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2507310月4日 晴 不良 （26新潟3）第7日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時10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

23 マイネルネッツ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 新冠 赤石 久夫 466＋101：55．0 5．0�

35 イーデンホール 牡2栗 55 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 482－ 61：55．1� 3．9�
47 トーセンアスリート 牡2鹿 55 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 464＋ 21：55．52� 9．2�
611 ドリームダン 牡2栗 55 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 村上牧場 480－ 4 〃 クビ 37．5�
712 ディーエスレイザー 牡2青鹿55 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 488－ 21：55．71 11．7	
22 タイセイエナジー 牡2栗 55 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 476＋ 41：56．01� 14．0

815 ブラックブリーズ 牡2青鹿55 北村 宏司臼倉 勲氏 斎藤 誠 新冠 石郷岡 雅樹 462＋121：56．21� 15．5�
11 ビレッジトプテム 牡2栗 55 柴田 大知村山 輝雄氏 土田 稔 新ひだか 見上牧場 472－ 2 〃 クビ 54．8�
713 ゼ ト ス 牡2青鹿55 横山 和生杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 458－ 61：56．62� 6．5
59 リ バ テ ィ 牡2鹿 55

52 ▲長岡 禎仁 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 526＋101：57．45 144．9�

34 サンインディアナ 牡2鹿 55 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 460－ 61：58．46 13．3�
46 ミヤビリヴェール 牝2青鹿54 江田 照男村上 義勝氏 大江原 哲 浦河 金石牧場 430＋ 41：59．03� 179．3�
814 ステツクテンテン 牡2栗 55 丸田 恭介スリースターズレーシング 奥村 武 新ひだか 堀川 洋之 474＋ 41：59．63� 134．0�
58 アミフジタイカン 牡2鹿 55 田中 勝春内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 内藤牧場 474＋ 2 〃 クビ 7．3�
610 クリノテツマン 牡2栗 55

52 ▲木幡 初也栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 堤 牧場 452－ 41：59．91� 23．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，729，300円 複勝： 33，348，800円 枠連： 16，721，800円
馬連： 52，068，000円 馬単： 29，719，900円 ワイド： 27，856，700円
3連複： 68，573，000円 3連単： 87，027，400円 計： 335，044，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 150円 � 210円 枠 連（2－3） 640円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 450円 �� 950円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 12，580円

票 数

単勝票数 計 197293 的中 � 31434（2番人気）
複勝票数 計 333488 的中 � 45127（2番人気）� 63854（1番人気）� 36195（4番人気）
枠連票数 計 167218 的中 （2－3） 20239（1番人気）
馬連票数 計 520680 的中 �� 40774（1番人気）
馬単票数 計 297199 的中 �� 10543（2番人気）
ワイド票数 計 278567 的中 �� 16530（1番人気）�� 7140（12番人気）�� 13257（2番人気）
3連複票数 計 685730 的中 ��� 18582（2番人気）
3連単票数 計 870274 的中 ��� 5015（8番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―12．9―13．1―13．2―13．0―13．7―12．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．7―36．6―49．7―1：02．9―1：15．9―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルネッツ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．3 新潟8着

2012．4．12生 牡2鹿 母 サンディフォルス 母母 スイートセシール 3戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 マイネルネッツ号の騎手嘉藤貴行は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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。
（非当選馬） 2頭 ゴールドクェスト号・ロードステルス号
（非抽選馬） 2頭 ウインヴァンノ号・ミュークロール号

2507410月4日 晴 稍重 （26新潟3）第7日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時40分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：07．8

良
良

816 ウィズアットレース 牝2黒鹿 54
51 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 434－ 41：09．7 11．0�

23 ホワイトウインド 牝2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 清水 英克 むかわ 真壁 信一 450－101：10．33� 45．0�
611 シルヴァーコード 牝2芦 54 北村 宏司田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：10．4� 3．5�
11 ジェットコルサ 牡2青 55 戸崎 圭太尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 460＋ 8 〃 クビ 3．6�
715 コスモトリスタン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新ひだか 織田 孝 500＋ 41：10．5� 14．9�
817 マンゴジェリー 牡2鹿 55 松岡 正海窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 448－ 41：10．6� 20．1	
818 ユメノマイホーム 牝2栗 54 柴山 雄一�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 434－12 〃 ハナ 12．2

510 シャトルソニック 牡2鹿 55 吉田 隼人細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 468－ 41：10．81� 7．8�
713 ストロベリーズ 牝2青鹿54 柴田 善臣 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 438± 0 〃 ハナ 11．3�
12 ペネトレイト 牝2鹿 54 宮崎 北斗青山 英昭氏 和田 雄二 日高 新井 昭二 402＋101：11．22� 46．0
24 プ ラ セ ン タ 牝2青鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 430－ 6 〃 クビ 43．6�
612	 ナ ギ ッ ト 牝2鹿 54 三浦 皇成前田 幸治氏 尾関 知人 米 W. S. Farish 450＋ 81：11．3� 18．1�
35 ラブラビリンス 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人宮川 純造氏 武藤 善則 浦河 富田牧場 432＋ 4 〃 ハナ 58．5�
47 サルバドールガロ 牡2鹿 55 江田 照男�中山牧場 尾形 和幸 浦河 福田牧場 440＋ 21：11．62 98．3�
714 カシノトラダマシイ 牡2黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 柏木 一則 450± 0 〃 ハナ 245．6�
36 ミスチフウイッチ 牝2黒鹿54 菅原 隆一 �荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 432± 01：11．81� 199．5�
59 エンドオブデイズ 牡2鹿 55 石橋 脩 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 有限会社

松田牧場 426－ 2 〃 アタマ 36．6�
48 ラマハデスヌーダ 牝2鹿 54 的場 勇人�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 424－ 41：12．86 244．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，797，400円 複勝： 43，800，800円 枠連： 20，107，600円
馬連： 51，887，700円 馬単： 30，227，500円 ワイド： 30，332，100円
3連複： 69，328，100円 3連単： 88，755，800円 計： 356，237，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 340円 � 1，030円 � 160円 枠 連（2－8） 5，820円

馬 連 �� 37，060円 馬 単 �� 56，960円

ワ イ ド �� 8，460円 �� 730円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 32，760円 3 連 単 ��� 279，770円

票 数

単勝票数 計 217974 的中 � 15780（4番人気）
複勝票数 計 438008 的中 � 29929（6番人気）� 8400（12番人気）� 98339（1番人気）
枠連票数 計 201076 的中 （2－8） 2677（17番人気）
馬連票数 計 518877 的中 �� 1085（71番人気）
馬単票数 計 302275 的中 �� 398（132番人気）
ワイド票数 計 303321 的中 �� 887（72番人気）�� 11343（4番人気）�� 3103（29番人気）
3連複票数 計 693281 的中 ��� 1587（93番人気）
3連単票数 計 887558 的中 ��� 230（761番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．8―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．2―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィズアットレース �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2014．9．13 新潟3着

2012．4．30生 牝2黒鹿 母 シルキーウィズ 母母 グレイスカップ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 ストロベリーズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラマハデスヌーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月4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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 カシノリコーダー号・スラリーアイス号・ベニイモン号・ホウザンモモ号
（非抽選馬） 3頭 タムザブランシュ号・パオロッサ号・ペイシャランラン号

第３回 新潟競馬 第７日



2507510月4日 曇 不良 （26新潟3）第7日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走11時10分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，000，000円 1，600，000円 1，000，000円 600，000円 400，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 エルズミーア 牡3黒鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 562＋ 81：51．4 6．5�
814 コスモカウピリ 牡3鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 大典牧場 502＋ 81：52．25 3．9�
611 レッドレギオン 牡3鹿 57 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476－ 41：53．15 3．2�
11 ヘクターザグレート 牡3黒鹿57 北村 宏司堀 祥子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B498－ 41：53．84 12．1�
47 プリンケプス 牡3鹿 57 戸崎 圭太吉田 照哉氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 500＋101：54．11� 10．5	
35 � サトノジェイド 牝3鹿 55 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 仏 Stall Par-

thenaue 462＋ 21：54．42 16．2

713 シュタインベルガー 牡3青鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B504＋ 21：55．14 7．3�
58 ペネトレーション 牡3黒鹿57 西田雄一郎�G1レーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 510－161：55．31	 159．6�
22 トーアキヨモリ 牡3鹿 57 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 528＋ 6 〃 クビ 14．4
815 タイセイジュピター 牡3鹿 57 大野 拓弥田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 502－ 81：56．15 270．1�
34 ロ セ ウ ス 牝3鹿 55 丸田 恭介吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 402＋ 61：56．2
 45．7�
610 トウショウブランド 牡3青鹿57 的場 勇人トウショウ産業� 的場 均 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 526＋ 81：56．73 21．2�
46 ギプソフィラ 牝3黒鹿55 柴田 大知 �シルクレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B494＋161：58．7大差 265．8�
23 マイベストフェロー 牡3青鹿57 藤岡 佑介 �シルクレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 4 〃 ハナ 118．0�
59 コウヨウハート 牝3栗 55

52 ▲木幡 初也寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 460－ 81：59．33
 272．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，945，700円 複勝： 41，341，600円 枠連： 17，170，600円
馬連： 58，132，400円 馬単： 35，301，100円 ワイド： 30，562，600円
3連複： 74，258，300円 3連単： 105，145，000円 計： 388，857，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 220円 � 170円 � 140円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 770円 �� 580円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 13，810円

票 数

単勝票数 計 269457 的中 � 33098（3番人気）
複勝票数 計 413416 的中 � 40107（4番人気）� 63930（2番人気）� 86612（1番人気）
枠連票数 計 171706 的中 （7－8） 19866（3番人気）
馬連票数 計 581324 的中 �� 33047（3番人気）
馬単票数 計 353011 的中 �� 8257（11番人気）
ワイド票数 計 305626 的中 �� 9647（10番人気）�� 13111（4番人気）�� 23670（1番人気）
3連複票数 計 742583 的中 ��� 29009（2番人気）
3連単票数 計1051450 的中 ��� 5516（26番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．8―12．3―12．5―12．2―12．7―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―35．7―48．0―1：00．5―1：12．7―1：25．4―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エルズミーア �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．5．24 東京5着

2011．4．21生 牡3黒鹿 母 ソーアラート 母母 スペシャルアラート 4戦1勝 賞金 6，760，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイセイジュピター号・ロセウス号・トウショウブランド号・ギプソフィラ号・マイベストフェロー号は，

「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月4日まで平地競走に出走できない。
コウヨウハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月4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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 シェードカーテン号・ママアルパ号・レッドイルヴェント号

2507610月4日 曇 稍重 （26新潟3）第7日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード3：01．4良

46 タマモアルバ 牝4鹿 58 植野 貴也タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 480－ 43：06．4 14．6�
813 ウメジマダイオー 牡5鹿 60 江田 勇亮村田 滋氏 畠山 重則 平取 高橋 啓 510± 03：06．72 19．0�
711� プロジェクトブルー 牡7鹿 60 山本 康志 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 B510－ 23：06．8� 5．7�
11 ミヤビリファイン 牡5青鹿60 石神 深一村上 義勝氏 大久保洋吉 新ひだか 高橋 修 508± 03：06．9� 9．8�
57 ドクタールキア 牝4鹿 58 大江原 圭松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 458＋ 83：07．0� 3．9�
34 ジオメトリー 牡4栗 60 横山 義行池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 492－ 23：08．27 63．7	
33 ニシノファブレッド 牡6鹿 60

57 ▲原田 和真福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 490± 03：08．62� 17．4

45 ニシノジャブラニ 牡6鹿 60 五十嵐雄祐西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 488± 03：09．77 2．6�
69 イゾラベッラ 牡3芦 58 難波 剛健金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 548＋12 〃 ハナ 66．9�
58 リベラルアーツ 	6黒鹿60 高野 和馬�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 474＋143：10．97 23．5
22 � スターファンタジア 牝5黒鹿58 浜野谷憲尚下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 490＋103：13．9大差 188．3�
814 クレバーアポロ 牡5栗 60 鈴木 慶太 �ウエスタンファーム 小西 一男 むかわ 上水牧場 486－ 63：14．43 12．5�
610 メイショウドルセー 牡5黒鹿60 中村 将之松本 好雄氏 武田 博 浦河 三嶋牧場 482± 03：19．4大差 108．4�
712 クリスタルキー 牡3鹿 58 蓑島 靖典北前孔一郎氏 南田美知雄 浦河 村下農場 464＋ 23：23．6大差 259．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，463，300円 複勝： 27，838，800円 枠連： 14，645，600円
馬連： 41，099，900円 馬単： 26，471，700円 ワイド： 21，903，200円
3連複： 57，459，700円 3連単： 87，337，700円 計： 297，219，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 350円 � 460円 � 190円 枠 連（4－8） 990円

馬 連 �� 9，480円 馬 単 �� 18，520円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 1，150円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 14，200円 3 連 単 ��� 130，280円

票 数

単勝票数 計 204633 的中 � 11203（6番人気）
複勝票数 計 278388 的中 � 19528（5番人気）� 13948（9番人気）� 45625（3番人気）
枠連票数 計 146456 的中 （4－8） 11398（4番人気）
馬連票数 計 410999 的中 �� 3359（30番人気）
馬単票数 計 264717 的中 �� 1072（58番人気）
ワイド票数 計 219032 的中 �� 2143（30番人気）�� 4996（16番人気）�� 3921（20番人気）
3連複票数 計 574597 的中 ��� 3034（52番人気）
3連単票数 計 873377 的中 ��� 486（369番人気）
上り 1マイル 1：48．1 4F 53．2－3F 40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモアルバ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．12．16 中京6着

2010．3．26生 牝4鹿 母 チャームピクチャー 母母 サンドピクチャー 障害：4戦1勝 賞金 9，500，000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。
（非抽選馬） 3頭 フリメール号・メイショウイッシン号・リッシュレーヴ号



2507710月4日 雨 稍重 （26新潟3）第7日 第5競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：03．0
1：59．9

良
良

56 ナンヨーテンプル 牡2黒鹿55 柴田 善臣中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 476 ―2：04．8 14．3�
811 カ カ ド ゥ 牡2鹿 55 柴山 雄一�ラ・メール 奥村 武 新ひだか グランド牧場 468 ― 〃 クビ 6．8�
710 アキトプレスト 牡2栗 55 江田 照男岡田 昭利氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B470 ―2：04．9クビ 14．3�
68 スプレンデレ 牡2黒鹿55 三浦 皇成堂守 貴志氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 450 ―2：05．53� 11．8�
67 グランシャリオ 牡2栗 55 田中 勝春村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454 ―2：05．71� 1．8�
79 ハーブガーデン 牝2鹿 54

51 ▲石川裕紀人岡田 繁幸氏 相沢 郁 新冠 コスモヴューファーム 406 ―2：06．12� 148．2	
11 ク ピ ド 牡2鹿 55 小野寺祐太
ミルファーム 伊藤 伸一 新ひだか 友田牧場 468 ― 〃 クビ 102．3�
812 ナモンブライアン 牡2青 55 吉田 豊�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 486 ―2：06．73� 13．1�
22 ナ タ ー ル 牝2青鹿54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―2：06．91� 20．1
55 ゼ ー レ 牡2青 55 戸崎 圭太落合 幸弘氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 430 ―2：07．21� 6．1�
44 コスモツバサ 牡2鹿 55 柴田 大知 
ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 市川牧場 428 ―2：10．3大差 58．8�
33 コ ス モ ソ ル 牡2黒鹿55 黛 弘人岡田 繁幸氏 萱野 浩二 新冠 コスモヴューファーム 454 ―2：10．93� 70．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，739，400円 複勝： 32，586，500円 枠連： 15，047，100円
馬連： 46，185，100円 馬単： 32，496，700円 ワイド： 23，529，200円
3連複： 55，213，200円 3連単： 94，730，400円 計： 326，527，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 350円 � 220円 � 330円 枠 連（5－8） 810円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 9，150円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，200円 �� 940円

3 連 複 ��� 9，700円 3 連 単 ��� 70，150円

票 数

単勝票数 計 267394 的中 � 14909（6番人気）
複勝票数 計 325865 的中 � 22801（7番人気）� 43004（2番人気）� 25031（5番人気）
枠連票数 計 150471 的中 （5－8） 14273（3番人気）
馬連票数 計 461851 的中 �� 10203（12番人気）
馬単票数 計 324967 的中 �� 2662（33番人気）
ワイド票数 計 235292 的中 �� 5347（13番人気）�� 5002（15番人気）�� 6511（10番人気）
3連複票数 計 552132 的中 ��� 4266（28番人気）
3連単票数 計 947304 的中 ��� 979（217番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．2―13．5―13．2―12．7―12．4―12．3―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．3―49．8―1：03．0―1：15．7―1：28．1―1：40．4―1：52．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．7
1
3
・（5，7，9）（6，8）12，11，2，10－1，4－3・（5，7）（9，10）（6，8）（11，12）－（2，4）1＝3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーテンプル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 High Chaparral 初出走

2012．3．24生 牡2黒鹿 母 ハイカックウ 母母 オブザーヴァント 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモソル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月4日まで平地競走に

出走できない。

2507810月4日 曇 不良 （26新潟3）第7日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

22 ボーンレジェンド 牝3鹿 55 柴山 雄一 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 478± 01：11．2 7．6�
35 アサクサレーサー 牡3黒鹿57 三浦 皇成田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 480－ 81：11．41 3．2�
610 クロスカレント 牝3栗 55

52 ▲木幡 初也阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 奥山 博 470＋ 21：12．25 55．7�
47 ナンヨールーク 牡3栗 57 横山 和生中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 496＋ 81：12．52 17．4�
46 アネラノヘア 牝3鹿 55 田中 勝春山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：13．13� 5．0�
713 イミラカチャ 牝3黒鹿55 戸崎 圭太諸江 幸祐氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 436＋ 21：13．41� 4．0	
815 パルティール 牝3栗 55 北村 宏司 
キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 486＋101：13．5� 6．2�
58 ケイブラスト 牡3栗 57 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 458＋ 61：13．6� 66．6�
23 ステラトーキョウ 牝3鹿 55

52 ▲伴 啓太小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 490＋261：14．13 26．7
611 ホッコーザムーン 牝3栗 55 西田雄一郎矢部 道晃氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 446－ 41：16．2大差 122．4�
11 ガストネード 牝3栗 55

52 ▲原田 和真日下部勝德氏 土田 稔 新冠 佐藤 信広 458＋141：16．3� 275．9�
814 マリオンフォンテン 牝3黒鹿55 丸田 恭介吉橋 計氏 石毛 善彦 様似 清水スタッド 460－ 6 〃 アタマ 46．8�
712 リファインド 牝3栗 55

52 ▲井上 敏樹 
シルクレーシング 畠山 吉宏 新ひだか 松田牧場 464 ―1：20．4大差 151．1�
34 ハンプトンローズ 牝3栗 55 伊藤 工真 
シルクレーシング 久保田貴士 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋20 （競走中止） 170．7�
59 シンボリプロスト 牡3鹿 57

54 ▲石川裕紀人シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 B478＋ 4 （競走中止） 33．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，317，300円 複勝： 34，146，600円 枠連： 15，065，100円
馬連： 54，032，100円 馬単： 31，741，200円 ワイド： 25，134，300円
3連複： 64，665，000円 3連単： 97，826，500円 計： 349，928，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 200円 � 180円 � 650円 枠 連（2－3） 1，050円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，480円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 16，140円 3 連 単 ��� 63，830円

票 数

単勝票数 計 273173 的中 � 28474（5番人気）
複勝票数 計 341466 的中 � 49587（5番人気）� 56318（2番人気）� 10510（7番人気）
枠連票数 計 150651 的中 （2－3） 11107（5番人気）
馬連票数 計 540321 的中 �� 34730（5番人気）
馬単票数 計 317412 的中 �� 9221（12番人気）
ワイド票数 計 251343 的中 �� 11749（7番人気）�� 2510（25番人気）�� 2732（22番人気）
3連複票数 計 646650 的中 ��� 3004（54番人気）
3連単票数 計 978265 的中 ��� 1111（185番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―12．5―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．6―47．1―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボーンレジェンド �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．2 東京9着

2011．2．15生 牝3鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 9戦1勝 賞金 11，560，000円
〔発走状況〕 リファインド号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 シンボリプロスト号は，競走中に疾病〔左第1指関節開放性脱臼〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。

ハンプトンローズ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため4コーナー手前で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホッコーザムーン号・マリオンフォンテン号・リファインド号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，平成26年11月4日まで平地競走に出走できない。
ガストネード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月4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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハヤブサショコラ号・メニアオバ号
（非抽選馬） 7頭 ウエスタンバラード号・エアマチルド号・エフティコゼット号・シレーナ号・ディサイド号・ノブジョプリン号・

マツリダバンチョウ号



2507910月4日 晴 稍重 （26新潟3）第7日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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 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
1：44．6
1：43．9

良
良

714 ディアデルレイ 牡3栗 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム 496－ 21：47．9 11．0�
715 シングンジョーカー 牡3黒鹿55 武士沢友治伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 466± 0 〃 アタマ 4．6�
12 バトルジェジェジェ 牝3鹿 53

50 ▲石川裕紀人宮川 秋信氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 452＋ 8 〃 ハナ 8．8�
611 ノーヒッター 牡4黒鹿57 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 468＋101：48．11� 15．0�
24 ツクバアスナロ 牝3鹿 53 吉田 豊荻原 昭二氏 菊沢 隆徳 洞�湖 レイクヴィラファーム 460＋ 61：48．2� 9．5�
35 	 ノアミラクル 牡4鹿 57 江田 照男佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 454＋ 2 〃 ハナ 79．4	
59 ソードラック 牡3鹿 55 柴山 雄一佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 444－ 41：48．3� 10．3

816 ピタゴラスコンマ 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太髙瀬 真尚氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 530＋14 〃 ハナ 71．4�
817 キネオワールド 牡3黒鹿55 戸崎 圭太吉田 千津氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 460± 01：48．72
 3．5�
612 ドリームリヴァール �4黒鹿 57

54 ▲原田 和真セゾンレースホース 池上 昌弘 安平 追分ファーム B450＋121：48．91� 73．2�
36 トウショウプライド 牡4栗 57 大野 拓弥トウショウ産業 武市 康男 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B510＋12 〃 アタマ 41．9�
48 	 ジンライムデザイア 牡3黒鹿 55

52 ▲木幡 初也飯田総一郎氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 458－261：49．11 346．8�
23 アンヴェイルド 牡3鹿 55 三浦 皇成窪田 康志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 496＋ 6 〃 ハナ 17．3�
713 カ ッ テ 牝3黒鹿53 田中 勝春田中 春美氏 宗像 義忠 新ひだか 田中 春美 456＋14 〃 ハナ 149．7�
510 アサクサマジック �5黒鹿57 北村 宏司田原 慶子氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B520＋121：49．63 7．7�
11 	 コスモスパークル 牡3芦 55 柴田 大知岡田 繁幸氏 奥村 武 新冠 ラツキー牧場 500＋241：50．02
 153．6�
818	 スペシャルリッチ 牡4青鹿57 石橋 脩宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 508＋ 21：50．1
 199．9�
47 リアルフレア 牡5栗 57 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 468＋141：50．42 100．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，561，800円 複勝： 51，910，200円 枠連： 24，232，800円
馬連： 77，681，000円 馬単： 38，668，400円 ワイド： 39，190，100円
3連複： 93，174，300円 3連単： 130，397，800円 計： 486，816，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 320円 � 190円 � 270円 枠 連（7－7） 2，960円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 7，010円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，670円 �� 910円

3 連 複 ��� 10，180円 3 連 単 ��� 70，440円

票 数

単勝票数 計 315618 的中 � 22764（7番人気）
複勝票数 計 519102 的中 � 38092（7番人気）� 79724（2番人気）� 49245（4番人気）
枠連票数 計 242328 的中 （7－7） 6331（14番人気）
馬連票数 計 776810 的中 �� 19843（11番人気）
馬単票数 計 386684 的中 �� 4132（29番人気）
ワイド票数 計 391901 的中 �� 9408（13番人気）�� 5911（23番人気）�� 11305（9番人気）
3連複票数 計 931743 的中 ��� 6859（38番人気）
3連単票数 計1303978 的中 ��� 1342（261番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―35．7―47．6―1：00．0―1：12．4―1：24．1―1：35．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアデルレイ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．29 中山1着

2011．2．27生 牡3栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 7戦2勝 賞金 21，691，000円
〔発走状況〕 アサクサマジック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アサクサマジック号は，平成26年10月5日から平成26年11月3日まで出走停止。停止期間の満了

後に開催競馬場で発走調教再審査。
※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 デルマサリーチャン号

2508010月4日 晴 不良 （26新潟3）第7日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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 7，500，000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

611 ブルーボサノヴァ 牝3栗 53 丸田 恭介 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 478± 01：52．1 12．7�
815 アスカクイン 牝3栗 53 吉田 豊上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 468＋ 4 〃 クビ 6．7�
59 ノーブルガイア 牝5黒鹿55 梶 晃啓菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 442＋ 81：52．41� 66．6�
34 ヴァールハイト 牝3黒鹿53 戸崎 圭太 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 458＋ 81：52．71� 2．6�
11 グランドエンジェル 牝3鹿 53 武士沢友治�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440± 01：53．01� 7．7	
814 イタリアンフェッテ 牝3鹿 53 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 406± 01：53．1� 55．3

712 ヒラボクレジーナ 牝3鹿 53

50 ▲石川裕紀人�平田牧場 大竹 正博 日高 下河辺牧場 468－ 61：53．2� 10．2�
46 アイヅラブリー 牝3鹿 53 杉原 誠人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 458＋ 8 〃 ハナ 17．7�
47 デルマハンニャ 牝4鹿 55 柴田 大知浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 448－ 8 〃 ハナ 13．8
35 エスティレジェンド 牝3黒鹿53 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 438－ 41：53．3クビ 24．4�
713 リ ヴ ァ ロ 牝4鹿 55 柴山 雄一四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 450± 01：53．72� 40．7�
610 トクラットリバー 牝4黒鹿 55

52 ▲木幡 初也吉田 勝己氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：54．12� 89．4�
22 オ ク リ モ ノ 牝3栗 53 松岡 正海�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 480＋ 21：54．2� 7．9�
58 フレックスハート 牝4鹿 55 勝浦 正樹保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B470＋ 61：54．94 22．3�
23 ヤマトツバキ 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 490＋161：55．0クビ 357．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，034，600円 複勝： 42，815，900円 枠連： 20，895，200円
馬連： 72，103，100円 馬単： 35，608，700円 ワイド： 35，161，300円
3連複： 86，207，200円 3連単： 115，270，500円 計： 438，096，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 360円 � 250円 � 1，040円 枠 連（6－8） 2，300円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 7，420円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 5，870円 �� 5，580円

3 連 複 ��� 56，120円 3 連 単 ��� 267，000円

票 数

単勝票数 計 300346 的中 � 18849（6番人気）
複勝票数 計 428159 的中 � 31871（6番人気）� 51280（4番人気）� 9235（12番人気）
枠連票数 計 208952 的中 （6－8） 7024（14番人気）
馬連票数 計 721031 的中 �� 15763（12番人気）
馬単票数 計 356087 的中 �� 3596（30番人気）
ワイド票数 計 351613 的中 �� 6972（14番人気）�� 1521（62番人気）�� 1601（60番人気）
3連複票数 計 862072 的中 ��� 1152（168番人気）
3連単票数 計1152705 的中 ��� 313（855番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．3―12．9―12．6―12．5―12．9―12．8―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―35．6―48．5―1：01．1―1：13．6―1：26．5―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
12，2，10（4，8）14（6，15）7（1，5）3，11，13，9
12，2（10，14）4（8，15，5）（7，1，11）6，13（3，9）

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

勝馬の
紹 介

ブルーボサノヴァ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．10．20 東京1着

2011．5．14生 牝3栗 母 トーヨーサンバ 母母 サンダードーム 12戦2勝 賞金 17，500，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トーアコナユキ号・プラウドレガシー号



2508110月4日 曇 稍重 （26新潟3）第7日 第9競走 ��
��1，200�カンナステークス

発走14時35分 （芝・左）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：07．8

良
良

11 サ フ ィ ロ ス 牡2鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：10．6 1．5�
44 オールオブユー 牝2栗 54 戸崎 圭太三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋201：10．7� 9．8�
45 トロピカルガーデン 牝2鹿 54 柴田 善臣田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 472＋ 6 〃 ハナ 22．8�
711 コウソクコーナー 牡2鹿 55 柴田 大知野﨑 昭夫氏 畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム 490＋ 61：10．8	 5．7�
710 タガノアザガル 牡2黒鹿55 藤岡 佑介八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 21：11．12 11．8�
57 エリーティアラ 牝2青鹿54 江田 照男谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 464－ 41：11．2クビ 35．9	
56 ペイシャオブロー 牡2鹿 56 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 490＋ 41：11．52 12．6

813
 ハタノヴォラーレ 牡2鹿 55 北村 宏司 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 430－ 41：11．71 117．7�
33 ヴィクトリースノー 牝2芦 54 石川裕紀人古賀 慎一氏 武井 亮 日高 大江牧場 386± 0 〃 クビ 13．0�
69 リバークルーズ 牝2栗 54 大野 拓弥 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 458＋10 〃 同着 84．6
812 ディアタイガ 牡2栗 55 柴山 雄一ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 桑田フアーム 448＋121：11．8クビ 154．4�
22 イ デ ィ ル 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 21：11．9	 322．1�
68 ホ シ ヅ キ ヨ 牝2鹿 54 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 萩澤 國男 414＋ 21：12．53	 471．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 44，894，800円 複勝： 93，923，700円 枠連： 23，992，800円
馬連： 98，063，500円 馬単： 64，454，800円 ワイド： 40，730，100円
3連複： 104，578，500円 3連単： 235，690，400円 計： 706，328，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 240円 � 340円 枠 連（1－4） 570円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 490円 �� 530円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，380円 3 連 単 ��� 7，890円

票 数

単勝票数 計 448948 的中 � 226611（1番人気）
複勝票数 計 939237 的中 � 571482（1番人気）� 46354（6番人気）� 29803（7番人気）
枠連票数 計 239928 的中 （1－4） 32229（2番人気）
馬連票数 計 980635 的中 �� 79909（4番人気）
馬単票数 計 644548 的中 �� 43495（4番人気）
ワイド票数 計 407301 的中 �� 21931（5番人気）�� 20205（6番人気）�� 7258（18番人気）
3連複票数 計1045785 的中 ��� 23189（15番人気）
3連単票数 計2356904 的中 ��� 21637（28番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．8―12．4―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．8―47．2―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ フ ィ ロ ス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Out of Place デビュー 2014．6．22 函館2着

2012．3．24生 牡2鹿 母 ダークサファイア 母母 Darkest Star 3戦2勝 賞金 23，136，000円
〔制裁〕 トロピカルガーデン号の騎手柴田善臣は，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30，000円。（被害馬：1

番・4番）

2508210月4日 曇 稍重 （26新潟3）第7日 第10競走 ��
��1，800�

ふ る ま ち

古 町 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，1，000万円以下，25．9．28以降26．9．28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 308，000円 88，000円 44，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

710 コーディリア 牝5青 52 石川裕紀人 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム B456＋ 81：47．8 18．2�
69 レコンダイト 牡4黒鹿57．5 北村 宏司金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 456＋ 61：47．9� 6．2�
68 ピ オ ネ ロ 牡3鹿 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 482－ 21：48．0� 2．5�
711 ロジメジャー 牡5黒鹿54 柴田 善臣久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 486± 0 〃 クビ 7．1�
812 シルクキングリー 牡5鹿 55 松岡 正海 �シルクレーシング 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 492＋121：48．1クビ 17．4	
11 アルトゥバン 牡6栗 54 勝浦 正樹�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 496＋101：48．2� 34．5

45 マイネルアウラート 牡3黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 6 〃 クビ 5．0�
22 ヴァンデミエール 牝3鹿 51 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 440± 01：48．3� 51．5�
56 イタリアンネオ 牡3黒鹿54 石橋 脩平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 524± 01：48．51	 12．2
44 
 クリノサンタクルス 牡4鹿 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 川島 良一 466－ 81：48．6� 21．3�
813 マ グ メ ル 牡5鹿 55 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B464－ 41：48．91� 19．9�
33 ノーブルジュピタ 牝4鹿 53 江田 照男吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 秋田牧場 436＋ 2 〃 クビ 86．5�
57 タケルハヤテ 牡6鹿 53 大野 拓弥森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B452－ 81：49．11� 76．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 36，629，800円 複勝： 61，993，200円 枠連： 31，955，300円
馬連： 124，298，200円 馬単： 61，869，500円 ワイド： 50，590，200円
3連複： 140，157，700円 3連単： 226，672，000円 計： 734，165，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 430円 � 180円 � 130円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 6，850円 馬 単 �� 13，350円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 980円 �� 330円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 45，750円

票 数

単勝票数 計 366298 的中 � 16037（7番人気）
複勝票数 計 619932 的中 � 26344（8番人気）� 91459（3番人気）� 156349（1番人気）
枠連票数 計 319553 的中 （6－7） 39088（2番人気）
馬連票数 計1242982 的中 �� 14052（24番人気）
馬単票数 計 618695 的中 �� 3474（43番人気）
ワイド票数 計 505902 的中 �� 5956（25番人気）�� 12606（12番人気）�� 43856（2番人気）
3連複票数 計1401577 的中 ��� 22323（15番人気）
3連単票数 計2266720 的中 ��� 3592（139番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．0―12．6―12．4―12．1―11．3―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―36．7―49．3―1：01．7―1：13．8―1：25．1―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．0
3 10，11（4，6，13）（5，12）（7，9）（1，8）（2，3） 4 10（4，11）6（5，12，13）7（1，8，9）（2，3）

勝馬の
紹 介

コーディリア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．6．24 函館6着

2009．3．19生 牝5青 母 コードネーム 母母 トリッキーコード 21戦3勝 賞金 28，778，000円
〔制裁〕 シルクキングリー号の騎手松岡正海は，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30，000円。（被害馬：8番）



2508310月4日 曇 稍重 （26新潟3）第7日 第11競走 ��
��1，600�

しゅうふう

秋風ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，1，600万円以下，25．9．28以降26．9．28まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬
および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

713 マイネルメリエンダ 牡3栗 55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 468＋ 41：34．0 3．0�

818 マジックタイム 牝3黒鹿53 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 462＋12 〃 クビ 5．1�
715 パワースポット 牝6鹿 53 大野 拓弥�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 470＋ 2 〃 アタマ 12．3�
816 ミヤコマンハッタン 牝5鹿 52 吉田 隼人吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 476－ 61：34．21 49．1�
612 キッズニゴウハン 牡6栗 54 江田 照男瀬谷 	雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 クビ 22．1

35 レッドセシリア 牝4鹿 55 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 436＋ 61：34．3クビ 3．8�
510 テ ン ペ ル 牡6黒鹿55 石橋 脩山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 〃 ハナ 37．6�
48 アールデュラン �5鹿 54 横山 和生星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 B484－ 2 〃 アタマ 78．5
59 エンドレスノット 牝5鹿 53 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 494± 01：34．51 13．0�
23 マイネヒメル 牝5栗 51 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 488＋221：34．71� 131．0�
47 モンストール 牡5鹿 55 丸田 恭介前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 B476－ 81：35．02 22．6�
12 ア ラ フ ネ 牝5栗 53 伊藤 工真�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 464± 01：35．21� 53．8�
11 アイムヒアー 牝6鹿 50 小野寺祐太 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 480＋ 21：35．3	 29．3�
817
 シベリアンスパーブ 牡5鹿 55 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 504＋ 41：35．61� 48．7�
611 セイクレットレーヴ 牡5鹿 57 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 日高 シンコーファーム 458－14 〃 クビ 26．3�
714 ディーエスコンドル 牡6鹿 54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 464± 01：35．7クビ 156．8�
24 ハナノシンノスケ 牡7鹿 53 柴山 雄一池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 492＋ 21：36．02 51．0�
36 オメガホームラン �5芦 54 北村 宏司原 �子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 440＋ 21：37．17 73．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 64，175，000円 複勝： 100，788，100円 枠連： 64，091，800円
馬連： 253，198，900円 馬単： 116，628，000円 ワイド： 101，998，100円
3連複： 325，156，200円 3連単： 518，485，300円 計： 1，544，521，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 200円 � 260円 枠 連（7－8） 610円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 490円 �� 640円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 9，570円

票 数

単勝票数 計 641750 的中 � 169109（1番人気）
複勝票数 計1007881 的中 � 226722（1番人気）� 123178（3番人気）� 84466（4番人気）
枠連票数 計 640918 的中 （7－8） 81378（2番人気）
馬連票数 計2531989 的中 �� 210356（2番人気）
馬単票数 計1166280 的中 �� 56732（3番人気）
ワイド票数 計1019981 的中 �� 55619（2番人気）�� 40818（4番人気）�� 19811（9番人気）
3連複票数 計3251562 的中 ��� 81367（4番人気）
3連単票数 計5184853 的中 ��� 39246（11番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―12．1―12．1―11．6―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―35．0―47．1―59．2―1：10．8―1：21．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F34．8
3 1，3，13（6，16）－9－（8，14）（5，18）（2，11，17）（4，12）10（7，15） 4 1，3（6，13）－16，9－（5，8，14）（2，11，17，18）12，10（4，7，15）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルメリエンダ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．6．30 中京1着

2011．4．6生 牡3栗 母 ホッカイショコラ 母母 ホッカイテースト 13戦4勝 賞金 74，103，000円

2508410月4日 曇 重 （26新潟3）第7日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時25分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

58 ヴ ァ ー ノ ン 牡3栗 55 藤岡 佑介�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 490＋ 81：12．1 4．3�
712� コウギョウサンデー 牡4鹿 57 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 518＋ 2 〃 クビ 7．8�
34 ダイチヴュルデ 牡3鹿 55 武士沢友治 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 434± 0 〃 アタマ 30．5�
47 ロレーヌクロス 牡4鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492－ 61：12．2クビ 6．6�
815 ブ リ ッ ツ 牡3栗 55 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 484＋ 41：12．41� 7．8�
22 ウインネオルーラー 牡3黒鹿55 柴田 大知	ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 480± 01：12．71� 3．7

610 オ ー ド ヴ ィ 牝3黒鹿53 三浦 皇成	ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋191：12．8	 37．2�
713 ゴールドアロー 牡3栗 55 丸田 恭介	ラ・メール 奥村 武 新ひだか 前川 隆則 502± 0 〃 クビ 23．9�
46 � ラ ン ザ ン 牡5栗 57 柴田 善臣橋本 忠雄氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 B492＋ 81：12．9	 16．2
59 ビーチドラゴン 
3黒鹿55 伊藤 工真窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 528＋ 6 〃 クビ 46．0�
35 � タ カ ミ ル 牡5芦 57

54 ▲長岡 禎仁村田 滋氏 畠山 重則 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 508＋ 61：13．11	 147．1�

611 リアリティー 牝4鹿 55 杉原 誠人小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 B474＋ 61：13．31 63．2�
814� クルトメッシュ 牡4黒鹿57 石橋 脩	G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 486－ 41：14．15 80．6�
11 レッドキャンティー 牝3栗 53 戸崎 圭太�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 438± 0 〃 ハナ 9．1�
23 ホワイトクリスマス 牡3芦 55 吉田 隼人岡 浩二氏 中川 公成 新冠 赤石 久夫 498＋ 21：14．31	 41．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，647，200円 複勝： 82，864，000円 枠連： 40，582，700円
馬連： 209，012，200円 馬単： 72，552，900円 ワイド： 71，967，500円
3連複： 193，265，600円 3連単： 310，819，900円 計： 1，032，712，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 220円 � 320円 � 620円 枠 連（5－7） 1，420円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 3，610円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，790円 �� 2，110円

3 連 複 ��� 11，020円 3 連 単 ��� 43，160円

票 数

単勝票数 計 516472 的中 � 94299（2番人気）
複勝票数 計 828640 的中 � 114755（3番人気）� 68007（5番人気）� 30310（8番人気）
枠連票数 計 405827 的中 （5－7） 22143（7番人気）
馬連票数 計2090122 的中 �� 83396（8番人気）
馬単票数 計 725529 的中 �� 15057（11番人気）
ワイド票数 計 719675 的中 �� 26412（6番人気）�� 10144（20番人気）�� 8536（23番人気）
3連複票数 計1932656 的中 ��� 13152（35番人気）
3連単票数 計3108199 的中 ��� 5220（130番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―12．6―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．0―47．6―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ー ノ ン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 エイシンサンディ デビュー 2014．5．3 東京10着

2011．4．11生 牡3栗 母 エイシンサーメット 母母 エイシンスポーケン 6戦2勝 賞金 13，900，000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。
（非抽選馬） 3頭 アスキットキング号・ヴェルフェン号・エトルアンフルール号



（26新潟3）第7日 10月4日（土曜日） 曇時々晴一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 181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

194，620，000円
7，640，000円
1，470，000円
17，230，000円
62，367，000円
5，520，800円
1，737，600円

勝馬投票券売得金
401，935，600円
647，358，200円
304，508，400円
1，137，762，100円
575，740，400円
498，955，400円
1，332，036，800円
2，098，158，700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 6，996，455，600円

総入場人員 10，611名 （有料入場人員 8，790名）
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