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2902510月19日 晴 稍重 （25新潟3）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

11 クリノプリムラ 牝2栗 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 430－ 41：13．3 7．0�
610 フレンチフェロー �2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 中橋 正 436－ 21：13．51� 2．2�
46 ケイジージュピター 牡2青鹿 55

52 ▲伴 啓太鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 452± 01：13．6� 16．5�
58 ロードメビウス 牡2鹿 55 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 484＋101：13．7クビ 6．7�
34 � トータルヒート 牝2栗 54

52 △藤懸 貴志 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-
ration, LTD. 438＋ 21：13．91 4．7	

23 コスモクラヴィス 牡2鹿 55
54 ☆中井 裕二岡田 繁幸氏 和田 正道 新冠 対馬 正 488＋ 2 〃 クビ 26．2


815 タマモパンテオン 牡2鹿 55 太宰 啓介タマモ� 川村 禎彦 新冠 長浜牧場 B472＋ 41：14．0� 74．9�
22 ニューエトワール 牝2芦 54 川島 信二佐々木完二氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 440＋ 61：14．32 29．6�
59 ミスズモンブラン 牡2栗 55 松田 大作永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 482＋ 4 〃 アタマ 14．1
814 イ ダ ス 牡2栗 55

52 ▲長岡 禎仁杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 490＋241：14．61	 54．0�
35 ハクユウジャック 牡2栗 55

53 △横山 和生 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新ひだか キヨミネ牧場 452＋ 6 〃 ハナ 146．0�
712 レッドローズキング 牡2栗 55 黛 弘人小野 博郷氏 土田 稔 新ひだか 稲葉牧場 450－ 41：14．92 263．9�
611 ベガスターヒード 牡2黒鹿55 勝浦 正樹池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鮫川フアーム 460－101：15．0クビ 25．3�
713 シゲルサツマ 牡2黒鹿55 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 日高 高山 博 410＋ 41：15．1	 89．5�
47 シゲルコウズケ 牡2芦 55

54 ☆菱田 裕二森中 蕃氏 日吉 正和 浦河 絵笛牧場 412－ 21：16．27 181．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 11，486，200円 複勝： 19，416，700円 枠連： 6，276，300円
馬連： 20，330，000円 馬単： 14，403，100円 ワイド： 12，252，000円
3連複： 31，237，300円 3連単： 46，768，300円 計： 162，169，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 170円 � 120円 � 340円 枠 連（1－6） 720円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，170円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 17，480円

票 数

単勝票数 計 114862 的中 � 12976（4番人気）
複勝票数 計 194167 的中 � 29135（2番人気）� 62349（1番人気）� 10009（6番人気）
枠連票数 計 62763 的中 （1－6） 6460（3番人気）
馬連票数 計 203300 的中 �� 19725（2番人気）
馬単票数 計 144031 的中 �� 5945（5番人気）
ワイド票数 計 122520 的中 �� 9692（2番人気）�� 2407（15番人気）�� 4139（8番人気）
3連複票数 計 312373 的中 ��� 7991（7番人気）
3連単票数 計 467683 的中 ��� 1975（40番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．9―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．0―47．9―1：00．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．3
3 1，10（3，15）－11－13，8（2，14）9（7，4，12）6－5 4 ・（1，10）（3，15）－11－8，13（2，9）14（7，4，12）6－5

勝馬の
紹 介

クリノプリムラ �
�
父 メイショウホウオウ �

�
母父 トワイニング デビュー 2013．7．28 小倉9着

2011．3．27生 牝2栗 母 キシュウマドンナ 母母 メイショウサユリ 5戦1勝 賞金 6，300，000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 ペイシャンスゼータ号

2902610月19日 晴 良 （25新潟3）第3日 第2競走 1，600�サラブレッド系2歳
発走10時20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
1：33．5
1：33．1

良
良

510 セレナビアンカ 牝2鹿 54 丸田 恭介島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438＋ 41：36．4 11．8�
816 ブランネージュ 牝2鹿 54

52 △藤懸 貴志 �社台レースホース藤岡 健一 安平 追分ファーム 460＋101：36．61� 4．6�
714 ミルキースマイル 牝2青鹿54 村田 一誠青山 洋一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B490－101：36．7� 6．6�
815 ダイヤモンドハイ 牝2鹿 54 太宰 啓介布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 430－ 4 〃 アタマ 3．2�
36 パ ラ ド ー ロ 牝2栗 54 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 434＋161：36．8� 5．2�
612 メイショウアズミノ 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 464＋ 21：36．9� 36．2	
11 メ ネ ス 牝2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二寺田 寿男氏 鈴木 孝志 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 21：37．11� 58．5


23 エリーフェアリー 牝2鹿 54 柴山 雄一谷川 正純氏 松永 康利 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 480－ 41：37．2クビ 14．3�

12 マーメイドドレス 牝2栗 54 吉田 隼人 �スピードファーム武藤 善則 新冠 小泉 学 428－ 8 〃 ハナ 78．2�
611 ニシノシュロ 牝2青鹿 54

53 ☆中井 裕二西山 茂行氏 今野 貞一 新冠 川上牧場 480－ 4 〃 クビ 16．1
48 オ ー ド ヴ ィ 牝2黒鹿54 川島 信二�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 41：37．51� 32．7�
47 アメノウズメ 牝2鹿 54 伊藤 工真 �ローレルレーシング 岩戸 孝樹 新冠 高瀬牧場 426－ 8 〃 ハナ 178．6�
59 グレイスビクトリア 牝2栗 54

53 ☆嶋田 純次飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 440＋14 〃 ハナ 104．6�
24 ナッツハッピー 牝2栗 54

52 △横山 和生飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 434＋ 2 〃 クビ 54．7�
713 ヘヴンリーチョコ 牝2鹿 54 木幡 初広 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 高瀬牧場 494＋ 41：38．56 24．9�
35 クリノアルタミラ 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人栗本 博晴氏 本間 忍 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412－ 61：39．45 376．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，757，500円 複勝： 23，905，900円 枠連： 7，415，800円
馬連： 22，139，800円 馬単： 15，049，300円 ワイド： 12，700，200円
3連複： 32，831，200円 3連単： 50，351，600円 計： 177，151，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 290円 � 210円 � 220円 枠 連（5－8） 1，280円

馬 連 �� 3，710円 馬 単 �� 7，330円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，340円 �� 640円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 54，090円

票 数

単勝票数 計 127575 的中 � 8525（5番人気）
複勝票数 計 239059 的中 � 20074（5番人気）� 32807（3番人気）� 29217（4番人気）
枠連票数 計 74158 的中 （5－8） 4308（6番人気）
馬連票数 計 221398 的中 �� 4408（17番人気）
馬単票数 計 150493 的中 �� 1517（30番人気）
ワイド票数 計 127002 的中 �� 2939（14番人気）�� 2284（18番人気）�� 5144（6番人気）
3連複票数 計 328312 的中 ��� 3724（21番人気）
3連単票数 計 503516 的中 ��� 687（160番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．4―13．3―12．7―11．6―10．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．5―49．8―1：02．5―1：14．1―1：24．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セレナビアンカ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．8．11 新潟5着

2011．3．1生 牝2鹿 母 ミュージカルパレス 母母 ミ ュ ン シ ー 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 オードヴィ号の騎手川島信二は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）

第３回 新潟競馬 第３日



2902710月19日 晴 良 （25新潟3）第3日 第3競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時50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

11 ワールドマッチ 牡2栗 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480－102：05．1 3．1�
33 マイネルアミークス 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 42：05．2� 3．0�

44 ショウナンガラシャ 牝2栗 54 松田 大作国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 460＋102：05．52 16．1�
22 ダンディーズムーン 牡2鹿 55

54 ☆菱田 裕二田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 8 〃 アタマ 7．8�

810 ファイネストアワー 牡2栗 55 丸田 恭介矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 450＋ 22：05．6クビ 4．2	
77 デルマコテツ 牡2栗 55 柴山 雄一浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 430－ 42：05．7� 38．4

66 フヨウヤマヒコ 牡2鹿 55

52 ▲長岡 禎仁刈屋 �氏 高市 圭二 新ひだか 小河 豊水 420＋ 22：06．23 10．2�
55 ブラックグランデ 牡2黒鹿55 的場 勇人大河 裕之氏 的場 均 日高 中川 欽一 466＋ 42：06．41� 56．0
89 テイエムデンコウ 牡2黒鹿 55

53 △杉原 誠人竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤巻 則弘 474－ 22：07．14 90．7�
78 アルマミラク 牝2黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 大道牧場 440＋142：07．63 54．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 9，551，100円 複勝： 14，842，500円 枠連： 4，975，500円
馬連： 15，431，800円 馬単： 12，723，000円 ワイド： 8，595，600円
3連複： 24，114，100円 3連単： 47，106，800円 計： 137，340，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 130円 � 280円 枠 連（1－3） 500円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 200円 �� 690円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 5，460円

票 数

単勝票数 計 95511 的中 � 24342（2番人気）
複勝票数 計 148425 的中 � 30555（2番人気）� 39007（1番人気）� 9737（6番人気）
枠連票数 計 49755 的中 （1－3） 7493（2番人気）
馬連票数 計 154318 的中 �� 28665（1番人気）
馬単票数 計 127230 的中 �� 12091（1番人気）
ワイド票数 計 85956 的中 �� 13567（1番人気）�� 2624（11番人気）�� 4127（7番人気）
3連複票数 計 241141 的中 ��� 13956（3番人気）
3連単票数 計 471068 的中 ��� 6375（14番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．7―13．9―12．8―12．7―12．7―12．5―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―37．2―51．1―1：03．9―1：16．6―1：29．3―1：41．8―1：53．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F35．8
1
3
3，5（4，7）6（1，8）2，9，10
3（4，5，7）（1，6）（10，2，8）9

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

勝馬の
紹 介

ワールドマッチ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．30 中京6着

2011．2．12生 牡2栗 母 パーフェクトマッチ 母母 マッチザピース 4戦1勝 賞金 5，500，000円

2902810月19日 晴 稍重 （25新潟3）第3日 第4競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走11時20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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

712 テイクファイア 牡3鹿 55 松田 大作加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 480＋ 61：11．4 3．7�
34 ピースオブアイ 牝4栗 55

53 △杉原 誠人星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 464－ 4 〃 クビ 19．8�
815 アスコットシチー 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 468＋ 21：11．5� 7．1�
22 ジェネシスロック 牡3鹿 55 太宰 啓介前田 幸治氏 安田 隆行 新ひだか 岡田スタツド 504＋221：11．6� 9．5�
35 タマノエスペランサ 牝3鹿 53 中谷 雄太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 新冠 武田牧場 480－ 41：11．7� 5．3�
11 ドリーミングラヴ 牝4黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 美波 新ひだか 松田牧場 430－ 41：11．8クビ 11．0	
46 シベリアンスオード 牡3栗 55 勝浦 正樹藤田 在子氏 萱野 浩二 新冠 山岡牧場 524－ 21：12．01 12．3

59 ユキノマルガリータ 牝3鹿 53

51 △横山 和生井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 466－ 2 〃 クビ 52．7�
23 エ ゾ ム サ シ 牡4青鹿57 柴山 雄一瀬口 信正氏 畠山 吉宏 青森 山白 竹見 468＋ 61：12．1� 80．6�
713 スズカブリザード 牡7鹿 57 鮫島 良太永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 508－ 61：12．31� 13．4
814 フ ォ ル メ ン 牡6栗 57 丸田 恭介片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 502－ 41：12．51 25．5�
611 アップアンカー 牡3栗 55

53 △藤懸 貴志加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 506－ 61：13．45 13．6�
47 � モルフェメアリー 牝3鹿 53

50 ▲花田 大昂並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 450＋ 4 〃 アタマ 566．1�
58 マウントビスティー 牡4栗 57 西村 太一備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 458－141：13．5� 9．5�
610 エヴァンブルー 牡5黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二 �ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 482＋ 21：16．3大差 246．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，288，700円 複勝： 22，417，400円 枠連： 8，447，500円
馬連： 22，242，900円 馬単： 14，822，300円 ワイド： 12，906，400円
3連複： 33，829，500円 3連単： 49，098，400円 計： 177，053，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 450円 � 260円 枠 連（3－7） 460円

馬 連 �� 5，470円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 720円 �� 2，720円

3 連 複 ��� 14，910円 3 連 単 ��� 76，130円

票 数

単勝票数 計 132887 的中 � 28707（1番人気）
複勝票数 計 224174 的中 � 36256（1番人気）� 11070（9番人気）� 23253（4番人気）
枠連票数 計 84475 的中 （3－7） 13808（1番人気）
馬連票数 計 222429 的中 �� 3001（28番人気）
馬単票数 計 148223 的中 �� 1164（42番人気）
ワイド票数 計 129064 的中 �� 2503（16番人気）�� 4638（2番人気）�� 1124（46番人気）
3連複票数 計 338295 的中 ��� 1675（61番人気）
3連単票数 計 490984 的中 ��� 476（295番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―12．3―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―46．6―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイクファイア �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2013．1．13 京都1着

2010．5．3生 牡3鹿 母 テイクザケイク 母母 エ ビ ス マ イ 7戦2勝 賞金 16，600，000円
〔その他〕 エヴァンブルー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 チェリーミルズ号・ラピスブラオ号



2902910月19日 晴 良 （25新潟3）第3日 第5競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走11時50分 （芝・左・外）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

79 ファントムライト 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 482－ 21：46．7 1．8�
22 ラスカルトップ 牡4鹿 57

55 △杉原 誠人永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 456± 01：47．12� 22．0�
812 ヤマニンアルゴシー 牡3栗 55 丸田 恭介土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 468＋ 81：47．2� 24．5�
11 バ ト ル ゾ ロ 牡3鹿 55 太宰 啓介宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 西村 和夫 522＋ 61：47．3� 9．1�
44 ラウンドロビン 牡4黒鹿57 松田 大作諸江 幸祐氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 440＋ 61：47．51� 3．0�
56 コスミックワンダー 牡3鹿 55

53 △横山 和生吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 クビ 26．5	
55 タイセイボルト 牡3青鹿 55

54 ☆嶋田 純次田中 成奉氏 矢作 芳人 新冠 新冠橋本牧場 B458± 01：47．6� 34．9

68 ローザズカレッジ 牡3黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 81：47．7� 13．2�
710� シセイギンガ 牡7青 57 大下 智猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 452－ 61：47．8クビ 142．4�
811� スナーククラウン 牡4鹿 57 村田 一誠杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか グランド牧場 460± 01：48．11� 372．0
33 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿55 田中 健橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 514＋ 41：48．84 152．1�
67 � ス キ ピ オ 牡4栗 57

54 ▲長岡 禎仁小村アセットM� 大和田 成 千歳 社台ファーム 454－111：49．86 176．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，104，900円 複勝： 38，511，300円 枠連： 6，620，600円
馬連： 23，959，200円 馬単： 20，739，500円 ワイド： 12，385，900円
3連複： 29，401，400円 3連単： 70，835，700円 計： 217，558，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 420円 � 470円 枠 連（2－7） 1，770円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 660円 �� 670円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 7，630円 3 連 単 ��� 25，690円

票 数

単勝票数 計 151049 的中 � 67242（1番人気）
複勝票数 計 385113 的中 � 226305（1番人気）� 11791（5番人気）� 10189（7番人気）
枠連票数 計 66206 的中 （2－7） 2769（7番人気）
馬連票数 計 239592 的中 �� 8214（7番人気）
馬単票数 計 207395 的中 �� 5658（8番人気）
ワイド票数 計 123859 的中 �� 4793（7番人気）�� 4743（8番人気）�� 890（26番人気）
3連複票数 計 294014 的中 ��� 2846（22番人気）
3連単票数 計 708357 的中 ��� 2035（72番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．7―12．0―12．1―12．2―11．7―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．0―48．0―1：00．1―1：12．3―1：24．0―1：35．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファントムライト �
�
父 オペラハウス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．12．4 阪神3着

2009．2．7生 牡4黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 9戦3勝 賞金 26，200，000円
〔制裁〕 ヤマニンアルゴシー号の騎手丸田恭介は，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：8

番）

2903010月19日 晴 稍重 （25新潟3）第3日 第6競走 2，500�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� 基準タイム

中央レコード
2：39．4
2：38．6

不良
不良

89 ダヴィンチバローズ 牡5鹿 57
56 ☆菱田 裕二猪熊 広次氏 武田 博 新冠 秋田牧場 476－ 82：41．6 9．3�

22 ウインラヴェリテ 牡3栗 54 伊藤 工真�ウイン 金成 貴史 浦河 大北牧場 B498－ 62：42．55 22．4�
11 トニーポケット 牡4鹿 57 松田 大作藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 480＋102：42．6� 3．9�
44 マイティウォリアー 牡3栗 54 丸田 恭介�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 472－122：43．13 4．5�
55 ル ー 牡3鹿 54

52 △杉原 誠人武田 茂男氏 大竹 正博 新ひだか 前田 宗将 448－102：43．2� 24．9	
33 ガッテンキャンパス 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 442－ 42：43．3� 31．2

88 アキレスバイオ 牡3芦 54 柴山 雄一バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 478－ 82：43．93� 2．4�
77 � リッカタキシード 牡6黒鹿57 吉田 隼人立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 452－ 42：45．07 8．7�
66 ガッチリガッチリ 牡7黒鹿 57

55 △藤懸 貴志小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 486± 02：45．53 71．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 10，067，900円 複勝： 19，056，400円 枠連： 5，426，300円
馬連： 17，929，400円 馬単： 13，973，200円 ワイド： 9，415，300円
3連複： 22，578，700円 3連単： 54，051，500円 計： 152，498，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 200円 � 220円 � 170円 枠 連（2－8） 2，940円

馬 連 �� 12，880円 馬 単 �� 19，610円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 570円 �� 860円

3 連 複 ��� 10，010円 3 連 単 ��� 109，590円

票 数

単勝票数 計 100679 的中 � 8547（5番人気）
複勝票数 計 190564 的中 � 24704（3番人気）� 20826（5番人気）� 34352（2番人気）
枠連票数 計 54263 的中 （2－8） 1366（9番人気）
馬連票数 計 179294 的中 �� 1028（26番人気）
馬単票数 計 139732 的中 �� 526（47番人気）
ワイド票数 計 94153 的中 �� 936（24番人気）�� 4326（7番人気）�� 2714（12番人気）
3連複票数 計 225787 的中 ��� 1666（35番人気）
3連単票数 計 540515 的中 ��� 364（250番人気）

ハロンタイム 7．3―11．7―12．2―13．8―13．2―12．8―13．7―13．5―12．6―12．8―13．3―12．1―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―19．0―31．2―45．0―58．2―1：11．0―1：24．7―1：38．2―1：50．8―2：03．6―2：16．9―2：29．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．8―3F38．0
1
�
9＝2（5，1，8）－7（3，6）4
9－2（1，8）3（7，6）（5，4）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダヴィンチバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sicyos デビュー 2011．2．12 京都3着

2008．3．29生 牡5鹿 母 シシーダルザス 母母 River Ried 25戦3勝 賞金 33，610，000円



2903110月19日 晴 良 （25新潟3）第3日 第7競走 1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （芝・左）

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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

36 ゼ ウ ス 牡3鹿 55 西村 太一杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新ひだか 久井牧場 482＋ 41：21．7 5．1�
24 ジョーアカリン 牝5黒鹿55 草野 太郎上田けい子氏 村山 明 新ひだか 平野牧場 450＋ 4 〃 クビ 26．3�
714 ケルンフォーティー 牡4栗 57

55 △藤懸 貴志谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育
成牧場 456＋ 4 〃 アタマ 10．0�

510 ゴーゲッター 牡6鹿 57
56 ☆菱田 裕二松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 534＋161：21．91 28．3�

818 サトノヒーロー 牡4黒鹿 57
55 △杉原 誠人里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 526＋101：22．0� 5．1�

47 ホオポノポノ 牝3鹿 53
51 △横山 和生松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ

ナル牧場 418－ 2 〃 ハナ 19．0�
35 ポップアップハート 牡3栗 55

52 ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 488－ 6 〃 クビ 14．3	
12 � モエレベローチェ �5青 57 伊藤 工真中村 和夫氏 大竹 正博 浦河 中村 和夫 492± 01：22．21� 14．9

713 ミラクルベリー 牝5黒鹿 55

52 ▲伴 啓太市川 義美氏 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 448－ 21：22．62� 9．1�
11 シーユーアラウンド 牡3黒鹿 55

54 ☆嶋田 純次吉田 勝己氏 松山 康久 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：22．7� 18．7�
715 ハプスブルク 牡3鹿 55 平野 優片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 440＋12 〃 アタマ 119．1
612 ファンアットコート 牝3鹿 53

50 ▲原田 和真�ミルファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 470＋10 〃 ハナ 164．8�
59 ケイアイヴァーゲ 牡3鹿 55 田中 健亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 436＋ 41：22．8クビ 3．5�
816� ザッツフォエヴァー 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新冠 若林牧場 522＋ 21：22．9� 167．4�
611� アストライオス 牡4栗 57 菅原 隆一�ターフ・スポート高市 圭二 浦河 酒井牧場 450＋ 41：23．11� 240．8�
48 オウケンハナミズキ 牝4青 55 水口 優也福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 422＋101：23．2� 62．0�
23 カシノラピス 牝4栗 55 小野寺祐太柏木 務氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 438－ 41：23．3� 201．3�
817 レッドマーキュリー 牝4鹿 55

52 ▲原田 敬伍深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 484－ 21：23．62 114．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 13，382，300円 複勝： 21，255，900円 枠連： 10，440，500円
馬連： 25，871，500円 馬単： 16，625，800円 ワイド： 13，919，500円
3連複： 37，631，700円 3連単： 59，363，000円 計： 198，490，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 620円 � 320円 枠 連（2－3） 4，090円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 12，120円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 910円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 16，640円 3 連 単 ��� 93，820円

票 数

単勝票数 計 133823 的中 � 21018（2番人気）
複勝票数 計 212559 的中 � 37496（2番人気）� 7443（10番人気）� 17126（4番人気）
枠連票数 計 104405 的中 （2－3） 1887（16番人気）
馬連票数 計 258715 的中 �� 2887（27番人気）
馬単票数 計 166258 的中 �� 1013（46番人気）
ワイド票数 計 139195 的中 �� 1721（25番人気）�� 3927（5番人気）�� 801（45番人気）
3連複票数 計 376317 的中 ��� 1670（60番人気）
3連単票数 計 593630 的中 ��� 467（322番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．3―11．7―12．1―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．4―46．1―58．2―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼ ウ ス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．9．1 札幌2着

2010．2．18生 牡3鹿 母 ソフトワルツ 母母 シェナンドアワルツ 8戦2勝 賞金 19，100，000円
〔制裁〕 ゼウス号の騎手西村太一は，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：10番）
※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 ノーブリー号
（非抽選馬） 1頭 ローザペルラ号

2903210月19日 晴 稍重 （25新潟3）第3日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 ケツァルコアトル 牡3青鹿55 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 504－101：53．5 11．1�
11 � パラティーノ 牡4黒鹿57 松田 大作村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 526－181：54．77 14．2�
89 マルシゲサムライ 牡3栗 55 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 442＋141：54．8クビ 149．4�
33 フォルトファーレン 牡4黒鹿 57

56 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468＋161：55．01� 7．4�
44 ゲームフェイス 牡3芦 55 吉田 隼人宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 B540－12 〃 ハナ 2．6�
77 マーティンゴールド 牝3栗 53

51 △藤懸 貴志大戸 志浦氏 沖 芳夫 浦河 田中スタッド 458－ 61：55．32 41．9	
810 レッドバビロン 牡4青鹿 57

56 ☆中井 裕二 
東京ホースレーシング 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 502－101：55．72� 10．7�
66 � ワンダーストラ 牡6栗 57 田中 健山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 520＋ 61：56．01� 27．6�
78 ラ グ ナ ロ ク �7黒鹿57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B482± 01：56．31� 25．4
55 デュアルサクセス 牡6黒鹿 57

56 ☆嶋田 純次吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444± 0 （競走中止） 2．6�
（10頭）

売 得 金
単勝： 12，284，500円 複勝： 17，510，600円 枠連： 6，619，400円
馬連： 19，588，900円 馬単： 15，463，300円 ワイド： 9，972，000円
3連複： 28，155，700円 3連単： 62，023，200円 計： 171，617，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 280円 � 400円 � 3，740円 枠 連（1－2） 6，810円

馬 連 �� 5，510円 馬 単 �� 12，640円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 6，690円 �� 10，330円

3 連 複 ��� 100，870円 3 連 単 ��� 440，130円

票 数

単勝票数 計 122845 的中 � 8724（5番人気）
複勝票数 計 175106 的中 � 19175（4番人気）� 11707（6番人気）� 1043（10番人気）
枠連票数 計 66194 的中 （1－2） 718（19番人気）
馬連票数 計 195889 的中 �� 2626（18番人気）
馬単票数 計 154633 的中 �� 903（40番人気）
ワイド票数 計 99720 的中 �� 2066（12番人気）�� 361（37番人気）�� 233（41番人気）
3連複票数 計 281557 的中 ��� 206（96番人気）
3連単票数 計 620232 的中 ��� 104（471番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―13．7―13．2―13．4―12．1―12．6―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―38．4―51．6―1：05．0―1：17．1―1：29．7―1：41．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ケツァルコアトル �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2012．10．6 東京12着

2010．5．11生 牡3青鹿 母 トーセンイレイシャ 母母 イ レ イ シ ャ 21戦2勝 賞金 19，295，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ゲームフェイス号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔競走中止〕 デュアルサクセス号は，発走直後に内側の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ゲームフェイス号の騎手吉田隼人は，発走直後に外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：5番）



2903310月19日 晴 良 （25新潟3）第3日 第9競走 1，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （芝・直線）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

47 アイティクイーン 牝5栗 55 川島 信二一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 日高 白井牧場 500－ 2 55．8 8．0�
818� クロンドローリエ 牝6青鹿 55

53 △杉原 誠人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 424－ 8 56．01 7．6�

36 メイショウアキシノ 牝4鹿 55
53 △横山 和生松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 448＋12 〃 ハナ 16．6�

817 モエレマリーア 牝4黒鹿 55
54 ☆嶋田 純次中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 448－ 4 〃 クビ 13．3�

23 ビーマイラブ 牝3鹿 53
51 △藤懸 貴志�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 484－ 8 56．32 40．0	

611� アグネスピンキー 牝5鹿 55 丸田 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 440＋ 6 〃 ハナ 21．7

35 アイアムネフライト 牝4栗 55 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 478＋ 6 56．4� 13．2�
11 アポロダイヤモンド 牝3鹿 53 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 新冠 海馬沢 明 434＋16 〃 ハナ 46．4�
713 ミ ス ネ バ ー 牝4栗 55 村田 一誠澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 468＋ 2 〃 アタマ 16．5
12 イイデカントリ 牝4青鹿55 松田 大作 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 474＋22 56．6� 39．1�
816� マーブルメーカー 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太下村 直氏 池添 兼雄 新ひだか 聖心台牧場 440＋ 8 56．81� 91．0�
24 コウヨウエンプレス 牝3鹿 53 木幡 初広寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 本巣 一敏 B476－10 56．9クビ 9．5�
715 グランサンク 牝5栗 55 伊藤 工真村木 隆氏 鹿戸 雄一 新ひだか 千代田牧場 B470－14 57．22 9．9�
48 モーニングムーン 牝3栗 53 西村 太一�ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 456＋ 6 57．41 5．6�
612 ラ ド ゥ ガ 牝3鹿 53

52 ☆菱田 裕二石川 幸司氏 牧田 和弥 日高 浜本牧場 448＋24 〃 ハナ 16．8�
714 グッバイタキオン 牝3黒鹿53 吉田 隼人杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 B458－ 4 57．61� 19．2�
59 プレシャスペスカ 牝4黒鹿55 太宰 啓介山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 468＋ 6 58．66 63．1�
510 メリーチャン 牝5芦 55

52 ▲長岡 禎仁ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 458＋ 4 （競走中止） 10．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 15，853，800円 複勝： 27，266，500円 枠連： 19，198，800円
馬連： 40，265，100円 馬単： 24，855，000円 ワイド： 20，225，700円
3連複： 67，026，500円 3連単： 102，539，400円 計： 317，230，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 270円 � 260円 � 500円 枠 連（4－8） 750円

馬 連 �� 3，610円 馬 単 �� 6，800円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 2，530円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 21，930円 3 連 単 ��� 119，550円

票 数

単勝票数 計 158538 的中 � 15638（3番人気）
複勝票数 計 272665 的中 � 27868（3番人気）� 30347（2番人気）� 12906（10番人気）
枠連票数 計 191988 的中 （4－8） 18995（1番人気）
馬連票数 計 402651 的中 �� 8243（8番人気）
馬単票数 計 248550 的中 �� 2699（9番人気）
ワイド票数 計 202257 的中 �� 3887（7番人気）�� 1952（37番人気）�� 1605（50番人気）
3連複票数 計 670265 的中 ��� 2256（70番人気）
3連単票数 計1025394 的中 ��� 633（356番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―11．1―10．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．4―43．9

上り4F43．8－3F33．5
勝馬の
紹 介

アイティクイーン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2010．11．20 東京6着

2008．3．3生 牝5栗 母 レモングラス 母母 ボ リ ー ン 22戦3勝 賞金 32，300，000円
〔競走中止〕 メリーチャン号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症し，競走後半で転倒したため競走中止。
〔制裁〕 メイショウアキシノ号の騎手横山和生は，競走後半で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（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 トランドネージュ号
（非抽選馬） 2頭 ハピシン号・フレンチナデシコ号

2903410月19日 晴 良 （25新潟3）第3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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

79 メイショウタマカゼ 牡4栗 57 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 450＋ 82：13．6 12．4�
55 オースミミズホ 牝3鹿 52 菱田 裕二�オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 452－ 82：13．7� 35．0�
710 ベンジャミン 牡5青鹿57 松田 大作福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 508± 0 〃 ハナ 10．4�
22 � スリーヴェローチェ 牡4鹿 57 柴山 雄一永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 458± 0 〃 ハナ 15．4�
44 � トーセンシーザー �4黒鹿57 横山 和生島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 472＋102：14．01	 42．0	
68 ダンツクロノス 牡3鹿 54 村田 一誠山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 496± 0 〃 アタマ 7．3

11 ハギノウィッシュ 牝4鹿 55 鮫島 良太日隈 良江氏 鮫島 一歩 安平 ノーザンファーム 502－ 62：14．1	 14．1�
56 ヴェイパーコーン 牡3栗 54 丸田 恭介 �グリーンファーム和田 正道 新ひだか 前田 宗将 B510－ 2 〃 アタマ 35．1�
811 チェイスザゴールド 牡3鹿 54 太宰 啓介前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 512＋ 62：14．2	 6．0
67 ブリリアントダンス 牡3鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 484± 02：14．41� 6．3�
812� アポロテイスト 牡4栗 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 500－122：15．35 7．2�
33 グランプリブラッド 牡4鹿 57 吉田 隼人北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B444＋ 62：15．83 3．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，727，800円 複勝： 29，601，000円 枠連： 12，707，600円
馬連： 36，462，100円 馬単： 23，689，000円 ワイド： 17，341，800円
3連複： 50，434，900円 3連単： 90，208，500円 計： 275，172，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 390円 � 640円 � 400円 枠 連（5－7） 4，380円

馬 連 �� 14，370円 馬 単 �� 30，570円

ワ イ ド �� 4，290円 �� 1，950円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 47，060円 3 連 単 ��� 337，940円

票 数

単勝票数 計 147278 的中 � 9427（7番人気）
複勝票数 計 296010 的中 � 20626（6番人気）� 11504（10番人気）� 19975（7番人気）
枠連票数 計 127076 的中 （5－7） 2144（17番人気）
馬連票数 計 364621 的中 �� 1873（49番人気）
馬単票数 計 236890 的中 �� 572（98番人気）
ワイド票数 計 173418 的中 �� 987（48番人気）�� 2226（34番人気）�� 1050（46番人気）
3連複票数 計 504349 的中 ��� 791（146番人気）
3連単票数 計 902085 的中 ��� 197（933番人気）

ハロンタイム 12．8―10．7―11．1―11．7―13．1―12．6―12．9―12．5―12．1―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．5―34．6―46．3―59．4―1：12．0―1：24．9―1：37．4―1：49．5―2：01．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウタマカゼ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．3．4 阪神8着

2009．4．27生 牡4栗 母 ダンシングブルーム 母母 シルヴァーキャップ 21戦3勝 賞金 28，946，000円
〔制裁〕 オースミミズホ号の騎手菱田裕二は，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：7番・9

番）



2903510月19日 晴 稍重 （25新潟3）第3日 第11競走 ��1，200�
みょうこう

妙 高 特 別
発走15時25分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，24．10．20以降25．10．14まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

712 ゲンパチメジャー 牡4栗 56 勝浦 正樹平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 500± 01：10．7 2．0�
34 ホワイトポピー 牝3芦 52 吉田 隼人楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 434－ 61：10．8� 6．1�
46 � フリスコベイ 牝4栗 53 嶋田 純次�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine

Stables, LLC 490＋ 41：11．01� 15．3�
47 フレンチトースト 牝4鹿 53 藤懸 貴志水上ふじ子氏 平田 修 浦河 笠松牧場 442＋ 21：11．21� 6．6�
23 � タニマサホーク 牡6鹿 54 柴山 雄一谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 492－ 41：11．3クビ 78．8�
610 マースストロング 牡4栗 55 丸田 恭介キャピタルクラブ 加藤 和宏 浦河 鮫川 啓一 B462± 0 〃 ハナ 14．9	
11 ソレイユアルダン 牝4芦 52 菱田 裕二阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 498± 01：11．4� 104．1

22 トップフライアー 牡4青鹿57 横山 和生井上 一郎氏 杉浦 宏昭 様似 中脇 一幸 486－101：11．61� 12．2�
611 ベルストーリー 牝4鹿 52 杉原 誠人髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 520－ 61：11．7� 36．3�
35 サンライズネガノ 牡3芦 53 中井 裕二松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B488＋ 4 〃 クビ 30．0
814 ラブリイステラ 牝5芦 50 城戸 義政�リベリュール 松元 茂樹 浦河 カナイシスタッド 498－10 〃 同着 129．5�
713 ワンダーキラメキ 牡7栗 55 西村 太一山本 信行氏 領家 政蔵 浦河 林 孝輝 B492＋ 41：11．8クビ 134．1�
815 ヤマニンブルジョン 牡3栗 53 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 474＋ 4 〃 クビ 28．4�
58 ショウナンスマイル 牡6鹿 54 松田 大作�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 B462± 01：12．01� 51．9�
59 カラダエーピー 牝3栗 51 木幡 初広子安 裕樹氏 尾形 和幸 平取 清水牧場 480＋ 81：12．74 13．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，547，600円 複勝： 45，268，400円 枠連： 23，221，500円
馬連： 91，189，900円 馬単： 52，299，800円 ワイド： 35，488，200円
3連複： 121，647，400円 3連単： 219，204，400円 計： 617，867，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 170円 � 290円 枠 連（3－7） 640円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 350円 �� 530円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 8，260円

票 数

単勝票数 計 295476 的中 � 117567（1番人気）
複勝票数 計 452684 的中 � 122658（1番人気）� 69661（2番人気）� 29788（5番人気）
枠連票数 計 232215 的中 （3－7） 26836（2番人気）
馬連票数 計 911899 的中 �� 85331（1番人気）
馬単票数 計 522998 的中 �� 33467（1番人気）
ワイド票数 計 354882 的中 �� 27830（1番人気）�� 16390（4番人気）�� 7863（10番人気）
3連複票数 計1216474 的中 ��� 37482（2番人気）
3連単票数 計2192044 的中 ��� 19600（5番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．1―46．3―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Topsider デビュー 2011．10．2 中山11着

2009．3．5生 牡4栗 母 ソ ヨ カ ゼ 母母 Stiff Breeze 15戦4勝 賞金 42，443，000円
〔騎手変更〕 カラダエーピー号の騎手長岡禎仁は，第9競走での落馬負傷のため木幡初広に変更。
〔制裁〕 ソレイユアルダン号の騎手菱田裕二は，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：15番）
※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） 2頭 ラインオブナイト号・ランドクイーン号
（非抽選馬） 7頭 アキノモーグル号・エアカーネリアン号・エイブルサクセス号・キクノフェーデ号・ゴールドディガー号・

ノベンバーペガサス号・フレイムヘイロー号

2903610月19日 晴 良 （25新潟3）第3日 第12競走 ��1，200�
ひ ら が た け

平 ヶ 岳 特 別
発走16時00分 （芝・左）

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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

715 フリーアズアバード �5鹿 57 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B470＋ 61：09．5 15．8�

12 ラ パ ー ジ ュ 牝4青鹿55 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 460－ 21：09．6� 8．2�
35 テーオートマホーク 牡3鹿 55 菱田 裕二小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 474＋ 4 〃 ハナ 9．4�
714 ジーブラック 牝3芦 53 勝浦 正樹�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 446＋ 2 〃 ハナ 11．3�
24 アブマーシュ 牝4鹿 55 木幡 初広伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 476－ 4 〃 アタマ 2．5�
59 � アスペンサミット 牝3鹿 52 杉原 誠人吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson 480＋ 81：09．7クビ 22．1	
36 スマートマーチ 牝3鹿 53 伊藤 工真大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 446± 01：09．8	 92．8

47 サンライズポパイ 牡5鹿 57 中井 裕二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 下河辺牧場 464＋ 2 〃 ハナ 46．2�
818 スピードルーラー 牡4鹿 57 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 512＋ 4 〃 クビ 47．5�
23 
 バクシンクリチャン 牝4鹿 55 川島 信二栗本 博晴氏 高市 圭二 平取 コアレススタッド 470－ 21：10．01� 9．9
816 ユキノラムセス 牡6栗 57 村田 一誠井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 480－101：10．21� 34．2�
510 ワイドロスメルタ 牝3栗 53 伴 啓太幅田 京子氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 480－ 2 〃 クビ 40．0�
611 ジェネスサンキュー 牡5芦 57 中谷 雄太山口 真吾氏 田島 俊明 日高 藤本ファーム 446－141：10．3クビ 151．5�
48 ジョアンシーピン 牝3黒鹿53 的場 勇人西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 452－16 〃 クビ 17．3�
713
 プレミアムカード �5鹿 57 嶋田 純次青芝商事� 清水 英克 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 4 〃 ハナ 198．5�
817 ドラゴンサクラ 牝3青鹿53 横山 和生大久保和夫氏 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 426＋ 21：10．4クビ 16．8�
612 エーティーガンダム 牡5栗 57 松田 大作荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 嶋田牧場 472± 01：10．61	 51．1�
11 コスモチャペル 牡3鹿 55 太宰 啓介 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 赤田牧場 484＋121：11．77 12．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，098，900円 複勝： 34，803，500円 枠連： 20，705，000円
馬連： 52，848，600円 馬単： 32，763，500円 ワイド： 25，330，900円
3連複： 77，308，700円 3連単： 140，072，200円 計： 403，931，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 370円 � 230円 � 280円 枠 連（1－7） 1，450円

馬 連 �� 5，620円 馬 単 �� 11，950円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 1，920円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 14，660円 3 連 単 ��� 114，100円

票 数

単勝票数 計 200989 的中 � 10079（7番人気）
複勝票数 計 348035 的中 � 23123（6番人気）� 42943（2番人気）� 33227（3番人気）
枠連票数 計 207050 的中 （1－7） 10580（6番人気）
馬連票数 計 528486 的中 �� 6945（18番人気）
馬単票数 計 327635 的中 �� 2025（41番人気）
ワイド票数 計 253309 的中 �� 4063（15番人気）�� 3213（18番人気）�� 5019（10番人気）
3連複票数 計 773087 的中 ��� 3894（42番人気）
3連単票数 計1400722 的中 ��� 906（323番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．6―12．2―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―34．3―46．5―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリーアズアバード �
�
父 ロックオブジブラルタル �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2010．12．5 阪神8着

2008．5．14生 �5鹿 母 イ ソ シ ギ 母母 テ ン ド ラ ー 19戦3勝 賞金 28，134，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アイファーコラソン号・ケイアイウィルゴー号・シゲルオレンジ号・スリーキャピトル号・セルリアンレッド号・

タニオブローズ号



（25新潟3）第3日 10月19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 168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

162，910，000円
5，950，000円
1，820，000円
15，000，000円
56，335，500円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
178，151，200円
313，856，100円
132，054，800円
388，259，200円
257，406，800円
190，533，500円
556，197，100円
991，623，000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
計 3，008，081，700円

総入場人員 8，048名 （有料入場人員 6，585名）
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