皇成 	シルクレーシング 中内田充正 平取 坂東牧場 B480＋ 2 55．8� 19．9�
510 ディアセルヴィス 牡4鹿 57 江田 照男ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 482± 0 〃 ハナ 20．7�
35 ヤサカシャイニー 牝6栗 55 丸山 元気志邑 宣彦氏 根本 康広 新冠 オリエント牧場 476＋12 55．9クビ 140．7�
11 キ ー パ ッ プ 牝5鹿 55 伴 啓太辰己 岩夫氏 高柳 瑞樹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 2 〃 ハナ 191．2�
48 ウエスタンユーノー 牝3芦 53 横山 和生西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 490－ 2 〃 アタマ 13．1�
612	 アンウォンド 牝4栗 55 津村 明秀	大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones 496＋ 2 〃 ハナ 10．8�
715 リベルタドーレス 牡4栗 57 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 492＋ 2 〃 ハナ 39．8�
36 フォースフル 牡5黒鹿57 嘉藤 貴行�Basic 畠山 吉宏 新冠 平山牧場 496＋10 56．53
 145．2�
47 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± 0 56．6
 32．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 56，631，000円 複勝： 77，958，400円 枠連： 55，547，700円
馬連： 189，618，200円 馬単： 86，836，600円 ワイド： 72，447，600円
3連複： 242，638，500円 3連単： 347，581，100円 計： 1，129，259，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 300円 � 200円 � 310円 枠 連（8－8） 790円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，400円 �� 860円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 25，340円

票 数

単勝票数 計 566310 的中 � 44556（5番人気）
複勝票数 計 779584 的中 � 63863（4番人気）� 117418（2番人気）� 60954（5番人気）
枠連票数 計 555477 的中 （8－8） 53838（2番人気）
馬連票数 計1896182 的中 �� 67712（4番人気）
馬単票数 計 868366 的中 �� 11668（14番人気）
ワイド票数 計 724476 的中 �� 19373（5番人気）�� 13015（17番人気）�� 21969（4番人気）
3連複票数 計2426385 的中 ��� 36153（5番人気）
3連単票数 計3475811 的中 ��� 9943（23番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．7―10．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．3―33．0―43．2

上り4F42．9－3F32．7
勝馬の
紹 介

シャトルアップ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Tunerup デビュー 2011．6．5 東京5着

2008．4．11生 �6栗 母 タカトモアップ 母母 Just a Trick 20戦4勝 賞金 40，367，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノタカラチャン号
（非抽選馬） 1頭 ペガサスジュニア号

１レース目 ３レース目



2509510月5日 小雨 良 （26新潟3）第8日 第11競走 ��
��1，200�第48回スプリンターズステークス（ＧⅠ）

発走15時40分 （グローバルスプリントチャレンジ） （芝・左）
3歳以上，除3歳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

日本馬主協会連合会会長賞・グローバルスプリントチャレンジ賞（1着）
賞 品

本 賞 95，000，000円 38，000，000円 24，000，000円 14，000，000円 9，500，000円
付 加 賞 3，822，000円 1，092，000円 546，000円
生産者賞 賞 品
調教師賞 賞 品
騎 手 賞 賞 品
調教助手賞 賞 品
厩務員賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード
レースレコード

1：07．5
1：06．5
1：06．7

良
良
良

818 スノードラゴン 牡6芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 512－ 21：08．8 46．5�
59 ストレイトガール 牝5鹿 55 岩田 康誠廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 466＋101：08．9� 3．6�
713 レッドオーヴァル 牝4鹿 55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 442± 0 〃 アタマ 13．8�
714 グランプリボス 牡6鹿 57 三浦 皇成�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516＋14 〃 アタマ 10．6�
612 ベ ル カ ン ト 牝3栗 53 武 豊前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居 忠吉 478＋ 4 〃 ハナ 27．8�
48 ア フ ォ ー ド 牡6鹿 57 蛯名 正義前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 468＋141：09．0� 86．4	
816 セイコーライコウ 牡7鹿 57 柴田 善臣竹國美枝子氏 鈴木 康弘 新ひだか 明治牧場 486＋ 2 〃 クビ 26．9

510	 マヤノリュウジン 牡7栗 57 池添 謙一田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 526＋ 81：09．1� 18．0�
35 	 マジンプロスパー 牡7栗 57 小牧 太佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 512＋ 6 〃 ハナ 73．5�
817 サ ン カ ル ロ 牡8黒鹿57 吉田 豊 社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 2 〃 クビ 107．3�
12 ローブティサージュ 牝4青 55 秋山真一郎 シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 アタマ 20．2�
36 コパノリチャード 牡4黒鹿57 浜中 俊小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 494± 01：09．2� 8．8�
715 ハクサンムーン 牡5栗 57 戸崎 圭太河﨑 五市氏 西園 正都 日高 白井牧場 482－ 4 〃 ハナ 2．8�
23 トーホウアマポーラ 牝5栗 55 幸 英明東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 496＋ 21：09．3クビ 34．2�
11 アースソニック 牡5鹿 57 石橋 脩前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 新冠伊藤牧場 486＋ 61：09．4� 106．1�
24 ガ ル ボ 牡7青 57 津村 明秀石川 一義氏 清水 英克 様似 髙村 伸一 472＋ 2 〃 アタマ 40．4�
611 ハナズゴール 牝5栗 55 D．ペロヴィッチ M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 不二牧場 444 1：09．71
 25．6�

（伊）

47 ダッシャーゴーゴー 牡7鹿 57 勝浦 正樹芦田 信氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 538＋ 21：09．8
 164．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 423，681，800円 複勝： 486，367，700円 枠連： 380，075，700円 馬連： 1，636，999，000円 馬単： 741，091，100円
ワイド： 577，052，700円 3連複： 2，411，026，200円 3連単： 4，303，980，600円 5重勝： 685，701，800円 計： 11，645，976，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，650円 複 勝 � 650円 � 170円 � 380円 枠 連（5－8） 2，260円

馬 連 �� 7，360円 馬 単 �� 26，040円

ワ イ ド �� 1，790円 �� 4，370円 �� 860円

3 連 複 ��� 19，580円 3 連 単 ��� 190，930円

5 重 勝
対象競走：新潟9R／阪神10R／新潟10R／阪神11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 3，779，450円

票 数

単勝票数 計4236818 的中 � 72869（13番人気）
複勝票数 計4863677 的中 � 159618（10番人気）� 977213（2番人気）� 303583（5番人気）
枠連票数 計3800757 的中 （5－8） 130198（9番人気）
馬連票数 計16369990 的中 �� 172341（24番人気）
馬単票数 計7410911 的中 �� 21337（72番人気）
ワイド票数 計5770527 的中 �� 82430（16番人気）�� 32897（48番人気）�� 180594（4番人気）
3連複票数 計24110262 的中 ��� 92341（58番人気）
3連単票数 計43039806 的中 ��� 16343（561番人気）
5重勝票数 計6857018 的中 ����� 127

ハロンタイム 11．9―10．5―11．3―11．9―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．7―45．6―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スノードラゴン �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2010．8．28 新潟2着

2008．4．6生 牡6芦 母 マイネカプリース 母母 ダイナカプリ 33戦8勝 賞金 311，540，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔騎手変更〕 ダッシャーゴーゴー号の騎手北村宏司は，負傷のため勝浦正樹に変更。
〔制裁〕 マヤノリュウジン号の騎手池添謙一は，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。
※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。
（非抽選馬） 6頭 インプレスウィナー号・エーシントップ号・ハノハノ号・フギン号・メイショウイザヨイ号・ワキノブレイブ号
※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。

2509610月5日 小雨 稍重 （26新潟3）第8日 第12競走 ��
��1，800�

りゅうと

柳都ステークス
発走16時25分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳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 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

23 トロワボヌール 牝4鹿 55 田中 勝春村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 466＋ 21：50．7 3．9�
35 キープインタッチ 牡4鹿 57 武 豊村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 496＋ 41：51．02 6．5�
815 マイネルバウンス 牡5栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 492＋ 21：51．1� 44．7�
46 アサクサポイント 	6青鹿57 吉田 豊田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478± 01：51．2
 102．3�
34 � サカジロスイセイ 牡5鹿 57 幸 英明ロイヤルパーク 大根田裕之 日高 長谷部牧場 514± 0 〃 ハナ 27．8�
712 セイカフォルテ 牡6鹿 57 石橋 脩久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 61：51．3クビ 50．6	
611 オリオンザジャパン 牡4芦 57 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 武 牧場 478＋ 4 〃 ハナ 5．9

22 マンボダンサー 牡6鹿 57 大野 拓弥�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 478＋ 2 〃 クビ 130．8�
814 アムールポエジー 牝4栗 55 岩田 康誠吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 508＋20 〃 ハナ 32．4
610 タ ナ ト ス 牡6黒鹿57 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 462± 01：51．51� 14．3�
11 メイショウワコン 牡3栗 55 松岡 正海松本 好雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 494－ 61：51．82 3．2�
59 サンバビーン 牝4鹿 55 城戸 義政岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 502＋141：51．9クビ 24．3�
47 サンマルデューク 牡5黒鹿57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 504＋101：52．11� 257．4�
58 ダヴィンチバローズ 牡6鹿 57 秋山真一郎猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 488＋ 6 〃 ハナ 30．5�
713 トウショウギフト 牡5鹿 57 戸崎 圭太トウショウ産業� 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 532＋141：53．27 11．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 88，469，800円 複勝： 115，328，900円 枠連： 60，249，200円
馬連： 290，578，600円 馬単： 106，415，700円 ワイド： 98，926，000円
3連複： 290，253，900円 3連単： 507，373，900円 計： 1，557，596，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 210円 � 790円 枠 連（2－3） 1，220円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 560円 �� 3，430円 �� 3，100円

3 連 複 ��� 17，820円 3 連 単 ��� 58，470円

票 数

単勝票数 計 884698 的中 � 181474（2番人気）
複勝票数 計1153289 的中 � 205665（2番人気）� 149189（4番人気）� 28805（10番人気）
枠連票数 計 602492 的中 （2－3） 38124（6番人気）
馬連票数 計2905786 的中 �� 172625（5番人気）
馬単票数 計1064157 的中 �� 34475（6番人気）
ワイド票数 計 989260 的中 �� 49332（5番人気）�� 7108（38番人気）�� 7898（34番人気）
3連複票数 計2902539 的中 ��� 12214（54番人気）
3連単票数 計5073739 的中 ��� 6291（178番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．3―12．7―12．8―12．3―12．6―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．5―35．8―48．5―1：01．3―1：13．6―1：26．2―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トロワボヌール �
�
父 バ ゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．16 中山1着

2010．3．23生 牝4鹿 母 チ ュ ー ニ ー 母母 フロムビヨンド 15戦5勝 賞金 76，310，000円
〔騎手変更〕 トロワボヌール号の騎手北村宏司は，負傷のため田中勝春に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ゴールデンヒーロー号

５レース目



（26新潟3）第8日 10月5日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 190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

362，770，000円
9，580，000円
7，030，000円
33，390，000円
71，691，000円
5，606，000円
1，824，000円

勝馬投票券売得金
867，981，900円
1，116，994，600円
681，999，500円
2，808，527，400円
1，323，967，600円
1，077，703，900円
3，763，418，700円
6，462，015，600円
685，701，800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 18，788，311，000円

総入場人員 33，184名 （有料入場人員 28，291名）



平成26年度 第3回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，476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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，935，530，000円
6，190，000円
69，190，000円
20，600，000円
173，510，000円
533，584，000円
43，051，800円
14，169，600円

勝馬投票券売得金
4，216，460，300円
6，859，089，000円
3，196，654，300円
12，539，570，300円
6，461，351，800円
5，293，570，000円
15，709，887，600円
27，530，586，700円
3，912，063，000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 85，719，233，000円

総入場延人員 124，610名 （有料入場延人員 89，539名）
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