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2900110月17日 晴 良 （27新潟3）第1日 第1競走 2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走9時50分（番組第4競走を順序変更） （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

88 シャドウカラーズ 牝4鹿 58 山本 康志飯塚 知一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 474＋ 43：08．9 1．4�
66 ピタゴラスコンマ 牡6鹿 60 金子 光希髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 510＋ 23：09．53� 3．5�
89 ツカサブレイブ 牡3青鹿58 佐久間寛志中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 470＋ 43：12．1大差 33．6�
11 シゲルウシュウ 牡4栗 60 上野 翔森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 470＋ 83：12．31 17．8�
44 � ステキステキ 牝4栗 58 石神 深一西村新一郎氏 天間 昭一 様似 猿倉牧場 466＋ 63：13．68 17．5�
77 ジョージジョージ 牡5栗 60 大江原 圭北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 456＋103：14．13 12．7�
33 オリオンザプラズマ 牡5栗 60 高野 和馬平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 486＋123：15．48 43．0	
55 セイマイスター 牡3青鹿58 黒岩 悠金田 成基氏 服部 利之 日高 浜本牧場 492＋ 43：15．82� 91．0

22 パ ル ミ エ 牝3黒鹿56 五十嵐雄祐井上 修一氏 浅野洋一郎 新ひだか 元茂牧場 462＋183：23．5大差 50．4�
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売 得 金
単勝： 10，397，500円 複勝： 23，426，700円 枠連： 5，205，800円
馬連： 15，148，300円 馬単： 12，519，100円 ワイド： 8，554，100円
3連複： 21，876，000円 3連単： 47，937，600円 計： 145，065，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 110円 � 270円 枠 連（6－8） 240円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 280円

ワ イ ド �� 140円 �� 530円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 103975 的中 � 57699（1番人気）
複勝票数 計 234267 的中 � 186593（1番人気）� 18673（2番人気）� 3452（6番人気）
枠連票数 計 52058 的中 （6－8） 16809（1番人気）
馬連票数 計 151483 的中 �� 54909（1番人気）
馬単票数 計 125191 的中 �� 32586（1番人気）
ワイド票数 計 85541 的中 �� 23429（1番人気）�� 3204（7番人気）�� 1980（13番人気）
3連複票数 計 218760 的中 ��� 11398（5番人気）
3連単票数 計 479376 的中 ��� 12983（7番人気）
上り 1マイル 1：43．6 4F 48．6－3F 36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
8－（4，9）1，6（5，3）－7＝2
8，6＝9，1，4－5＝3＝7＝2

2
�
8（4，9）6－1，5，3－7＝2
8，6＝（9，1）4－5－3＝7＝2

勝馬の
紹 介

シャドウカラーズ �

父 キングカメハメハ �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．7．6 函館4着

2011．5．16生 牝4鹿 母 シャドウストリーム 母母 ケイウーマン 障害：4戦1勝 賞金 11，600，000円
※出走取消馬 タガノアルデ号（疾病〔右肩跛行〕のため）

2900210月17日 晴 稍重 （27新潟3）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時25分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．8
1：50．9

良
不良

55 コパノビジン 牝2鹿 54 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 456＋ 21：55．1 2．1�
68 コスモカナディアン 牡2鹿 55 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 452＋121：55．31� 20．5�
79 スプリングガール 牝2鹿 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 420± 01：55．61� 2．8�
710 ウインバーニング 牡2鹿 55 丸田 恭介�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 450－ 41：56．45 8．7	
33 ロトクレドール 牝2栗 54 黛 弘人國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 456－ 61：56．61� 59．9

56 ホウオウレックス 牡2鹿 55 丸山 元気小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 500＋ 4 〃 クビ 10．6�
812 アーススピード 牡2栃栗 55

52 ▲加藤 祥太松山 増男氏 加藤 敬二 白老 習志野牧場 468± 01：56．91� 12．7�
22 メイショウダッサイ 牡2黒鹿 55

53 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 504－121：58．28 28．9
811 シゲルチヌダイ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也森中 蕃氏 伊藤 正徳 青森 大前 典男 446－ 21：58．52 78．4�
11 ウインストアヘッド 牡2鹿 55 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 新ひだか 木村 秀則 B446± 01：59．03 93．3�
44 サンダーソニー 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 荒谷 輝和 452－ 41：59．42� 72．0�
（11頭）

67 レ ギ オ ン 牡2鹿 55 吉田 隼人 M・
Kenichiホールディング� 高木 登 浦河 宮内牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 11，721，000円 複勝： 16，076，300円 枠連： 6，425，600円
馬連： 20，326，800円 馬単： 15，637，800円 ワイド： 12，868，000円
3連複： 29，533，000円 3連単： 46，757，300円 計： 159，345，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 260円 � 120円 枠 連（5－6） 1，260円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 630円 �� 150円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，800円 3 連 単 ��� 14，010円

票 数

単勝票数 差引計 117210（返還計 484） 的中 � 44285（1番人気）
複勝票数 差引計 160763（返還計 731） 的中 � 70026（1番人気）� 7468（6番人気）� 30163（2番人気）
枠連票数 差引計 64256（返還計 6 ） 的中 （5－6） 3931（5番人気）
馬連票数 差引計 203268（返還計 2952） 的中 �� 6201（10番人気）
馬単票数 差引計 156378（返還計 819） 的中 �� 2659（16番人気）
ワイド票数 差引計 128680（返還計 861） 的中 �� 4165（8番人気）�� 30213（1番人気）�� 3987（9番人気）
3連複票数 差引計 295330（返還計 5827） 的中 ��� 12274（5番人気）
3連単票数 差引計 467573（返還計 11137） 的中 ��� 2419（42番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．9―13．5―13．2―12．7―12．9―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．8―50．3―1：03．5―1：16．2―1：29．1―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コパノビジン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2015．7．25 福島8着

2013．4．8生 牝2鹿 母 エ ポ レ ッ ト 母母 マキシマムデニール 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔出走取消〕 レギオン号は，疾病〔左後肢挫創〕のため出走取消。

第３回 新潟競馬 第１日



2900310月17日 晴 稍重 （27新潟3）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時55分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：09．2
1：08．7

重
重

46 ヴァイセフラウ 牝4芦 55
54 ☆松若 風馬�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 61：11．5 2．5�
11 � クレアドール 牝4青鹿 55

52 ▲�島 克駿 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488± 01：11．71� 4．7�
712 シゲルミマサカ 牝4青鹿 55

52 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新冠 村上牧場 430－ 21：12．44 29．1�
815 オージーアイドル 牝3鹿 53 原田 和真窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 454－ 21：12．5クビ 46．0�
22 パッシオーネラヴィ 牝4鹿 55 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 476＋ 4 〃 クビ 9．1	
610 レディーピンク 牝5鹿 55 吉田 隼人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 464＋ 21：12．81	 4．6

713 テイエムステータス 牝4鹿 55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 496－16 〃 ハナ 62．9�
814 キービスケット 牝4黒鹿55 嘉藤 貴行北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 494＋ 21：13．11	 95．5�
58 ツウローゼズ 牝3黒鹿 53

50 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新冠 樋渡 志尚 462＋ 2 〃 アタマ 8．7
35 トウカイマインド 牝4鹿 55 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 470－ 6 〃 ハナ 24．7�
47 ケープオブホープ 牝4黒鹿55 松田 大作三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 榊原 敏明 432＋ 8 〃 ハナ 133．5�
59 � メイショウベルシア 牝4鹿 55 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 太陽牧場 454＋ 41：13．73� 190．9�
23 メイスンヴィーナス 牝3栗 53

51 △義 英真梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 470± 01：13．91� 35．5�
611 バーニングハート 牝5鹿 55 田中 博康吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 460＋ 81：14．1	 39．2�
34 ラヴァーサクラ 牝4鹿 55 丹内 祐次伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 510＋ 21：14．31
 62．4�
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売 得 金
単勝： 13，701，800円 複勝： 19，955，100円 枠連： 7，532，900円
馬連： 29，490，900円 馬単： 16，107，900円 ワイド： 18，334，200円
3連複： 40，962，300円 3連単： 53，947，500円 計： 200，032，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 160円 � 480円 枠 連（1－4） 570円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，340円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 13，710円

票 数

単勝票数 計 137018 的中 � 43383（1番人気）
複勝票数 計 199551 的中 � 44679（1番人気）� 33733（3番人気）� 7514（7番人気）
枠連票数 計 75329 的中 （1－4） 10227（1番人気）
馬連票数 計 294909 的中 �� 40702（1番人気）
馬単票数 計 161079 的中 �� 13033（1番人気）
ワイド票数 計 183342 的中 �� 17774（2番人気）�� 3266（13番人気）�� 2650（14番人気）
3連複票数 計 409623 的中 ��� 7690（10番人気）
3連単票数 計 539475 的中 ��� 2851（26番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．7―12．2―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．9―47．1―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァイセフラウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タマモクロス デビュー 2013．12．8 阪神6着

2011．5．7生 牝4芦 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー 15戦3勝 賞金 29，450，000円

2900410月17日 晴 良 （27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25分（番組第1競走を順序変更） （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

77 クラウンデピュティ 牡4芦 60 金子 光希矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 504± 03：08．9 3．8�
11 プ レ ス リ ー 牡4黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 492－ 63：09．11� 4．6�
66 � サンマルヴィエント 牡7栗 60 高野 和馬相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 488－ 43：09．63 4．6�
55 アドマイヤイチバン 牝5青鹿58 浜野谷憲尚近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 492± 03：10．23� 5．1�
22 ワールドカップ 牡3黒鹿58 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 浦河 大北牧場 462＋ 83：10．62� 21．6�
88 シゲルオウシザ 牡5栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 中村 雅明 508－ 63：11．34 13．2�
44 � ワイルドジーク 牡4栗 60 上野 翔ディアレスト 松永 康利 新冠 ハクツ牧場 464± 03：12．57 49．6	
33 フ リ メ ー ル 牝4栗 58 大江原 圭
ミルファーム 根本 康広 えりも エクセルマネジメント 432± 03：12．6	 71．6�
89 ポップジェムズ 
5鹿 60 五十嵐雄祐吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B466± 03：13．55 4．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 9，890，900円 複勝： 11，889，500円 枠連： 5，235，400円
馬連： 16，795，600円 馬単： 11，838，900円 ワイド： 9，796，700円
3連複： 25，662，300円 3連単： 40，547，500円 計： 131，656，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 160円 � 130円 枠 連（1－7） 1，600円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 420円 �� 260円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，040円 3 連 単 ��� 6，450円

票 数

単勝票数 計 98909 的中 � 20480（1番人気）
複勝票数 計 118895 的中 � 19534（2番人気）� 16572（3番人気）� 28043（1番人気）
枠連票数 計 52354 的中 （1－7） 2533（9番人気）
馬連票数 計 167956 的中 �� 8962（5番人気）
馬単票数 計 118389 的中 �� 3020（17番人気）
ワイド票数 計 97967 的中 �� 5572（5番人気）�� 9946（1番人気）�� 8347（2番人気）
3連複票数 計 256623 的中 ��� 18397（1番人気）
3連単票数 計 405475 的中 ��� 4553（10番人気）
上り 1マイル 1：46．9 4F 52．3－3F 39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�
8，6（9，7，1）（5，2）－3－4
8（6，1，7）－（9，2）5＝3－4

2
�
8，6（9，7，1）－5，2－3＝4・（8，7）（6，1）－（9，2）5＝3－4

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クラウンデピュティ 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．30 中京5着

2011．3．19生 牡4芦 母 オートサンデー 母母 ヤマヒサエオリア 障害：2戦1勝 賞金 7，000，000円



2900510月17日 晴 良 （27新潟3）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

811 シルクリバー 牝2鹿 54
53 ☆松若 風馬鈴木 照雄氏 本間 忍 洞�湖 レイクヴィラファーム 452－ 61：23．5 3．2�

22 コ リ ー ナ 牝2鹿 54 丸山 元気山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 430＋ 61：23．6� 3．5�
810 テンプルツリー 牝2鹿 54 嘉藤 貴行山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 436＋101：23．7� 7．5�
66 レーヌドコロール 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �シルクレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－121：23．91� 5．5�
33 キ ン ノ ツ ル 牝2芦 54

51 ▲伴 啓太榎本 富三氏 作田 誠二 新ひだか マークリ牧場 446－ 8 〃 ハナ 106．7�
67 ナムラバイオレット 牝2栗 54 黛 弘人奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 474－ 21：24．11� 104．7	
79 パーリオミノル 牝2鹿 54 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446－121：24．2� 9．8

78 ラトーヌワイズ 牝2黒鹿 54

51 ▲	島 克駿松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 448－181：24．41� 25．0�
44 グットトキメク 牝2鹿 54

51 ▲加藤 祥太小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 田中 裕之 446－161：24．61� 112．3�
55 サンニードルス 牝2鹿 54 勝浦 正樹加藤 信之氏 杉浦 宏昭 新ひだか 大平牧場 468－ 21：24．81� 6．2
11 デルマオイチ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 388± 01：25．11� 42．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 14，013，500円 複勝： 18，660，700円 枠連： 6，806，800円
馬連： 25，772，900円 馬単： 16，984，900円 ワイド： 14，891，000円
3連複： 34，651，100円 3連単： 52，258，800円 計： 184，039，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 120円 � 170円 枠 連（2－8） 440円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 260円 �� 380円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 4，750円

票 数

単勝票数 計 140135 的中 � 34613（1番人気）
複勝票数 計 186607 的中 � 35025（2番人気）� 46040（1番人気）� 23946（4番人気）
枠連票数 計 68068 的中 （2－8） 11771（1番人気）
馬連票数 計 257729 的中 �� 29473（1番人気）
馬単票数 計 169849 的中 �� 11240（1番人気）
ワイド票数 計 148910 的中 �� 15708（1番人気）�� 9629（4番人気）�� 10303（2番人気）
3連複票数 計 346511 的中 ��� 23264（1番人気）
3連単票数 計 522588 的中 ��� 7969（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―35．0―47．2―59．8―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．3
3 5（2，9，11）（6，10）（1，7）（4，8）3 4 5（9，11）（2，6，10）（1，7）（4，8）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シルクリバー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．7．18 函館3着

2013．3．28生 牝2鹿 母 メジロトンキニーズ 母母 メジロクロヒメ 3戦1勝 賞金 7，300，000円

2900610月17日 晴 稍重 （27新潟3）第1日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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 7，000，000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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

33 ランドオザリール 牡4鹿 57 中谷 雄太 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520－ 81：52．9 9．1�

22 ショウナンガッチャ 牡4栗 57 北村 友一国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 472－ 41：53．21� 9．8�
68 マイネルボルソー 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 478－ 21：53．3� 3．4�
56 ジェイケイニュース 牡4栗 57 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 474－ 21：53．51� 8．0�
11 ウイングアクティブ 牡3鹿 55

54 ☆松若 風馬池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 466± 0 〃 ハナ 36．3	
710 シャドウシティー 牡4鹿 57 水口 優也飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 480－ 21：53．6� 20．7

45 ランドントウォーク 牡4青鹿57 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 B490± 0 〃 ハナ 88．2�
69 デュアルフレイム 牡3栗 55 勝浦 正樹 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 454± 01：54．23� 6．2�
711 カゼノドリーム 牡3鹿 55 村田 一誠深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 B454± 01：54．73 27．6
813 アイファーマグオー 牡3栗 55 藤懸 貴志中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 494＋ 41：54．8� 45．6�
44 メ ナ ス コ 	3黒鹿 55

53 △城戸 義政 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 442－ 41：55．97 4．8�

812 ネオヴァンデロア 牡5黒鹿57 杉原 誠人小林 仁幸氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 518－ 41：56．22 137．8�
57 エニシイチダイ 牡3鹿 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 笹田 和秀 新ひだか 土田農場 B482－ 21：57．05 9．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 11，940，900円 複勝： 16，934，100円 枠連： 8，626，500円
馬連： 23，972，700円 馬単： 13，549，800円 ワイド： 15，486，200円
3連複： 32，660，500円 3連単： 42，881，600円 計： 166，052，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 280円 � 220円 � 150円 枠 連（2－3） 3，010円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 670円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，720円 3 連 単 ��� 27，830円

票 数

単勝票数 計 119409 的中 � 10393（5番人気）
複勝票数 計 169341 的中 � 13133（7番人気）� 18692（4番人気）� 37347（1番人気）
枠連票数 計 86265 的中 （2－3） 2221（14番人気）
馬連票数 計 239727 的中 �� 5856（16番人気）
馬単票数 計 135498 的中 �� 1639（28番人気）
ワイド票数 計 154862 的中 �� 3086（16番人気）�� 5977（7番人気）�� 8282（4番人気）
3連複票数 計 326605 的中 ��� 5183（13番人気）
3連単票数 計 428816 的中 ��� 1117（85番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．6―13．4―12．9―12．5―12．6―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．6―50．0―1：02．9―1：15．4―1：28．0―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
1，2，3（5，7）8－（9，10）－（4，11）6（12，13）
1（2，3，8）5（10，11）（6，7）9（12，4）13

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

勝馬の
紹 介

ランドオザリール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．11．30 阪神7着

2011．2．3生 牡4鹿 母 アイリッシュカーリ 母母 Enthraller 13戦2勝 賞金 24，182，000円



2900710月17日 晴 稍重 （27新潟3）第1日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 7，000，000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
1：09．2
1：08．7

重
重

22 ヨウライフク 牡3栗 55 北村 友一小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 490＋ 41：11．6 6．8�
68 � レガリテート 牡5鹿 57 高倉 稜前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488＋ 21：12．13 6．0�
69 マルカメテオ 牡3栗 55

54 ☆松若 風馬日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 484＋221：12．41� 3．8�
710� サウスキング 牡4黒鹿57 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 482＋ 21：12．5� 3．1�
812 ニシノイナズマ 牡4芦 57 松田 大作西山 茂行氏 松山 将樹 新冠 川上牧場 486＋ 21：12．71	 24．0�
711 アーネストミノル 牡4鹿 57 丸山 元気吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 442－10 〃 クビ 104．1�
11 ディアジースター 牡4栗 57 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 新ひだか タイヘイ牧場 B470＋121：12．8クビ 127．8	
56 サウスリュウセイ 牡3鹿 55 勝浦 正樹南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 462－ 41：12．9� 7．8

33 ジャイアントアイ 牡3栗 55

53 △城戸 義政島田 久氏 松山 将樹 浦河 村中牧場 492＋ 41：13．0� 70．2�
45 ヒカリセット 牡4青鹿 57

54 ▲伴 啓太�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 ヤナガワ牧場 478＋10 〃 ハナ 51．2
57 � シ ン サ ン 牡4栗 57 横山 和生上野 直樹氏 小野 次郎 新ひだか 三宅牧場 494＋ 41：13．1� 98．3�
813 ウインネオルーラー 牡4黒鹿57 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 日の出牧場 468－ 81：13．52� 8．9�
44 クラウンジューン 牡3鹿 55 吉田 隼人�クラウン 田中 剛 日高 クラウン日高牧場 470－ 21：14．56 61．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，812，600円 複勝： 21，246，400円 枠連： 8，234，600円
馬連： 29，996，500円 馬単： 16，567，900円 ワイド： 17，479，000円
3連複： 38，392，700円 3連単： 56，376，700円 計： 205，106，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 240円 � 200円 � 180円 枠 連（2－6） 1，050円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 610円 �� 630円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，530円 3 連 単 ��� 19，030円

票 数

単勝票数 計 168126 的中 � 19630（4番人気）
複勝票数 計 212464 的中 � 21344（6番人気）� 27063（4番人気）� 32200（2番人気）
枠連票数 計 82346 的中 （2－6） 6028（6番人気）
馬連票数 計 299965 的中 �� 14568（5番人気）
馬単票数 計 165679 的中 �� 3793（13番人気）
ワイド票数 計 174790 的中 �� 7294（7番人気）�� 7046（8番人気）�� 8138（5番人気）
3連複票数 計 383927 的中 ��� 11370（9番人気）
3連単票数 計 563767 的中 ��� 2147（66番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．8―12．7―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．9―47．6―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨウライフク �
�
父 デュランダル �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．12．20 阪神2着

2012．4．14生 牡3栗 母 ヘッドミストレス 母母 サザンウッド 7戦2勝 賞金 16，700，000円

2900810月17日 晴 良 （27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13時45分 （芝・左・外）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

815 ビップレボルシオン 牡4鹿 57
56 ☆松若 風馬鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 504－ 81：59．5 2．7�

611 メイショウミツボシ 牡3鹿 55
53 △城戸 義政松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 476± 01：59．6� 7．5�

510 メイショウミソラ 牝3栗 53
52 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 452＋ 21：59．81� 10．1�

12 ヤマカツボーイ 牡3黒鹿 55
52 ▲加藤 祥太山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 446－ 2 〃 クビ 26．8�

816� キ ン コ バ ン 牡4栗 57
55 △義 英真熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 480－ 62：00．22� 34．7�

35 � マンディスキュア 牝4黒鹿55 長岡 禎仁�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 470－102：00．4� 57．8	
24 ヒアカムズザサン 牡3栗 55 平野 優 
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－ 6 〃 アタマ 3．5�
11 ネルトスグアサ 牡5黒鹿57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 466＋ 82：00．61� 46．8�
48 サトノファンタス 牡3鹿 55

52 ▲木幡 初也里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 420＋ 22：00．7クビ 12．2
714 サンドラバローズ 牝4鹿 55 横山 和生猪熊 広次氏 奥村 武 洞�湖 レイクヴィラファーム 418＋ 6 〃 ハナ 14．6�
612 チ ェ ー ザ レ 牡4黒鹿57 中井 裕二丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 516－ 6 〃 クビ 41．0�
36 アイファーサンディ 牡3鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 460＋ 62：00．91 62．3�
59 スカイゴールド 牡4栗 57 水口 優也橋元 勇氣氏 野中 賢二 浦河 笠松牧場 476＋102：01．11� 46．3�
47 アリビアール 牡3黒鹿55 杉原 誠人多田 信尊氏 藤沢 和雄 青森 一山育成牧場 462－ 22：01．63 54．4�
23 レッドオラシオン 牡4芦 57

54 ▲伴 啓太 
東京ホースレーシング 中舘 英二 千歳 社台ファーム 458＋10 〃 ハナ 73．3�
713 シンボリシャガール 牡3鹿 55 小野寺祐太シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 444－ 42：02．55 36．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，516，000円 複勝： 20，885，300円 枠連： 9，442，100円
馬連： 31，970，600円 馬単： 17，845，900円 ワイド： 20，300，700円
3連複： 44，562，100円 3連単： 56，169，000円 計： 216，691，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 180円 � 280円 枠 連（6－8） 630円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 350円 �� 640円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 10，490円

票 数

単勝票数 計 155160 的中 � 44987（1番人気）
複勝票数 計 208853 的中 � 47775（1番人気）� 29341（3番人気）� 15240（5番人気）
枠連票数 計 94421 的中 （6－8） 11613（2番人気）
馬連票数 計 319706 的中 �� 31767（2番人気）
馬単票数 計 178459 的中 �� 11394（2番人気）
ワイド票数 計 203007 的中 �� 16334（2番人気）�� 7880（4番人気）�� 4341（12番人気）
3連複票数 計 445621 的中 ��� 9890（7番人気）
3連単票数 計 561690 的中 ��� 3879（15番人気）

ハロンタイム 13．1―11．2―11．7―11．3―11．9―12．3―12．3―12．2―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．3―36．0―47．3―59．2―1：11．5―1：23．8―1：36．0―1：47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビップレボルシオン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．11．17 東京1着

2011．3．10生 牡4鹿 母 メジロジョーンズ 母母 メジロビユーテイー 21戦3勝 賞金 44，706，000円



2900910月17日 晴 稍重 （27新潟3）第1日 第9競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走14時15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 7，000，000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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

811 ゴールドリーガル 牡4鹿 57
54 ▲木幡 初也居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 470－ 21：52．4 3．0�

66 ディグニファイド 牡3栗 55
54 ☆松若 風馬 �シルクレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム B532－ 41：52．82� 18．3�

810	 アースコネクター 牡4栗 57 中谷 雄太 �グリーンファーム和田 正道 米
FEM Management
Corporation & Jim
FitzGerald

B502± 01：53．12 4．9�
44 レイズオブザサン 牡6黒鹿57 藤懸 貴志吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 452－ 61：53．52� 18．4�
22 マルイチワンダー 牡5栗 57 高倉 稜小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 浦新 徳司 452－ 21：53．92� 24．9	
67 	 コスモナチュラル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 米 Margaux

Farm LLC 494－ 21：54．0� 44．2

55 
 フ ェ ン ガ リ 牡4栗 57

55 △義 英真一村 哲也氏 高橋 亮 新ひだか 岡田スタツド 512＋ 41：54．21� 24．8�
11 	 ショウナンアイ 牝3栗 53 勝浦 正樹国本 哲秀氏 奥村 武 米 Padua Sta-

bles, LLC 464± 01：54．51� 34．3�
78 テイケイネクサス 牡3鹿 55 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 450＋101：55．24 126．2
79 ロードステルス 牡3鹿 55 嶋田 純次 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新冠 有限会社 大

作ステーブル 462± 01：55．83� 67．0�
33 	 ヌ ー ナ 牝3黒鹿 53

50 ▲�島 克駿岡田 牧雄氏 小島 茂之 米
Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

522± 01：56．43� 2．1�
（11頭）

売 得 金
単勝： 17，415，700円 複勝： 17，893，100円 枠連： 8，317，800円
馬連： 29，627，200円 馬単： 18，196，400円 ワイド： 16，247，100円
3連複： 39，122，800円 3連単： 70，234，600円 計： 217，054，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 320円 � 160円 枠 連（6－8） 1，150円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 5，070円

ワ イ ド �� 760円 �� 270円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 22，400円

票 数

単勝票数 計 174157 的中 � 45268（2番人気）
複勝票数 計 178931 的中 � 42756（2番人気）� 10441（6番人気）� 29062（3番人気）
枠連票数 計 83178 的中 （6－8） 5586（4番人気）
馬連票数 計 296272 的中 �� 8115（10番人気）
馬単票数 計 181964 的中 �� 2688（14番人気）
ワイド票数 計 162471 的中 �� 5145（8番人気）�� 17776（2番人気）�� 3184（14番人気）
3連複票数 計 391228 的中 ��� 8500（11番人気）
3連単票数 計 702346 的中 ��� 2273（69番人気）

ハロンタイム 12．7―10．6―12．0―12．9―12．8―13．0―13．3―12．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．3―35．3―48．2―1：01．0―1：14．0―1：27．3―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールドリーガル �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー 2014．5．17 新潟11着

2011．5．11生 牡4鹿 母 グローバルリーダー 母母 ホクショウマリー 18戦2勝 賞金 28，444，000円

2901010月17日 晴 良 （27新潟3）第1日 第10競走 ��
��2，200�

ひ ょ う こ

瓢 湖 特 別
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

23 トレジャーマップ 牡4鹿 57 丸山 元気小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 444± 02：13．1 2．2�
510 クインズストーム 牡4芦 57 嘉藤 貴行 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新ひだか 佐竹 学 470＋10 〃 ハナ 183．1�
818 サウンドメモリー 牡4鹿 57 古川 吉洋嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 480－ 22：13．2� 10．1�
816 サブライムカイザー 牡3鹿 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 496± 02：13．3� 11．7�
714 ウインブルーローズ 牡3鹿 54 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 浦河 鎌田 正嗣 476＋ 4 〃 アタマ 81．3�
59 	 ラハイナルナ 牡4鹿 57 
島 克駿金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 愛 S. F. Blood-
stock LLC B536± 0 〃 クビ 15．4	

47 ラウレアブルーム 牡3鹿 54 松若 風馬横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 486＋102：13．4� 11．7

713 プラトンイミシャン 牡3鹿 54 勝浦 正樹池谷 誠一氏 粕谷 昌央 むかわ 上水牧場 B472＋14 〃 クビ 40．4�
715 プロレタリアト 牝4鹿 55 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 436＋122：13．5クビ 63．8�
36 マイネルスパーブ 牡6鹿 57 北村 友一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 460－102：13．6� 32．6
24 キッスアフィニティ 牡3黒鹿54 伊藤 工真 �シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 ハナ 8．0�
48 ヴァルコイネン 牡4芦 57 吉田 隼人吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 460－ 42：13．7クビ 9．2�
35 ゼットスマイル 牡3栗 54 高倉 稜�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 496－ 8 〃 アタマ 37．1�
612 スマッシュスマイル �7栃栗57 松田 大作 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 472－ 62：13．91� 78．4�
11 エストレージャ 牝3黒鹿52 横山 和生 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 484＋102：14．0� 51．1�
611	 ストリートオベロン 牡3黒鹿54 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 462＋ 42：14．21� 13．2�
12  セ フ ィ ー ロ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 466＋ 62：14．52 72．5�
817 アサクサベルーガ �5黒鹿57 水口 優也田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 484＋162：15．77 233．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，655，300円 複勝： 35，827，400円 枠連： 18，646，400円
馬連： 54，999，700円 馬単： 28，699，900円 ワイド： 31，383，800円
3連複： 77，471，400円 3連単： 106，289，000円 計： 376，972，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 3，090円 � 250円 枠 連（2－5） 1，270円

馬 連 �� 18，740円 馬 単 �� 22，630円

ワ イ ド �� 6，450円 �� 480円 �� 19，940円

3 連 複 ��� 58，980円 3 連 単 ��� 333，590円

票 数

単勝票数 計 236553 的中 � 83889（1番人気）
複勝票数 計 358274 的中 � 105229（1番人気）� 1922（17番人気）� 33524（3番人気）
枠連票数 計 186464 的中 （2－5） 11304（5番人気）
馬連票数 計 549997 的中 �� 2274（49番人気）
馬単票数 計 286999 的中 �� 951（72番人気）
ワイド票数 計 313838 的中 �� 1190（59番人気）�� 18432（3番人気）�� 382（111番人気）
3連複票数 計 774714 的中 ��� 985（153番人気）
3連単票数 計1062890 的中 ��� 231（861番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．2―12．0―13．0―12．2―12．4―12．4―12．6―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―23．4―34．6―46．6―59．6―1：11．8―1：24．2―1：36．6―1：49．2―2：01．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．5
1
3

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

2
4

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

トレジャーマップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．1．26 京都5着

2011．5．31生 牡4鹿 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム 17戦3勝 賞金 43，919，000円



2901110月17日 晴 良 （27新潟3）第1日 第11競走 ��
��1，000�

ひ よ く

飛 翼 特 別
発走15時25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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

12 レッドキャンティー 牝4栗 55 丸山 元気�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 448± 0 55．1 11．8�
47 � ロケットダッシュ 牡5鹿 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 492＋ 2 〃 ハナ 60．8�
818 エルカミーノレアル 牡4鹿 57 松田 大作広尾レース� 小崎 憲 浦河 桑田牧場 488± 0 〃 ハナ 6．8�
817 ファンファーレ 牝4栗 55 吉田 隼人清水 敏氏 武市 康男 えりも エクセルマネジメント B484－ 2 〃 クビ 6．2�
816 ヨシカワクン 牝5鹿 55 勝浦 正樹井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B452＋ 2 55．2	 9．2	
612 アースエンジェル 牝3青鹿53 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 444＋ 6 55．3クビ 3．4

48 キングソング 牡5鹿 57 北村 友一松岡 隆雄氏 平田 修 日高 下河辺牧場 440＋ 4 55．4	 50．6�
510 ラーストチカ 牝5黒鹿55 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 浦河 村下農場 B450＋ 2 〃 ハナ 80．6�
35 ロマネクイーン 牝5鹿 55 横山 和生村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B472＋ 4 〃 ハナ 32．2
713 ラインミーティア 牡5鹿 57 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 474＋12 〃 ハナ 9．1�
23 クリノコマチ 牝4栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 458± 0 〃 アタマ 37．2�
715 バトルムーングロウ 牝4栗 55 岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 乾 皆雄 490± 0 〃 ハナ 7．7�
36 レヴァンタール 
6鹿 57 木幡 初也岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 450－ 2 55．5	 77．0�
714 クリノヤクマン 牡3鹿 55 丸田 恭介栗本 博晴氏 蛯名 利弘 鹿児島 釘田 義美 490－ 4 〃 クビ 88．5�
611 ピクニックソング 牝4鹿 55 小坂 忠士山上 和良氏 奥村 豊 日高 長田ファーム 448－12 55．6� 16．1�
59 ヒカリトリトン 牡7鹿 57 藤懸 貴志�ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 494－ 8 55．7クビ 100．2�
24 ラブローレル 牝3青鹿53 黛 弘人増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 410＋ 4 55．8� 128．2�
11 テーオートマホーク 牡5鹿 57 松若 風馬小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 472－ 4 〃 クビ 79．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，040，600円 複勝： 45，341，000円 枠連： 38，208，600円
馬連： 119，553，600円 馬単： 53，946，600円 ワイド： 51，100，100円
3連複： 177，200，300円 3連単： 240，187，000円 計： 760，577，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 390円 � 1，710円 � 280円 枠 連（1－4） 12，300円

馬 連 �� 37，370円 馬 単 �� 61，300円

ワ イ ド �� 9，710円 �� 1，930円 �� 7，010円

3 連 複 ��� 93，780円 3 連 単 ��� 702，150円

票 数

単勝票数 計 350406 的中 � 23745（7番人気）
複勝票数 計 453410 的中 � 31175（7番人気）� 6013（13番人気）� 48330（3番人気）
枠連票数 計 382086 的中 （1－4） 2407（24番人気）
馬連票数 計1195536 的中 �� 2479（75番人気）
馬単票数 計 539466 的中 �� 660（138番人気）
ワイド票数 計 511001 的中 �� 1343（77番人気）�� 6977（21番人気）�� 1866（58番人気）
3連複票数 計1772003 的中 ��� 1417（231番人気）
3連単票数 計2401870 的中 ��� 248（1480番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．7―10．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．1―43．4

上り4F43．0－3F32．7
勝馬の
紹 介

レッドキャンティー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー 2013．7．7 福島6着

2011．4．23生 牝4栗 母 ホリディオンワード 母母 サンデーオンワード 10戦3勝 賞金 31，704，000円
〔制裁〕 ロマネクイーン号の騎手横山和生は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）
※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 ファンデルワールス号
（非抽選馬） 2頭 タカラジェニファ号・ブレイヴフィート号

2901210月17日 晴 良 （27新潟3）第1日 第12競走 ��1，600�
ま つ は ま

松 浜 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 595，000円 170，000円 85，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

59 オンタケハート 牡4鹿 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 482± 01：34．0 10．7�
612 エイブルボス 牡3黒鹿55 丸田 恭介中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 466＋121：34．1� 33．9�
23 フェルメッツァ 牡4鹿 57 松田 大作 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 01：34．31� 3．1�
818 テイエムダンシング 牡3鹿 55 義 英真竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 476＋ 21：34．4� 45．4�
714 アレスバローズ 牡3黒鹿55 吉田 隼人猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 ヤナガワ牧場 488＋16 〃 クビ 6．2�
713 ケ ン ト オ ー 牡3黒鹿55 中谷 雄太田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 472＋101：34．5クビ 10．3	
35 インターンシップ 牡4鹿 57 北村 友一近藤 英子氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 464＋ 4 〃 ハナ 39．6

816 ウインスラッガー 牡6栗 57 丸山 元気�ウイン 畠山 吉宏 浦河 バンダム牧場 522－ 4 〃 クビ 32．5�
817 ア ー ブ ル 牡4黒鹿57 高倉 稜吉澤 克己氏 宮本 博 浦河 三嶋牧場 B532＋ 41：34．6� 15．1
715 ラ ク ア ミ 牝3栗 53 松若 風馬西浦 和男氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B440－ 81：34．81� 11．3�
36 キャノンプレート 牡3黒鹿55 古川 吉洋 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 B490± 0 〃 クビ 6．3�
11 プレミオテーラー 牝3黒鹿53 岩崎 翼中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 482＋ 81：34．9� 15．5�
24 アルトゥーナ 牝4黒鹿55 加藤 祥太 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 クビ 98．9�
48 ゴットロブロイ 牡4栗 57 竹之下智昭後藤 進氏 木原 一良 浦河 富田牧場 B524－ 21：35．0� 76．3�
47 ダブルコーク 牡4黒鹿57 横山 和生�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 482＋ 41：35．21� 22．8�
12 クリノカンパニー 牡4鹿 57 黛 弘人栗本 博晴氏 和田 雄二 日高 三輪牧場 484－ 41：35．41� 133．1�
611	 ブリリアントミノル 牡4鹿 57 伊藤 工真吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 464－ 21：35．61� 118．5�
510 エイシンファイヤー 牡3鹿 55 杉原 誠人�栄進堂 坂口 正則 浦河 榊原 敏明 496＋ 81：35．91� 73．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 28，285，400円 複勝： 44，867，200円 枠連： 21，100，500円
馬連： 78，762，700円 馬単： 31，479，500円 ワイド： 39，740，600円
3連複： 99，313，600円 3連単： 128，632，800円 計： 472，182，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 250円 � 730円 � 150円 枠 連（5－6） 11，780円

馬 連 �� 17，120円 馬 単 �� 29，070円

ワ イ ド �� 5，060円 �� 400円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 20，490円 3 連 単 ��� 173，660円

票 数

単勝票数 計 282854 的中 � 21079（5番人気）
複勝票数 計 448672 的中 � 43688（4番人気）� 12022（11番人気）� 99867（1番人気）
枠連票数 計 211005 的中 （5－6） 1388（27番人気）
馬連票数 計 787627 的中 �� 3792（54番人気）
馬単票数 計 314795 的中 �� 812（96番人気）
ワイド票数 計 397406 的中 �� 1879（58番人気）�� 28781（1番人気）�� 4145（29番人気）
3連複票数 計 993136 的中 ��� 3635（59番人気）
3連単票数 計1286328 的中 ��� 537（545番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．5―12．7―11．8―10．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．5―35．2―47．7―1：00．4―1：12．2―1：22．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンタケハート �
�
父 サムライハート �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．1．5 中山1着

2011．4．25生 牡4鹿 母 プリティラパス 母母 マチカネオハラハー 15戦2勝 賞金 27，673，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 アルトゥーナ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）

テイエムダンシング号の騎手義英真は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（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。
（非抽選馬） 1頭 セルリアンシュロス号



（27新潟3）第1日 10月17日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 162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

172，640，000円
1，060，000円
4，680，000円
2，180，000円
15，570，000円
59，327，000円
5，259，600円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
208，391，200円
293，002，800円
143，783，000円
476，417，500円
253，374，600円
256，181，500円
661，408，100円
942，219，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，234，778，100円

総入場人員 8，298名 （有料入場人員 7，093名）
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