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25049 9月27日 晴 稍重 （26新潟3）第5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）

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

713 ヨイチナデシコ 牝2鹿 54 吉田 隼人加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 船越 伸也 492＋ 81：13．0 24．6�
47 トウショウチャート 牡2栗 54 柴田 大知トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか 鳥谷 勝彦 432＋121：13．31� 7．6�
46 オージーアイドル 牝2鹿 54 蛯名 正義窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 440－ 8 〃 クビ 7．2�
58 ドリームメモリー 牝2鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 456± 01：13．51� 7．0�
11 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± 01：13．71� 4．9�
23 エメラルドビーム 牝2鹿 54 横山 典弘北原光一郎氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 496± 01：13．8� 2．9	
35 ル パ ン 牡2栗 54 横山 和生宮坂五十四氏 小桧山 悟 浦河 三好牧場 430－ 4 〃 クビ 17．3

59 カ シ ノ リ ノ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 勝雄 488＋ 81：13．9� 9．1�
34 カ グ ラ オ ー 牡2黒鹿54 石神 深一長谷川兼美氏 菅原 泰夫 様似 様似共栄牧場 474＋ 41：14．0クビ 301．0�
610 ペイシャピュア 牡2栗 54

51 ▲井上 敏樹北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 飯岡牧場 486＋ 61：14．31� 206．3
22 ト ッ プ ガ ン 牡2黒鹿54 丸田 恭介新谷 幸義氏 和田 雄二 浦河 赤田牧場 476± 0 〃 クビ 86．1�
814 バ ズ ー カ 牡2鹿 54 武士沢友治杉山 忠国氏 古賀 史生 新ひだか 明治牧場 476± 01：14．72� 59．5�
815 ペイシャパンドーラ 牝2栗 54 黛 弘人北所 直人氏 武井 亮 えりも 上島牧場 468＋ 61：15．12� 228．1�
611 ダズリングダンサー 牝2栗 54

51 ▲原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 434＋ 61：15．73� 384．0�
712 シゲルハダカマツリ 牡2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 524＋181：16．33� 20．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，073，400円 複勝： 31，477，500円 枠連： 13，517，500円
馬連： 48，658，200円 馬単： 28，685，500円 ワイド： 25，692，100円
3連複： 65，804，200円 3連単： 92，907，100円 計： 327，815，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，460円 複 勝 � 730円 � 230円 � 260円 枠 連（4－7） 1，960円

馬 連 �� 7，850円 馬 単 �� 16，560円

ワ イ ド �� 2，370円 �� 2，330円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 15，960円 3 連 単 ��� 120，280円

票 数

単勝票数 計 210734 的中 � 6848（9番人気）
複勝票数 計 314775 的中 � 9483（9番人気）� 39072（4番人気）� 33626（5番人気）
枠連票数 計 135175 的中 （4－7） 5328（8番人気）
馬連票数 計 486582 的中 �� 4801（28番人気）
馬単票数 計 286855 的中 �� 1299（56番人気）
ワイド票数 計 256921 的中 �� 2755（28番人気）�� 2797（27番人気）�� 6669（12番人気）
3連複票数 計 658042 的中 ��� 3092（52番人気）
3連単票数 計 929071 的中 ��� 560（366番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．6―12．8―12．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．5―47．3―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨイチナデシコ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2014．8．9 新潟13着

2012．2．26生 牝2鹿 母 カガヤケラビット 母母 パーティランド 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 アルマエルモ号・エスティルンバ号・スリーワイズ号・ハジメノイッポ号・ペイシャアロハ号・

ペイシャンスイット号・マイネルブラスト号・ワールドハーモニー号
（非抽選馬） 1頭 ジャイアントレーヌ号

25050 9月27日 晴 良 （26新潟3）第5日 第2競走 ��1，600�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
1：33．4
1：32．3

良
良

24 ニシノクラッチ 牡2黒鹿54 田辺 裕信西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 478＋ 61：35．9 16．9�
48 グリシーヌシチー 牝2鹿 54 横山 典弘 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 454＋ 81：36．11� 12．0�
23 シンキングロージス 牡2黒鹿54 三浦 皇成佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 462－ 21：36．31� 6．1�
713 コスモカンプ 牡2鹿 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥平 雅士 新ひだか 鹿嶋牧場 484＋ 81：36．4� 3．9�
12 イ キ オ イ 牡2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 432＋ 4 〃 クビ 112．3�
817 コスモピンパーネル 牡2鹿 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 470＋101：36．5クビ 40．8

612 シグナルアロー 牡2鹿 54 戸崎 圭太榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 466＋ 4 〃 アタマ 8．8�
816 ア ラ マ サ ル 牡2鹿 54 吉田 豊	アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 460± 0 〃 クビ 35．9�
11 ピックアンドポップ 牡2青鹿54 北村 宏司大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 474＋ 41：36．71� 14．2
714 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 442＋ 4 〃 ハナ 31．1�
611 セラフィーナ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 432＋ 61：36．91� 40．6�
36 チェリーポセイドン 牡2栗 54 津村 明秀櫻井 悦朗氏 大和田 成 浦河 北俣 牧夫 444± 01：37．22 10．8�
35 トーセンペンタゴン 牡2青 54 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B470± 0 〃 クビ 33．3�
510 ナイフエッジ 牡2鹿 54 大野 拓弥河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 桑田フアーム 472± 01：37．62� 117．3�
47 カズノマンナ 牝2鹿 54 M．エスポジート 鈴木 可一氏 田村 康仁 新ひだか 城地 清満 466＋141：37．81� 17．9�

（伊）

59 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± 01：38．01� 661．0�
818 シゲルオフネマツリ 牝2栗 54

51 ▲原田 和真森中 蕃氏 松永 康利 新冠 村上牧場 402－ 61：38．53 542．9�
715 ウナギノボリ 牡2鹿 54 蛯名 正義小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 436－ 2 （競走中止） 4．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，550，500円 複勝： 46，024，200円 枠連： 19，647，700円
馬連： 53，476，600円 馬単： 27，683，200円 ワイド： 32，481，500円
3連複： 74，248，500円 3連単： 92，140，100円 計： 369，252，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 550円 � 400円 � 250円 枠 連（2－4） 1，660円

馬 連 �� 10，140円 馬 単 �� 17，940円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 2，100円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 26，740円 3 連 単 ��� 162，530円

票 数

単勝票数 計 235505 的中 � 11113（8番人気）
複勝票数 計 460242 的中 � 20127（8番人気）� 29006（5番人気）� 54562（3番人気）
枠連票数 計 196477 的中 （2－4） 9155（7番人気）
馬連票数 計 534766 的中 �� 4086（41番人気）
馬単票数 計 276832 的中 �� 1157（75番人気）
ワイド票数 計 324815 的中 �� 2423（44番人気）�� 3979（23番人気）�� 5524（15番人気）
3連複票数 計 742485 的中 ��� 2082（90番人気）
3連単票数 計 921401 的中 ��� 411（552番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．0―12．8―12．8―11．6―10．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．4―36．4―49．2―1：02．0―1：13．6―1：24．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノクラッチ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．7．12 福島12着

2012．2．25生 牡2黒鹿 母 ニ シ ノ マ オ 母母 ニシノボナリー 3戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走中止〕 ウナギノボリ号は，競走中に疾病〔左第1指節種子骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 コマクサ号・ソフォニスバ号
※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５日



25051 9月27日 晴 良 （26新潟3）第5日 第3競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時05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

714 ギンザヴィクトリア 牝2黒鹿54 戸崎 圭太有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 430＋ 22：04．4 1．5�
510 ヤマチョウタンゴ 牡2鹿 54 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 492＋ 22：04．5� 5．6�
35 クインズマルシアノ 牡2鹿 54 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新冠 隆栄牧場 480± 02：05．24 31．5�
816 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± 02：05．3� 10．8�
47 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 430－ 22：05．4� 7．7�
817 タマヨリモハヤク 牡2鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 岡田牧場 480－122：05．5クビ 320．5	
36 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 450－ 22：05．6� 172．5�
24 ミヤコエンパイア 牝2鹿 54 吉田 豊吉田喜代司氏 土田 稔 日高 道見牧場 460－ 2 〃 アタマ 22．1�
818 デ ン バ ー 牝2青鹿54 柴田 善臣桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 静内坂本牧場 494－ 82：05．7� 25．4
612 ベルウッドツルギ 牡2鹿 54 江田 照男鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 メイプルファーム 436± 02：05．8� 73．9�
12 プラムチャン 牝2青 54 嘉藤 貴行ケンレーシング組合 大和田 成 千歳 社台ファーム 452＋ 42：06．65 21．3�
48 ロードトリニティ 牡2鹿 54 西田雄一郎 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか ケイアイファーム 472＋24 〃 クビ 150．5�
59 アプリケーション 牝2栗 54 木幡 初広石川 貴久氏 武井 亮 熊本 本田 土寿 422－122：06．7クビ 169．3�
715 バトルトリープ 牝2青鹿 54

51 ▲長岡 禎仁宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 418－ 8 〃 クビ 357．1�
11 チームジャパン 牝2青 54

51 ▲井上 敏樹西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 428＋ 22：06．8� 138．7�
611 アポロマギーア 牝2栗 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 合資会社カ

ネツ牧場 560± 02：07．33 245．4�
23 トーセンユニバース 牡2栗 54 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 460－ 62：07．4クビ 312．6�
713 アポロシャドウ 牡2鹿 54

51 ▲石川裕紀人アポロサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 原田牧場 464＋142：11．2大差 244．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，837，300円 複勝： 60，511，400円 枠連： 13，941，700円
馬連： 46，528，200円 馬単： 33，909，800円 ワイド： 27，833，000円
3連複： 57，168，500円 3連単： 108，391，100円 計： 372，121，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 380円 枠 連（5－7） 500円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 270円 �� 830円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 計 238373 的中 � 120849（1番人気）
複勝票数 計 605114 的中 � 371867（1番人気）� 52286（3番人気）� 14633（7番人気）
枠連票数 計 139417 的中 （5－7） 21452（3番人気）
馬連票数 計 465282 的中 �� 69246（2番人気）
馬単票数 計 339098 的中 �� 34526（2番人気）
ワイド票数 計 278330 的中 �� 30973（2番人気）�� 7999（10番人気）�� 3661（18番人気）
3連複票数 計 571685 的中 ��� 11221（15番人気）
3連単票数 計1083911 的中 ��� 8356（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．5―37．8―51．4―1：03．9―1：16．5―1：29．0―1：40．8―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．4
1
3

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

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

ギンザヴィクトリア �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2014．8．3 新潟10着

2012．1．17生 牝2黒鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロシャドウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月27日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ソヴリンマンボ号

25052 9月27日 晴 稍重 （26新潟3）第5日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時35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

712 ゴールドリーガル 牡3鹿 56 戸崎 圭太居城 要氏 高市 圭二 新冠 北勝ファーム 456± 01：54．7 1．8�
35 フェイトアゲン 牡3鹿 56 宮崎 北斗浅川 皓司氏 高木 登 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 446± 01：55．01� 15．3�
815 ピ エ リ ー ナ 牝3芦 54 石橋 脩 �キャロットファーム 堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426＋ 21：55．1� 35．2�
34 グレイスビクトリア 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 460－ 61：55．52� 6．9�
611 ディープラヴ 牝3鹿 54 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 476＋101：55．6� 3．6�
47 ヨウザンフウ 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 442＋ 61：55．91� 37．1	
610 キ ン グ ロ イ 牡3栗 56 北村 宏司坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 村上 欽哉 B468－111：56．22 90．3

814 マンボプリンス 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム B466－101：56．3� 25．4�
713 トゥルーモーション 牝3青鹿54 柴田 大知 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472± 01：56．4クビ 25．4�
58 タイセイオーシャン 牡3鹿 56 勝浦 正樹田中 成奉氏 伊藤 大士 森 笹川大晃牧場 476－ 61：56．5� 106．4
59 ハイデッカー 牡3黒鹿56 杉原 誠人 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム B554＋161：57．99 98．4�
11 スズノユーミン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也森 達郎氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 428± 01：58．22 149．2�
23 ヴィルヌーヴ 牝3鹿 54 伊藤 工真吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 448± 01：59．26 25．4�
22 デレペンテアスール 牡3鹿 56 平野 優青木 照吉氏 石毛 善彦 新ひだか 石川 栄一 524± 0 〃 ハナ 326．8�
46 ヤマニンリュタン 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人土井 肇氏 鈴木 康弘 浦河 廣田 伉助 520＋122：00．05 321．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，759，500円 複勝： 71，536，400円 枠連： 15，973，800円
馬連： 49，106，300円 馬単： 42，078，000円 ワイド： 28，937，800円
3連複： 69，709，700円 3連単： 137，131，700円 計： 441，233，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 590円 枠 連（3－7） 420円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，130円 �� 4，730円

3 連 複 ��� 9，460円 3 連 単 ��� 29，950円

票 数

単勝票数 計 267595 的中 � 117706（1番人気）
複勝票数 計 715364 的中 � 462257（1番人気）� 37968（4番人気）� 10519（9番人気）
枠連票数 計 159738 的中 （3－7） 29315（2番人気）
馬連票数 計 491063 的中 �� 27570（4番人気）
馬単票数 計 420780 的中 �� 21169（4番人気）
ワイド票数 計 289378 的中 �� 15490（4番人気）�� 6511（11番人気）�� 1474（35番人気）
3連複票数 計 697097 的中 ��� 5524（26番人気）
3連単票数 計1371317 的中 ��� 3319（86番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―12．7―13．1―13．3―12．4―12．9―12．7―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．4―37．1―50．2―1：03．5―1：15．9―1：28．8―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

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3鹿 母 グローバルリーダー 母母 ホクショウマリー 8戦1勝 賞金 7，690，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィルヌーヴ号・ヤマニンリュタン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月

27日まで平地競走に出走できない。
デレペンテアスール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月27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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 エンジェルピース号・ゴールデンキャット号・ジョイフルステップ号・スマートグリフィン号・バージェス号・

ブライティアスワン号・ユーガッタフレンド号・リトルトリンケット号



25053 9月27日 晴 良 （26新潟3）第5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）

牝，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

713 ステラスターライト 牝2鹿 54 戸崎 圭太�G1レーシング 堀 宣行 千歳 社台ファーム 450 ―1：37．2 2．1�
47 ブルックデイル 牝2青鹿54 蛯名 正義 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム 446 ―1：37．41� 3．1�
36 ゼイロングトゥビー 牝2青鹿54 杉原 誠人加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 408 ―1：37．5� 85．9�
510 ヒットザフロアー 牝2栗 54 田辺 裕信�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 432 ―1：37．6� 14．1�
24 ヤマニンシャンデル 牝2栗 54 大野 拓弥土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 450 ―1：37．81 81．8	
714 ア イ ナ 牝2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新冠 ビッグレッドファーム 448 ― 〃 クビ 24．5

11 ラインチャーミー 牝2栗 54 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 村上 欽哉 446 ―1：38．01� 160．8�
817 スノーグース 牝2芦 54 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 442 ―1：38．1� 18．1�
23 ダイワズットラブ 牝2栗 54 柴田 善臣大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 432 ―1：38．31� 8．6
815 スイートカリヨン 牝2鹿 54 丸田 恭介シンボリ牧場 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 450 ―1：38．4� 87．7�
816 クレアーフォンテン 牝2黒鹿54 丸山 元気吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 458 ―1：38．5� 369．7�
59 トーセンバレッタ 牝2黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 486 ― 〃 クビ 63．2�
48 チェリースピリッツ 牝2鹿 54 吉田 豊櫻井 秀樹氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 436 ―1：39．13� 104．1�
612 シゲルヒナマツリ 牝2栗 54 津村 明秀森中 蕃氏 武市 康男 日高 藤本ファーム 444 ―1：39．41� 198．7�
611 トレイケイトカフェ 牝2鹿 54 二本柳 壮西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 472 ― 〃 クビ 193．6�
35 ノイエヴェルト 牝2芦 54 M．エスポジート �シルクレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 468 ―1：40．14 9．2�

（伊）

12 カ タ ー ニ ア 牝2鹿 54 武士沢友治渡邉 啓髙氏 古賀 史生 浦河 鳥井 征士 460 ―1：40．2� 323．0�
（17頭）

売 得 金
単勝： 27，177，800円 複勝： 35，386，700円 枠連： 15，683，900円
馬連： 50，583，900円 馬単： 33，461，900円 ワイド： 27，522，900円
3連複： 61，911，800円 3連単： 105，381，000円 計： 357，109，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 1，000円 枠 連（4－7） 350円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，270円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 6，990円 3 連 単 ��� 19，600円

票 数

単勝票数 計 271778 的中 � 100761（1番人気）
複勝票数 計 353867 的中 � 117889（1番人気）� 67802（2番人気）� 4727（11番人気）
枠連票数 計 156839 的中 （4－7） 33902（1番人気）
馬連票数 計 505839 的中 �� 105080（1番人気）
馬単票数 計 334619 的中 �� 38137（1番人気）
ワイド票数 計 275229 的中 �� 48611（1番人気）�� 2602（24番人気）�� 2336（27番人気）
3連複票数 計 619118 的中 ��� 6637（21番人気）
3連単票数 計1053810 的中 ��� 3898（49番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．8―37．6―50．5―1：03．0―1：14．6―1：25．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステラスターライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Monsun 初出走

2012．3．13生 牝2鹿 母 ノーブルステラ 母母 Noble Pearl 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25054 9月27日 晴 良 （26新潟3）第5日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時55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

814 オートクレール 牝3栗 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 422＋ 21：12．1 3．6�
59 � サンキュージョン 牡3鹿 56 戸崎 圭太窪田 芳郎氏 久保田貴士 加 R. F. Crean 478－ 61：12．2� 3．1�
815 エ ル ゴ レ ア 牝3鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：12．41	 5．1�
35 ロングアンドリーン 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 480－ 21：12．5クビ 9．0�
713 ヒ メ ゴ ト 牝3鹿 54 嘉藤 貴行内田 玄祥氏 奥平 雅士 新ひだか 千代田牧場 448＋ 41：12．82 45．7�
22 プリンセスキラリン 牝3青 54

51 ▲木幡 初也�髙昭牧場 黒岩 陽一 浦河 高昭牧場 452＋ 61：13．22	 87．7	
58 シゲルキシュウ 牡3芦 56 横山 典弘森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜 秀昭 492＋ 41：13．51� 5．9

610 マ ナ ス ル 牝3黒鹿54 丹内 祐次岡田 壮史氏 加藤 和宏 浦河 市川フアーム 446－ 2 〃 クビ 295．6�
34 � コスモセキトバ 牡3栗 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 米 Howard C.

Nolan, Jr. 522－ 2 〃 アタマ 21．0�
11 ミスティックヨハネ 牡3栗 56 丸山 元気平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 440－ 21：13．6	 18．1
712 ポ ワ テ ィ エ 牝3青鹿54 江田 照男 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 430－ 41：14．34 130．9�
47 ベルウッドプモリ 牡3鹿 56 平野 優鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 新冠 松浦牧場 514＋ 41：14．62 326．0�
46 シエルエトワール 牝3鹿 54 西田雄一郎飯田 良枝氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 430＋101：14．7クビ 118．6�
23 コンソラーレ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 446－12 〃 ハナ 496．7�

611 ショッキングコート 牡3栗 56
53 ▲伴 啓太星野 壽市氏 高橋 祥泰 日高 前野牧場 B500＋ 21：14．91	 42．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，203，500円 複勝： 38，173，700円 枠連： 19，780，200円
馬連： 58，322，600円 馬単： 32，395，500円 ワイド： 30，555，700円
3連複： 72，170，600円 3連単： 111，524，200円 計： 389，126，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 140円 � 130円 枠 連（5－8） 270円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 350円 �� 390円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 5，610円

票 数

単勝票数 計 262035 的中 � 56913（2番人気）
複勝票数 計 381737 的中 � 71552（2番人気）� 69918（3番人気）� 75933（1番人気）
枠連票数 計 197802 的中 （5－8） 55227（1番人気）
馬連票数 計 583226 的中 �� 58858（1番人気）
馬単票数 計 323955 的中 �� 14466（4番人気）
ワイド票数 計 305557 的中 �� 22996（1番人気）�� 19968（2番人気）�� 19280（4番人気）
3連複票数 計 721706 的中 ��� 48132（1番人気）
3連単票数 計1115242 的中 ��� 14399（2番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．1―12．7―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．3―48．0―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オートクレール �
�
父 デュランダル �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2013．9．22 中山2着

2011．3．31生 牝3栗 母 ジョイアサーティン 母母 アサーテイン 13戦1勝 賞金 13，460，000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。
（非抽選馬） 9頭 カクテルハット号・クイーンラズベリ号・ケンタウルス号・サトノジェイド号・ジューヌノーブル号・ディサイド号・

ノワールアンジュ号・ハヤブサショコラ号・ラブリイバレー号



25055 9月27日 晴 良 （26新潟3）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時25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 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

815 バーディーイーグル 牡4鹿 57 北村 宏司里見美惠子氏 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 494＋181：53．1 3．2�
611 アスペンツリー 牡3黒鹿54 田中 勝春 �社台レースホース新開 幸一 安平 追分ファーム 488＋141：53．31 2．4�
23 コスモラヴモア 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 498＋141：53．62 26．8�
58 ヴ ェ ル デ ホ 牡4黒鹿57 M．エスポジート�ダノックス 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 506＋ 2 〃 ハナ 8．8�

（伊）

47 リターントゥジェム 牡3黒鹿 54
51 ▲長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 482－ 21：53．7� 18．7	

46 フォルトファーレン 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 454－ 61：53．8� 10．1

59 ウインヴォイジャー 牡3芦 54 大野 拓弥�ウイン 清水 英克 日高 シンボリ牧場 518＋101：54．01 100．3�
713 リライブナカヤマ 牡4鹿 57 柴田 善臣�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 B458＋ 41：54．21 59．0�
34 ラシアンカウボーイ 牡3栗 54 柴山 雄一�ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 508＋301：54．41� 49．1
610� ポールシッター 牡4青鹿57 伊藤 工真平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 41：54．61	 68．5�
22 ビックナジョーカー 牡3鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 マリオステー
ブル 462－ 61：54．7クビ 13．4�

814 ナムライッポン 牡4黒鹿57 勝浦 正樹奈村 信重氏 新開 幸一 浦河 谷川牧場 456－ 61：55．12	 70．9�
11 ヴィルトグラーフ 
4鹿 57 木幡 初広 �シルクレーシング 牧 光二 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋101：55．41� 14．9�
712 サンマルスピリット 牡4鹿 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 浦河 日優牧場 480－ 41：55．72 86．6�
35 ルーベンスクラフト 牝4栗 55

52 ▲原田 和真 �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 464－ 21：56．44 205．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，053，300円 複勝： 38，599，700円 枠連： 16，987，900円
馬連： 66，787，000円 馬単： 36，172，400円 ワイド： 32，912，400円
3連複： 82，283，700円 3連単： 124，081，400円 計： 422，877，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 130円 � 370円 枠 連（6－8） 420円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，080円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 8，020円

票 数

単勝票数 計 250533 的中 � 61405（2番人気）
複勝票数 計 385997 的中 � 82924（2番人気）� 94619（1番人気）� 17370（8番人気）
枠連票数 計 169879 的中 （6－8） 30882（1番人気）
馬連票数 計 667870 的中 �� 127372（1番人気）
馬単票数 計 361724 的中 �� 32039（2番人気）
ワイド票数 計 329124 的中 �� 52238（1番人気）�� 6720（14番人気）�� 6989（13番人気）
3連複票数 計 822837 的中 ��� 23630（6番人気）
3連単票数 計1240814 的中 ��� 11210（16番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．2―13．1―12．6―12．6―12．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．2―50．3―1：02．9―1：15．5―1：28．1―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．6
1
3
12，9（3，11）15（4，7）（2，14）（5，10，8）－（1，6）－13
12，9（3，11）（4，15）（2，14）（7，10，8）（5，6）1，13

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

勝馬の
紹 介

バーディーイーグル �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2012．10．28 東京3着

2010．5．10生 牡4鹿 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place 16戦3勝 賞金 40，881，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ケイツーウラノス号・トーアコナユキ号・ホクレアポパイ号・マックスユーキャン号
※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。

25056 9月27日 晴 良 （26新潟3）第5日 第8競走 ��3，250�
せいしゅう

清秋ジャンプステークス
発走14時00分 （芝・外内）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード3：28．7良

610 ダノンゴールド 牡5黒鹿61 横山 義行�ダノックス 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B538－ 83：31．4 1．5�
22 フサイチアソート �9栗 60 原田 和真岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム 454＋123：31．82� 185．7�
45 マッキーバッハ 牡9鹿 60 北沢 伸也薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 484－ 83：32．65 19．5�
57 グリッターウイング 牡7栗 60 西谷 誠吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 516－10 〃 クビ 5．3�
813 エアペイシェンス 牡8栗 61 高田 潤 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 464＋123：33．23� 10．1�
711 ティリアンパープル 牝4鹿 58 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 466＋ 83：33．4� 59．5	
69 ショウナンカミング 牡6栗 60 山本 康志国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 金石牧場 462－ 43：33．71� 25．7

33 	 タマモショパン 牡5鹿 60 田村 太雅タマモ� 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 506＋ 6 〃 クビ 120．1�
712 プレミアムパス 牡6鹿 60 五十嵐雄祐村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 480＋ 23：34．01� 34．7�
814 エリタージュ 牝4鹿 58 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 
川 啓一 468± 03：34．21� 63．5
58 ショウナンバーズ 牡6鹿 60 蓑島 靖典国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 516＋ 83：34．73 104．3�
46 ロードシュプリーム 牡4鹿 60 石神 深一 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 520－ 23：36．19 8．8�
11 	 リアリーサムシング 牡6栗 60 林 満明吉田 修氏 坪 憲章 新ひだか タガミファーム 478－ 43：36．31� 81．5�
34 	 アポロドーロス 牡5鹿 60 浜野谷憲尚アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 前田 宗将 498＋223：39．1大差 98．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，746，600円 複勝： 71，143，500円 枠連： 19，088，300円
馬連： 57，360，000円 馬単： 41，476，400円 ワイド： 28，022，500円
3連複： 74，845，800円 3連単： 155，562，200円 計： 473，245，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 2，630円 � 310円 枠 連（2－6） 6，460円

馬 連 �� 11，150円 馬 単 �� 13，430円

ワ イ ド �� 3，670円 �� 630円 �� 19，350円

3 連 複 ��� 43，210円 3 連 単 ��� 185，190円

票 数

単勝票数 計 257466 的中 � 134768（1番人気）
複勝票数 計 711435 的中 � 489849（1番人気）� 2056（14番人気）� 22590（5番人気）
枠連票数 計 190883 的中 （2－6） 2287（14番人気）
馬連票数 計 573600 的中 �� 3986（25番人気）
馬単票数 計 414764 的中 �� 2315（32番人気）
ワイド票数 計 280225 的中 �� 1907（30番人気）�� 12358（6番人気）�� 356（75番人気）
3連複票数 計 748458 的中 ��� 1299（85番人気）
3連単票数 計1555622 的中 ��� 609（327番人気）
上り 1マイル 1：46．7 4F 51．8－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2011．11．12 東京3着

2009．3．6生 牡5黒鹿 母 ライブリーチューン 母母 Extravagant Woman 障害：4戦3勝 賞金 34，308，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14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12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 オベロン号・カリスマミッキー号・サンライズロイヤル号・タイセイジーニアス号・テンジンキヨモリ号・

ホッコーゼニト号・ヤマニンアーマー号
（非抽選馬） 5頭 アグネスハイヤー号・オウエイロブロイ号・オウケンウッド号・コブラボール号・トーセンプラチナ号



25057 9月27日 晴 良 （26新潟3）第5日 第9競走 ��
��1，800�

かしわざき

柏 崎 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．9．21以降26．9．21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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

23 ヒラボクプリンス 牡4鹿 57 横山 典弘�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 484－ 21：51．5 5．0�
611 シグナルプロシード 牡4鹿 57 柴山 雄一髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 514－ 8 〃 クビ 6．1�
815 ニットウビクトリー 牡5鹿 54 吉田 豊�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 476＋ 41：51．81� 90．9�
610 ヒ メ サ ク ラ 牝4鹿 54 柴田 善臣岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 454－ 8 〃 クビ 8．9�
34 ムードティアラ 牝4鹿 53 伊藤 工真�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 482＋ 41：51．9� 40．4	
814 ベルプラージュ 牝3黒鹿51 勝浦 正樹 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 440－ 41：52．11	 3．7

59 タガノラルフ 牡4青鹿57 戸崎 圭太八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 2 〃 アタマ 13．5�
22 ネヴァーハーツ 牝5栃栗51 丸田 恭介廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 466＋121：52．41� 33．0�
35 メイショウオオゼキ 
4鹿 54 木幡 初広松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B486＋ 4 〃 ハナ 19．3
46 ファイトユアソング 牝3鹿 50 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 428－ 21：52．71� 27．2�
47 トミケンユークアイ 
5黒鹿57 田辺 裕信冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 484＋ 21：52．91� 5．7�
58 スマイルミッキー 牡8鹿 50 石川裕紀人広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 478－ 61：53．96 293．1�
712 メジャープレゼンス 牡4栗 54 M．エスポジート �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 524－ 41：54．0� 11．4�

（伊）

11 アルスマルカート 牡6栗 54 中谷 雄太池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 B464± 01：54．63� 108．7�
713 デ コ レ イ ト 牝5鹿 51 吉田 隼人吉田 正志氏 松田 国英 日高 追分ファーム 468＋ 41：56．6大差 96．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，247，100円 複勝： 59，489，500円 枠連： 26，642，800円
馬連： 111，542，100円 馬単： 52，307，200円 ワイド： 48，990，500円
3連複： 131，516，700円 3連単： 197，108，700円 計： 662，844，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 220円 � 230円 � 1，520円 枠 連（2－6） 820円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，650円

ワ イ ド �� 620円 �� 5，750円 �� 6，220円

3 連 複 ��� 28，950円 3 連 単 ��� 118，690円

票 数

単勝票数 計 352471 的中 � 56051（2番人気）
複勝票数 計 594895 的中 � 80299（3番人気）� 76446（4番人気）� 7954（12番人気）
枠連票数 計 266428 的中 （2－6） 25061（2番人気）
馬連票数 計1115421 的中 �� 59958（3番人気）
馬単票数 計 523072 的中 �� 14756（4番人気）
ワイド票数 計 489905 的中 �� 21939（3番人気）�� 2111（52番人気）�� 1948（56番人気）
3連複票数 計1315167 的中 ��� 3406（97番人気）
3連単票数 計1971087 的中 ��� 1204（399番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．6―13．4―12．8―12．1―12．4―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―35．8―49．2―1：02．0―1：14．1―1：26．5―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクプリンス �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．5．26 京都4着

2010．3．22生 牡4鹿 母 ヒラボクキャロル 母母 チョウカイキャロル 17戦4勝 賞金 66，642，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デコレイト号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月27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18頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）18頭 アドマイヤランディ号・アーサーバローズ号・エイトプリンス号・エビスグレイト号・オメガラヴィータ号・

オーシュペール号・カネコメオスター号・ケツァルコアトル号・コクリュウノマイ号・ストロングサウザー号・
スナーククラウン号・ゼログラヴィティー号・タケルハヤテ号・チャンスメイク号・ミッキーマーチ号・
メイショウスミトモ号・ヤマタケディガー号・レジアーネ号

※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。

25058 9月27日 晴 良 （26新潟3）第5日 第10競走 ��
��2，400�

ゆ う き ゅ う ざ ん

悠 久 山 特 別
発走15時10分 （芝・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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

47 スズカヴァンガード �3栗 54 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 472＋ 62：25．7 11．5�
35 フェスティヴイェル 牡3黒鹿54 田中 勝春臼井義太郎氏 畠山 吉宏 むかわ 上水牧場 490＋ 22：25．91	 20．4�
12 
 テナシティー �5黒鹿57 M．エスポジート �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 クビ 63．5�

（伊）

817 フェデラルホール 牡5黒鹿57 蛯名 正義吉田 勝己氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 490－ 22：26．0� 3．3�
715 エイダイポイント 牡6芦 57 岩部 純二�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 454－ 2 〃 アタマ 23．9�
713 ラストシャングリラ 牡3黒鹿54 江田 照男 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム B464＋ 22：26．1� 20．7	
714 アウォーディー 牡4鹿 57 横山 典弘前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Management 506± 02：26．31	 3．2

59 ゴールドブライアン 牡6青鹿57 吉田 隼人杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 466＋ 6 〃 クビ 47．2�
48 アナンジュパス 牝5鹿 55 北村 宏司�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472＋10 〃 ハナ 28．2
816 メイショウブシン 牡4鹿 57 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 460－ 22：26．4クビ 23．3�
24 マハロチケット 牡3鹿 54 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 日高 白井牧場 464－ 22：26．61� 5．9�
611 オリジナルスマイル �4鹿 57 田辺 裕信 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 506＋16 〃 アタマ 19．8�
23 トライアゲイン 牡3鹿 54 大野 拓弥�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋20 〃 アタマ 104．1�
36 ディスキーダンス 牡3栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 446－102：27．02� 25．5�
11 エ ス ペ リ ア 牡5栗 57 石橋 脩佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 454－ 22：27．1クビ 90．9�
818 セ ミ ニ ョ ン 牝6鹿 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 470＋ 22：27．41� 95．9�
510
 カンタベリーナイト 牡5鹿 57 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B500－ 42：27．71� 212．2�
612 マイネルリヒト 牡5鹿 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 日高 山際 辰夫 472－ 8 〃 クビ 150．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 44，939，800円 複勝： 84，143，200円 枠連： 37，908，600円
馬連： 148，108，300円 馬単： 67，722，200円 ワイド： 65，518，300円
3連複： 178，253，600円 3連単： 268，383，100円 計： 894，977，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 440円 � 600円 � 1，450円 枠 連（3－4） 2，820円

馬 連 �� 7，240円 馬 単 �� 15，470円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 8，920円 �� 8，060円

3 連 複 ��� 99，470円 3 連 単 ��� 512，040円

票 数

単勝票数 計 449398 的中 � 31027（4番人気）
複勝票数 計 841432 的中 � 53236（4番人気）� 37458（6番人気）� 14238（13番人気）
枠連票数 計 379086 的中 （3－4） 10387（13番人気）
馬連票数 計1481083 的中 �� 15849（22番人気）
馬単票数 計 677222 的中 �� 3282（50番人気）
ワイド票数 計 655183 的中 �� 7146（22番人気）�� 1881（73番人気）�� 2082（70番人気）
3連複票数 計1782536 的中 ��� 1344（225番人気）
3連単票数 計2683831 的中 ��� 380（1118番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．4―12．1―13．0―13．1―12．5―12．2―12．2―11．6―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．1―35．5―47．6―1：00．6―1：13．7―1：26．2―1：38．4―1：50．6―2：02．2―2：13．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F35．1
1
3

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

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

スズカヴァンガード �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 Danzig デビュー 2013．9．1 新潟10着

2011．3．29生 �3栗 母 ブリイジースズカ 母母 Sea Breezer 10戦3勝 賞金 34，065，000円
※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 ヴァンデミエール号・ファーマジェンヌ号
※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。



25059 9月27日 晴 良 （26新潟3）第5日 第11競走 ��
��1，200�セプテンバーステークス

発走15時45分 （芝・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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

11 � ルチャドルアスール 	5黒鹿57 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 504± 01：08．2 34．8�
47 ゴーハンティング 牡6黒鹿57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 512＋ 61：08．51
 2．9�
510 ロ ン ド 牝6青鹿55 北村 宏司水上 行雄氏 平田 修 浦河 笠松牧場 470± 01：08．71� 15．2�
24 オレニホレルナヨ 牡5栗 57 古川 吉洋 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 504± 0 〃 クビ 90．1�
612� カハラビスティー 牝5黒鹿55 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 500－ 8 〃 アタマ 11．5�
611 ダイメイザクラ 牝7鹿 55 柴田 善臣宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 454＋ 41：08．8クビ 202．2	
714 スピークソフトリー 牝5鹿 55 杉原 誠人 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 4 〃 アタマ 66．9

36 フレイムヘイロー 	6栗 57 柴山 雄一�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 478＋ 6 〃 ハナ 22．7�
12 サカジロロイヤル 牡6黒鹿57 三浦 皇成ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 浦河 中島牧場 510＋ 2 〃 アタマ 22．0�
715 プレイズエターナル 牡4黒鹿57 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B482－ 2 〃 同着 3．4
713� インディーズゲーム 牡6鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 474＋ 21：09．01� 35．6�
23 ユキノアイオロス 	6鹿 57 蛯名 正義井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 61：09．21� 12．3�
816 バートラムガーデン 牝5鹿 55 宮崎 北斗�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 454－ 2 〃 ハナ 162．9�
59 ネ ロ 牡3栗 55 田辺 裕信西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 470＋14 〃 クビ 6．3�
817 ヒ ー ラ 牝5鹿 55 田中 勝春平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 430± 01：09．51
 32．9�
818 アルベルティ 牡6鹿 57 江田 照男 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510－10 〃 クビ 345．0�
48 ラフレーズカフェ 牝5青鹿55 M．エスポジート 西川 光一氏 小島 太 千歳 社台ファーム 480＋ 61：09．6クビ 85．3�

（伊）

35 � ロ マ ン ス 牝7鹿 55 津村 明秀田口 廣氏 武藤 善則 平取 原田 新治 482－111：09．7
 416．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 71，458，900円 複勝： 113，850，900円 枠連： 63，790，800円
馬連： 284，913，300円 馬単： 135，985，300円 ワイド： 108，946，500円
3連複： 364，223，100円 3連単： 587，967，900円 計： 1，731，136，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，480円 複 勝 � 700円 � 160円 � 350円 枠 連（1－4） 1，790円

馬 連 �� 7，260円 馬 単 �� 16，610円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 6，240円 �� 850円

3 連 複 ��� 28，510円 3 連 単 ��� 194，290円

票 数

単勝票数 計 714589 的中 � 16418（10番人気）
複勝票数 計1138509 的中 � 33050（11番人気）� 257540（1番人気）� 74982（6番人気）
枠連票数 計 637908 的中 （1－4） 27474（9番人気）
馬連票数 計2849133 的中 �� 30388（26番人気）
馬単票数 計1359853 的中 �� 6139（52番人気）
ワイド票数 計1089465 的中 �� 13144（25番人気）�� 4345（55番人気）�� 34606（7番人気）
3連複票数 計3642231 的中 ��� 9581（82番人気）
3連単票数 計5879679 的中 ��� 2194（533番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．2―11．4―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．7―45．1―56．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．5
3 1，12，4（9，17，18）2（16，15）（5，13，10）11（6，7）－（3，14）8 4 1，12－4（17，18）（2，9）15（5，16，10）13（11，7）6（3，14）8

勝馬の
紹 介

�ルチャドルアスール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 アジュディケーティング

2009．1．22生 	5黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ 15戦4勝 賞金 59，155，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 インディーズゲーム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戒告。（被害馬：6番）
※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。

25060 9月27日 晴 良 （26新潟3）第5日 第12競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （芝・左・外）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

11 パシャドーラ 牝4鹿 55 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514＋ 21：58．8 3．4�
24 ハートフルデイズ 牝3栗 52 横山 典弘近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 464± 01：58．9� 8．9�
35 � チャペルプリンセス 牝5栗 55

52 ▲石川裕紀人 �シルクレーシング 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452－101：59．11� 8．3�

47 アースザスリー 牝4鹿 55 田辺 裕信 �クイーンズ・ランチ 加藤 征弘 新ひだか 折手牧場 486＋ 21：59．41	 5．0�
817 サトノフェアリー 牝4鹿 55 田中 勝春里見 治氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 450＋22 〃 アタマ 8．4	
23 アドマイヤイチバン 牝4青鹿55 戸崎 圭太近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 480－ 6 〃 ハナ 8．6

12 ミラクルラヴィ 牝4栗 55 松岡 正海藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 488＋ 4 〃 ハナ 169．5�
36 パープルセイル 牝3黒鹿52 M．エスポジート 吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 436＋121：59．61� 13．2�

（伊）

611� イメージガール 牝4黒鹿55 石橋 脩飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 458－ 21：59．7クビ 14．9
715 ヘレナモルフォ 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁岡田 牧雄氏 栗田 博憲 日高 賀張三浦牧場 468＋ 8 〃 クビ 126．9�
510 ヴィオラーネ 牝5青鹿55 丸山 元気平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 ハナ 28．3�
48 コスモツケマ 牝3鹿 52 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 466＋ 6 〃 アタマ 46．5�
714 キネオダンサー 牝3鹿 52 江田 照男吉田 千津氏 牧 光二 新冠 パカパカ

ファーム 468± 02：00．01	 58．7�
612 エリーフェアリー 牝3鹿 52 蛯名 正義谷川 正純氏 岩戸 孝樹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486＋ 82：00．74 26．7�
818 ティンホイッスル 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 460＋122：01．01	 139．7�
713 スプレンダー 牝3栗 52 大野 拓弥 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 482＋ 62：02．17 70．2�
816� サンマルダーム 牝5栗 55 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 440＋ 42：02．31� 290．4�
59 ポケットエース 牝3鹿 52 丸田 恭介菊地 剛氏 小笠 倫弘 新冠 細川農場 466＋162：03．47 176．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 53，478，900円 複勝： 86，773，300円 枠連： 43，887，000円
馬連： 200，325，600円 馬単： 67，242，800円 ワイド： 71，513，800円
3連複： 189，396，800円 3連単： 295，850，200円 計： 1，008，468，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 240円 � 290円 枠 連（1－2） 700円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，140円

ワ イ ド �� 750円 �� 640円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 19，370円

票 数

単勝票数 計 534789 的中 � 123384（1番人気）
複勝票数 計 867733 的中 � 175994（1番人気）� 88879（3番人気）� 66662（5番人気）
枠連票数 計 438870 的中 （1－2） 48235（1番人気）
馬連票数 計2003256 的中 �� 86526（4番人気）
馬単票数 計 672428 的中 �� 16023（5番人気）
ワイド票数 計 715138 的中 �� 24671（4番人気）�� 29236（3番人気）�� 14287（13番人気）
3連複票数 計1893968 的中 ��� 36245（8番人気）
3連単票数 計2958502 的中 ��� 11068（32番人気）

ハロンタイム 13．0―10．9―11．6―11．9―12．0―12．4―12．4―11．6―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―23．9―35．5―47．4―59．4―1：11．8―1：24．2―1：35．8―1：46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パシャドーラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2012．12．15 中山4着

2010．3．23生 牝4鹿 母 アルゼンチンスター 母母 Diferente 14戦2勝 賞金 31，190，000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 イタリアンフェッテ号
※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。



（26新潟3）第5日 9月27日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 196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

204，600，000円
2，080，000円
9，980，000円
2，100，000円
18，240，000円
70，344，500円
5，910，800円
1，881，600円

勝馬投票券売得金
404，526，600円
737，110，000円
306，850，200円
1，175，712，100円
599，120，200円
528，927，000円
1，421，533，000円
2，276，428，700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 7，450，207，800円

総入場人員 7，961名 （有料入場人員 6，538名）
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