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2901310月18日 晴 良 （27新潟3）第2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

59 マザックヤース 牝2鹿 54 松田 大作山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 430＋ 21：12．9 6．9�
22 ビップフウマ 牡2鹿 55

54 ☆松若 風馬鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 522＋261：13．0� 13．0�
713 シゲルヒラマサ 牡2芦 55 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 458± 01：13．1クビ 4．0�
34 ルグランシェクル 牡2黒鹿55 吉田 隼人藤田 岳彦氏 斎藤 誠 日高 木村牧場 B442± 01：13．52� 2．8�
11 カイソクポリス 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 466－ 2 〃 クビ 13．4�
47 ナ ナ エ 牝2鹿 54 原田 和真中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 422＋ 6 〃 クビ 160．6�
46 シゲルシマカツオ 牡2鹿 55

53 △城戸 義政森中 蕃氏 鈴木 孝志 新冠 松本 信行 440＋ 21：13．92� 184．2	
35 イソノヴィグラス 牡2栗 55 中井 裕二磯野 俊雄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 442＋16 〃 アタマ 66．4

58 コウキアツガール 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 458± 01：14．53� 17．8�
814 ブルーフォーユー 牡2鹿 55 的場 勇人上田 忠男氏 的場 均 浦河 近藤牧場 458± 01：14．7� 91．0�
610 ジェイケイウィン 牝2鹿 54 丹内 祐次小谷野次郎氏 本間 忍 新ひだか 藤川フアーム 454－ 21：15．33� 109．7
815 タマモベルガモ 牡2栗 55 三浦 皇成タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 464＋ 81：15．4� 15．3�
611 シ ゲ ル タ イ 牡2鹿 55 横山 和生森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか タイヘイ牧場 B476＋ 81：15．82� 217．5�
712 サムライッコ 牝2青鹿54 津村 明秀西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 426± 0 〃 ハナ 119．3�
23 モ ヒ カ ン 牡2鹿 55 北村 友一内田 玄祥氏 大根田裕之 日高 碧雲牧場 422＋ 21：16．01� 5．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 14，441，800円 複勝： 18，835，300円 枠連： 8，693，700円
馬連： 32，761，400円 馬単： 18，657，500円 ワイド： 18，737，700円
3連複： 52，681，000円 3連単： 62，589，400円 計： 227，397，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 230円 � 410円 � 150円 枠 連（2－5） 920円

馬 連 �� 4，580円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 530円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 34，370円

票 数

単勝票数 計 144418 的中 � 16666（4番人気）
複勝票数 計 188353 的中 � 20768（4番人気）� 9528（7番人気）� 40137（2番人気）
枠連票数 計 86937 的中 （2－5） 7255（5番人気）
馬連票数 計 327614 的中 �� 5532（18番人気）
馬単票数 計 186575 的中 �� 1798（31番人気）
ワイド票数 計 187377 的中 �� 2820（19番人気）�� 9498（4番人気）�� 5800（12番人気）
3連複票数 計 526810 的中 ��� 8477（20番人気）
3連単票数 計 625894 的中 ��� 1320（128番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―12．5―12．4―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―47．3―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．1
3 2，4（9，8）5，14，7（1，13）（6，3）10－（11，12）－15 4 2，4（9，8）－（5，14）（7，13）1－6（3，10）－11，12，15

勝馬の
紹 介

マザックヤース �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．7．25 福島4着

2013．5．3生 牝2鹿 母 イーサンラヴ 母母 アイティーシャイン 4戦1勝 賞金 6，100，000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 シゲルオニアジ号・ポロス号・メイショウヨイチ号

2901410月18日 晴 良 （27新潟3）第2日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時15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

712 フリームーヴメント 牡2栗 55 三浦 皇成ディアレスト 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 442＋ 61：10．0 2．5�
22 タイセイエクレール 牡2鹿 55 松田 大作田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか 藤沢牧場 494－ 61：10．21� 22．6�
34 ジュエリーストーム 牝2鹿 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 21：10．3� 3．0�
47 ビップトイトイトイ 牡2黒鹿55 高倉 稜鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか 田原橋本牧場 478± 01：10．4	 28．6�
815 ワ オ 牝2黒鹿54 菱田 裕二 Him Rock Racing 高橋 康之 浦河 
川 啓一 428－ 6 〃 アタマ 108．7�
814 タニマサガール 牝2鹿 54

53 ☆松若 風馬谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 414－ 21：10．5� 14．5�
11 メイショウウララカ 牝2黒鹿 54

51 ▲
島 克駿松本 好雄氏 坂口 正則 様似 中脇 一幸 406－ 21：10．81	 203．4	
610 ミラクルプリンス 牡2青鹿 55

52 ▲木幡 初也国田 正忠氏 黒岩 陽一 浦河 信成牧場 456＋ 6 〃 ハナ 13．0

713 トウカイメジャー 牝2栗 54 北村 友一内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 460± 0 〃 クビ 7．0�
46 ペルルクロシュ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 444＋ 21：11．01 14．4�
58 カジノクイーン 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 450－ 41：11．1� 92．8
23 ピエナダンディー 牡2黒鹿55 古川 吉洋本谷 兼三氏 浜田多実雄 日高 藤本 友則 490＋ 6 〃 クビ 109．3�
35 マイネルラファル 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 41：11．2クビ 70．7�
59 マイネルアーベント 牡2鹿 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 日高 アイズスタッド株式会社 490± 01：11．41� 26．9�
611 サンメサベルデ 牡2鹿 55

53 △義 英真加藤 信之氏 竹内 正洋 日高 有限会社
ケイズ 492＋ 21：11．5	 124．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，403，300円 複勝： 17，893，500円 枠連： 8，111，400円
馬連： 25，820，700円 馬単： 16，075，600円 ワイド： 15，767，600円
3連複： 36，057，400円 3連単： 48，438，500円 計： 181，568，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 410円 � 130円 枠 連（2－7） 2，330円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 990円 �� 170円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 20，050円

票 数

単勝票数 計 134033 的中 � 42426（1番人気）
複勝票数 計 178935 的中 � 54349（1番人気）� 6292（8番人気）� 40254（2番人気）
枠連票数 計 81114 的中 （2－7） 2694（9番人気）
馬連票数 計 258207 的中 �� 5427（12番人気）
馬単票数 計 160756 的中 �� 2067（22番人気）
ワイド票数 計 157676 的中 �� 3356（13番人気）�� 31737（1番人気）�� 3514（12番人気）
3連複票数 計 360574 的中 ��� 8860（6番人気）
3連単票数 計 484385 的中 ��� 1751（50番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．7―12．2―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．6―46．8―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリームーヴメント �
�
父 ドリームジャーニー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．7．4 函館4着

2013．4．22生 牡2栗 母 コイクレナイ 母母 ワイルドリリー 6戦1勝 賞金 11，900，000円

第３回 新潟競馬 第２日



2901510月18日 晴 良 （27新潟3）第2日 第3競走 ��
��2，000�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
2：03．0
1：59．9

良
良

22 ダンツプリウス 牡2鹿 55
54 ☆松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 504＋222：03．6 3．6�

710 マイネルツィール 牡2鹿 55 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 田湯牧場 B462＋ 22：03．81� 5．9�

811 ルーレットクイーン 牝2栗 54
51 ▲加藤 祥太黒川 哲美氏 武井 亮 浦河 昭和牧場 434－102：04．01� 59．9�

55 マルカベッカム 牡2鹿 55 吉田 隼人日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 496＋102：04．1� 2．9�
33 コスモブランカ 牡2黒鹿55 津村 明秀岡田 繁幸氏 中舘 英二 日高 長田ファーム 448＋ 22：04．2� 34．3�
56 アイアンマン 牡2鹿 55

52 ▲	島 克駿杉山 忠国氏 池江 泰寿 新ひだか 明治牧場 448＋ 4 〃 ハナ 4．3	
67 ジャンボスピリット 牝2栗 54 中井 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 450－ 82：04．3� 42．9

812 タンブリンマン 牡2鹿 55 中谷 雄太松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 452＋ 22：04．93� 8．6�
11 コスモラフム 牡2栗 55

52 ▲木幡 初也 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 8 〃 クビ 48．4
79 ウインブルースカイ 牡2栗 55 丹内 祐次�ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 456＋202：06．28 113．7�
44 コスモライフワーク 牡2鹿 55 高倉 稜 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム B456＋ 22：07．79 56．9�
68 パームハート 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B488＋ 22：07．8� 203．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 13，726，100円 複勝： 18，389，700円 枠連： 7，574，600円
馬連： 24，436，800円 馬単： 14，677，300円 ワイド： 14，936，800円
3連複： 35，206，100円 3連単： 53，179，800円 計： 182，127，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 190円 � 1，260円 枠 連（2－7） 1，020円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 480円 �� 2，790円 �� 4，900円

3 連 複 ��� 18，020円 3 連 単 ��� 41，540円

票 数

単勝票数 計 137261 的中 � 29848（2番人気）
複勝票数 計 183897 的中 � 43237（1番人気）� 26648（4番人気）� 2509（10番人気）
枠連票数 計 75746 的中 （2－7） 5719（5番人気）
馬連票数 計 244368 的中 �� 22011（4番人気）
馬単票数 計 146773 的中 �� 6775（5番人気）
ワイド票数 計 149368 的中 �� 8795（5番人気）�� 1315（29番人気）�� 741（37番人気）
3連複票数 計 352061 的中 ��� 1465（49番人気）
3連単票数 計 531798 的中 ��� 928（124番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―12．7―14．2―12．3―12．5―12．7―12．4―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．0―35．7―49．9―1：02．2―1：14．7―1：27．4―1：39．8―1：51．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツプリウス �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2015．6．21 阪神4着

2013．3．1生 牡2鹿 母 ストロングレダ 母母 ハートオンウェーブ 4戦1勝 賞金 9，400，000円

2901610月18日 晴 良 （27新潟3）第2日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走11時10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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

56 ビジューミニョン 牝3青鹿 53
50 ▲加藤 祥太 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 464＋ 61：53．2 16．5�

68 エグランティーナ 牝3黒鹿53 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 518＋ 21：53．3� 2．6�
710 ル ア ノ ヴ ァ 牝4鹿 55 津村 明秀�ノースヒルズ �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 428± 01：54．15 53．0�
711 レーヌドオリエント 牝3鹿 53 勝浦 正樹�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－ 61：54．2� 7．1�
33 ユアザイオン 牝3黒鹿53 嶋田 純次ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B492＋ 21：54．3� 9．8	
44 デューイハミテージ 牝3鹿 53 柴田 未崎長井 純一氏 田所 秀孝 新ひだか 池田牧場 446－ 41：54．4� 62．7

69 カノンブルー 牝3鹿 53

50 ▲伴 啓太 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 442± 01：54．5� 17．7�
11 マッカナバラ 牝3芦 53 松田 大作�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 452± 01：54．6� 55．5�
22 パパラヴズマンボ 牝3青鹿53 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 430－ 4 〃 アタマ 15．3
813 ディオーサシチー 牝5鹿 55

52 ▲木幡 初也 �友駿ホースクラブ 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 476＋ 21：54．7� 11．0�
57 サンレイフローラ 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B454－ 21：54．8� 12．5�
45 ガラドリエル 牝3栗 53

52 ☆松若 風馬�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 504＋101：54．9� 4．6�
812 セ ン リ ツ 牝3青鹿53 伊藤 工真井山 登氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 474± 01：55．21� 75．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，118，500円 複勝： 24，933，700円 枠連： 8，361，800円
馬連： 31，227，500円 馬単： 17，215，200円 ワイド： 20，078，000円
3連複： 44，857，600円 3連単： 59，070，000円 計： 222，862，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 500円 � 130円 � 860円 枠 連（5－6） 890円

馬 連 �� 2，380円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 9，850円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 28，580円 3 連 単 ��� 103，440円

票 数

単勝票数 計 171185 的中 � 8265（8番人気）
複勝票数 計 249337 的中 � 10118（9番人気）� 73019（1番人気）� 5478（10番人気）
枠連票数 計 83618 的中 （5－6） 7279（3番人気）
馬連票数 計 312275 的中 �� 10161（7番人気）
馬単票数 計 172152 的中 �� 2439（15番人気）
ワイド票数 計 200780 的中 �� 5325（11番人気）�� 508（66番人気）�� 2768（24番人気）
3連複票数 計 448576 的中 ��� 1177（88番人気）
3連単票数 計 590700 的中 ��� 414（345番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．7―13．2―12．9―12．6―12．8―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．9―50．1―1：03．0―1：15．6―1：28．4―1：40．7

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

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

勝馬の
紹 介

ビジューミニョン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2014．7．6 中京7着

2012．2．11生 牝3青鹿 母 キュートエンブレム 母母 サクラサクⅡ 11戦2勝 賞金 14，980，000円



2901710月18日 晴 良 （27新潟3）第2日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時00分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

712� アポロテキサス 牡2鹿 55 菱田 裕二アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.
Thompson Jr. 484 ―1：12．7 3．6�

611 ドライヴナイト 牡2黒鹿55 北村 友一桂土地� 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 500 ―1：13．23 9．1�
59 ヘイハチハピネス 牝2鹿 54 中井 裕二伊藤 貴憲氏 作田 誠二 新ひだか 下屋敷牧場 430 ―1：14．26 36．0�
46 � サーブルクーリール 牝2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太吉田 和子氏 久保田貴士 米 Audley End 468 ―1：14．62� 6．7�
814 プリンシアラッテオ 牝2青鹿54 三浦 皇成芳川 貴行氏 手塚 貴久 浦河 高村牧場 458 ―1：14．7	 7．4�
22 ナンゴクロックオン 牡2栗 55 柴田 未崎渡 義光氏 
島 一歩 宮崎 田上 勝雄 450 ― 〃 クビ 73．3	
58 ヴィシュトリア 牡2黒鹿 55

54 ☆松若 風馬棚網 基己氏 田所 秀孝 新ひだか 千代田牧場 452 ―1：14．91� 21．2

47 セイントシャイニー 牡2青鹿55 丹内 祐次八巻 弘一氏 菅原 泰夫 白老 習志野牧場 476 ―1：15．32� 70．0�
35 セトノチェーサー 牡2芦 55 伊藤 工真難波 澄子氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 472 ―1：15．4� 71．8�
23 タガノアクセント 牡2黒鹿 55

52 ▲
島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 浦河 富田牧場 510 ―1：15．72 26．8
34 アタックガール 牝2青鹿 54

52 △義 英真長塩 豊氏 飯田 祐史 日高 幾千世牧場 444 ―1：16．12� 5．2�
815 ニシノディアマン 牡2鹿 55 嶋田 純次西村 亮二氏 武井 亮 新冠 森永 聡 466 ― 〃 クビ 37．0�
610 エンゼルトリック 牝2黒鹿54 吉田 隼人泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 468 ―1：16．95 15．5�
713 シゲルイナダ 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太森中 蕃氏 松永 康利 浦河 三好牧場 446 ―1：17．11� 85．0�
11 タガノボワテュール 牝2栗 54 古川 吉洋八木 良司氏 高橋 亮 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 432 ―1：17．2� 7．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，292，600円 複勝： 19，159，300円 枠連： 9，255，200円
馬連： 27，744，000円 馬単： 16，209，800円 ワイド： 17，741，200円
3連複： 39，615，900円 3連単： 46，872，500円 計： 191，890，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 320円 � 530円 枠 連（6－7） 940円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，930円 �� 4，880円

3 連 複 ��� 20，020円 3 連 単 ��� 74，190円

票 数

単勝票数 計 152926 的中 � 33648（1番人気）
複勝票数 計 191593 的中 � 40424（1番人気）� 13902（6番人気）� 7614（8番人気）
枠連票数 計 92552 的中 （6－7） 7564（1番人気）
馬連票数 計 277440 的中 �� 11824（6番人気）
馬単票数 計 162098 的中 �� 4432（7番人気）
ワイド票数 計 177412 的中 �� 7158（4番人気）�� 2319（23番人気）�� 897（51番人気）
3連複票数 計 396159 的中 ��� 1484（69番人気）
3連単票数 計 468725 的中 ��� 458（229番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．0―13．0―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．5―48．5―1：00．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロテキサス �
�
父 Colonel John �

�
母父 Pulpit 初出走

2013．3．16生 牡2鹿 母 Bible Belt 母母 Buckeye Search 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2901810月18日 晴 良 （27新潟3）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走12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 7，000，000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
1：44．6
1：43．9

良
良

817 ジョーアラタ 牡3鹿 55 三浦 皇成上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 平野牧場 480± 01：46．8 3．3�
713 フォルシャー 牡4栗 57 中谷 雄太 �社台レースホース高野 友和 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476± 01：47．11� 41．2�
714 マイネルネーベル 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 2 〃 クビ 15．0�
818 ミッキーカーニバル 牝3鹿 53 菱田 裕二野田みづき氏 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 476± 01：47．2クビ 7．7�
23 ウェスタールンド 牡3栗 55

54 ☆松若 風馬 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：47．3� 4．6	
612	 シゲルエベッサン 牡3鹿 55 古川 吉洋森中 蕃氏 木原 一良 米 Paca Paca

Farm 486＋ 2 〃 クビ 12．4

816 ロードグリッター 牡3栗 55 北村 友一 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 494＋161：47．4クビ 29．7�
12 シンボリネルソン 牡4黒鹿57 吉田 隼人シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 430± 01：47．5
 72．9�
36 	 エーシンサファイア 牝5鹿 55 松田 大作�栄進堂 野中 賢二 米 Woodford Thor-

oughbreds, LLC 494－ 2 〃 クビ 7．6
47 ハイドンセット 牡3鹿 55

52 ▲伴 啓太池谷 誠一氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 458－121：47．6
 20．3�
24 タルトオポム 牡4黒鹿57 杉原 誠人窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 446－ 8 〃 クビ 56．3�
59 サーサルヴァトーレ 牡3黒鹿55 津村 明秀 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 488＋ 2 〃 ハナ 8．2�
35 メモリーデシジョン �3栗 55 荻野 琢真�シンザンクラブ 角田 晃一 浦河 谷川牧場 468－ 21：47．7クビ 40．6�
11 � トスカニーニ 牡5鹿 57

54 ▲加藤 祥太田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 456＋10 〃 クビ 95．3�
510� テーオークリスエス 牡5鹿 57 横山 和生小笹 公也氏 小野 次郎 日高 ヤナガワ牧場 506－ 71：48．33
 65．1�
48 パイロキシン 牡3栗 55 村田 一誠加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 482＋ 41：48．4クビ 88．7�
715 ディアプリンセス 牝5黒鹿55 中井 裕二栗本 博晴氏 飯田 雄三 日高 松平牧場 466－ 21：48．61
 363．5�
611 サンアグライア 牝4鹿 55 西村 太一ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 平取 高橋 幸男 458＋ 61：51．3大差 129．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，225，100円 複勝： 23，468，800円 枠連： 11，100，500円
馬連： 37，935，700円 馬単： 16，075，100円 ワイド： 20，381，300円
3連複： 48，880，600円 3連単： 57，413，600円 計： 232，480，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 180円 � 910円 � 350円 枠 連（7－8） 900円

馬 連 �� 9，200円 馬 単 �� 13，880円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 1，050円 �� 3，920円

3 連 複 ��� 20，270円 3 連 単 ��� 112，190円

票 数

単勝票数 計 172251 的中 � 40859（1番人気）
複勝票数 計 234688 的中 � 43283（1番人気）� 5425（10番人気）� 16218（7番人気）
枠連票数 計 111005 的中 （7－8） 9543（4番人気）
馬連票数 計 379357 的中 �� 3195（27番人気）
馬単票数 計 160751 的中 �� 868（48番人気）
ワイド票数 計 203813 的中 �� 1881（27番人気）�� 5185（10番人気）�� 1312（40番人気）
3連複票数 計 488806 的中 ��� 1808（60番人気）
3連単票数 計 574136 的中 ��� 371（325番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．6―12．5―12．1―12．3―11．6―10．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―35．7―48．2―1：00．3―1：12．6―1：24．2―1：34．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーアラタ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2014．8．17 新潟4着

2012．3．12生 牡3鹿 母 ジョーフュージョン 母母 ジョーエスペランス 11戦2勝 賞金 18，942，000円
〔制裁〕 ロードグリッター号の騎手北村友一は，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：9番）

フォルシャー号の騎手中谷雄太は，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：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンアグライア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月18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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブラックムーン号
（非抽選馬） 1頭 タガノレグルス号



2901910月18日 晴 良 （27新潟3）第2日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時00分 （ダート・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 7，000，000円 2，300，000
2，300，000

円
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 ラフィネシチー 牝4青鹿 55
52 ▲加藤 祥太 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 462＋101：11．7 4．0�

22 ザショットアロー 牡5鹿 57
54 ▲木幡 初也�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 512＋ 41：11．8� 11．0�

712 マ ー シ レ ス 牡4栗 57
55 △義 英真窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 466－ 6 〃 同着 5．2�

814 ゴマスリオトコ 牡3黒鹿 55
54 ☆松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 514＋ 21：12．22� 4．3�

58 メランコリア 牝3栗 53 西村 太一�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 476＋ 2 〃 アタマ 15．6	
611� ウインオーラム 牡6栗 57

54 ▲伴 啓太�ウイン 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 B512＋ 21：12．3� 9．5

47 � ジュエルプラネット �4鹿 57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 446± 01：12．4� 7．7�
23 レ デ ィ ー 牝5鹿 55

52 ▲�島 克駿土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 456－ 21：12．5クビ 48．0�
59 ゼンノステルス 牡4芦 57

56 ☆岩崎 翼大迫久美子氏 南井 克巳 新冠 村上 欽哉 464± 01：12．92� 31．7
34 スイートガーデン 牝4鹿 55 原田 和真田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 498＋ 21：13．0クビ 25．1�
11 カジノプレイヤー 牡3栗 55

53 △城戸 義政吉田 照哉氏 本田 優 千歳 社台ファーム 452－12 〃 アタマ 53．9�
713 サクセスコード 牡4黒鹿57 嶋田 純次吉田 晴哉氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 500＋ 6 〃 ハナ 55．9�
35 ボストンヴィーナス 牝3黒鹿53 長岡 禎仁ボストンホース� 柄崎 孝 安平 吉田牧場 476＋16 〃 ハナ 43．3�
610� ミッキーナイト 牡4栗 57 水口 優也野田みづき氏 高橋 康之 新ひだか 矢野牧場 462－ 61：13．53 120．0�
815 ショウナンライム 牝3青鹿53 横山 和生�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 488－ 21：13．6� 28．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，411，900円 複勝： 20，762，900円 枠連： 10，570，600円
馬連： 31，947，600円 馬単： 16，602，100円 ワイド： 20，324，400円
3連複： 44，088，100円 3連単： 56，032，500円 計： 216，740，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 �
�

260円
250円 枠 連（2－4）（4－7）

580円
440円

馬 連 ��
��

980円
580円 馬 単 ��

��
1，700円
1，120円

ワ イ ド ��
��

740円
540円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ���
���

8，790円
7，260円

票 数

単勝票数 計 164119 的中 � 32328（1番人気）
複勝票数 計 207629 的中 � 39889（1番人気）� 18356（6番人気）� 20164（5番人気）
枠連票数 計 105706 的中 （2－4） 6858（4番人気）（4－7） 9532（2番人気）
馬連票数 計 319476 的中 �� 12138（8番人気）�� 21936（2番人気）
馬単票数 計 166021 的中 �� 3603（12番人気）�� 5597（4番人気）
ワイド票数 計 203244 的中 �� 7052（8番人気）�� 9954（3番人気）�� 4645（12番人気）
3連複票数 計 440881 的中 ��� 9620（6番人気）
3連単票数 計 560325 的中 ��� 2308（33番人気）��� 2800（22番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．9―12．6―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―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4F48．6―3F36．7
3 ・（12，15）（5，11）（3，4，6）（2，9）14（1，8，13）7，10 4 ・（12，15）11（5，4，6）（3，2，9）（1，8，14）（7，13）10

勝馬の
紹 介

ラフィネシチー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．11．9 京都1着

2011．4．30生 牝4青鹿 母 レディクラシック 母母 タケバンザイ 11戦3勝 賞金 22，800，000円

2902010月18日 晴 良 （27新潟3）第2日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

713 スマートエビデンス 牡4鹿 57
54 ▲�島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 524＋ 8 54．8 3．1�

23 タカラジャンヌ 牝4鹿 55 村田 一誠村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 430＋10 55．65 22．1�
818 メッサーウイング 牝3栗 53 菱田 裕二野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム B446＋ 4 55．7� 10．4�
714 クラウンノキミ 牡3黒鹿55 吉田 隼人�クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 490＋ 6 55．8クビ 10．1�
816 インヴォーク 牝4栗 55

54 ☆松若 風馬�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 422＋ 4 〃 クビ 3．8�
817 ケンタッキーミント 牝4青鹿55 三浦 皇成長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 494＋12 55．9� 55．3	
611� クリノハッチャン 牝4鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 460－ 2 〃 アタマ 6．0

24 � トゥルーカラーズ 牝5鹿 55 津村 明秀畑佐 博氏 岩戸 孝樹 浦河 富田牧場 428－ 2 56．0クビ 44．3�
47 ミュゼミランダ 牝4栗 55

53 △城戸 義政坂本 肇氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 440± 0 〃 ハナ 93．1�
11 � シャドウリーフ 牝4栗 55

52 ▲木幡 初也飯塚 知一氏 勢司 和浩 平取 坂東牧場 452＋ 6 〃 クビ 26．5
612 ナ ン プ ー 牡5鹿 57 中井 裕二蛭川 年明氏 中内田充正 新ひだか 田中 春美 478－12 56．1クビ 57．1�
510� シンボリゾンネ 牡7栗 57 大庭 和弥シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 530－ 2 56．2� 96．9�
35 ロードワイルド 牡3鹿 55

53 △義 英真 �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 440＋ 8 56．3� 145．3�
36 ヴィクトリースノー 牝3芦 53

50 ▲伴 啓太古賀 慎一氏 武井 亮 日高 大江牧場 B390－ 2 〃 アタマ 16．6�
12 ケイエスポーラ 牡4鹿 57 勝浦 正樹キヨシサービス� 高橋 義忠 日高 高柳 隆男 474－ 4 〃 ハナ 60．6�
715� プレシャスベガ 牝4黒鹿 55

52 ▲加藤 祥太杉山 忠国氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B454－18 56．4	 48．1�

59 アグネスリュシアン 牝3鹿 53 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 日高 天羽牧場 464＋ 6 56．71� 34．1�
48 マイネパシオーネ 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 6 57．33	 52．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，735，900円 複勝： 22，917，600円 枠連： 15，286，300円
馬連： 43，371，700円 馬単： 21，205，900円 ワイド： 24，606，900円
3連複： 66，401，400円 3連単： 81，485，100円 計： 294，010，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 170円 � 530円 � 280円 枠 連（2－7） 1，830円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 7，740円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 780円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 16，400円 3 連 単 ��� 69，420円

票 数

単勝票数 計 187359 的中 � 47255（1番人気）
複勝票数 計 229176 的中 � 45392（1番人気）� 9046（7番人気）� 19902（4番人気）
枠連票数 計 152863 的中 （2－7） 6442（7番人気）
馬連票数 計 433717 的中 �� 7817（10番人気）
馬単票数 計 212059 的中 �� 2054（22番人気）
ワイド票数 計 246069 的中 �� 3615（13番人気）�� 8445（6番人気）�� 1453（43番人気）
3連複票数 計 664014 的中 ��� 3035（45番人気）
3連単票数 計 814851 的中 ��� 851（179番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．6―10．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―32．9―43．2

上り4F42．8－3F32．5
勝馬の
紹 介

スマートエビデンス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．6．22 阪神4着

2011．2．28生 牡4鹿 母 マルハチリプリー 母母 トリプルエンコア 19戦3勝 賞金 33，250，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アルマクレヨン号・ノーブルサイレンス号・ルネッタアスール号
（非抽選馬） 3頭 ヴァッフシュテルケ号・ココロノママニ号・ハギノソフィア号



2902110月18日 晴 良 （27新潟3）第2日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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

45 カレングラスジョー 牡5栗 57
54 ▲�島 克駿鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 524＋ 61：52．9 2．6�

69 プレジールシチー 牡4黒鹿57 勝浦 正樹 �友駿ホースクラブ 田村 康仁 日高 幾千世牧場 492± 0 〃 クビ 11．1�
11 マイネルネッツ 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 478－ 21：53．11� 9．7�
33 エ イ ム ハ イ 牡3鹿 55 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 61：53．52� 4．4�
22 ジュガンティーヤ 牡4青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B526＋ 81：54．13� 62．8	
68 	 パラティーノ 牡6黒鹿57 水口 優也村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 528± 01：54．2クビ 13．5

56 ディプロイディ 牡3黒鹿55 小野寺祐太加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 554＋10 〃 クビ 62．1�
710	 サクラテイオー 牡6青鹿 57

54 ▲加藤 祥太�谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 486＋ 21：54．3クビ 16．2�
812 スズカリバー 牡3鹿 55 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B476－161：54．61
 5．3
711 コピーライター �5鹿 57 小坂 忠士グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 504± 01：55．13 53．7�
813 ダノンアイガー 牡5芦 57

54 ▲伴 啓太�ダノックス 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 516＋ 41：55．31� 19．0�
44 ゴールデンアタック 牡7栗 57 松田 大作�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 470－221：55．83 46．4�
57 タイセイポラリス 牡5栗 57

54 ▲木幡 初也田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 466－121：57．18 134．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，250，300円 複勝： 24，530，300円 枠連： 12，815，500円
馬連： 40，700，600円 馬単： 24，141，900円 ワイド： 23，888，000円
3連複： 58，220，800円 3連単： 82，046，800円 計： 285，594，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 310円 � 250円 枠 連（4－6） 600円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 610円 �� 610円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 3，970円 3 連 単 ��� 15，110円

票 数

単勝票数 計 192503 的中 � 58282（1番人気）
複勝票数 計 245303 的中 � 57313（1番人気）� 16656（6番人気）� 23228（4番人気）
枠連票数 計 128155 的中 （4－6） 16355（2番人気）
馬連票数 計 407006 的中 �� 21886（5番人気）
馬単票数 計 241419 的中 �� 7757（6番人気）
ワイド票数 計 238880 的中 �� 10357（4番人気）�� 10281（5番人気）�� 4103（18番人気）
3連複票数 計 582208 的中 ��� 10980（9番人気）
3連単票数 計 820468 的中 ��� 3935（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．1―50．2―1：03．0―1：15．5―1：28．0―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カレングラスジョー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．11．18 京都3着

2010．2．6生 牡5栗 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 22戦2勝 賞金 37，550，000円

2902210月18日 晴 良 （27新潟3）第2日 第10競走 ��2，000�
あ わ し ま

粟 島 特 別
発走14時40分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 357，000円 102，000円 51，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

34 ワーキングプライド 牝3鹿 53 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496－ 81：59．9 4．0�

610 ブルックデイル 牝3青鹿53 吉田 隼人 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B452－ 42：00．11� 20．1�
69 ハッピーユニバンス 牝3黒鹿53 津村 明秀亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 460＋182：00．31� 5．5�
46 サダムブルーハワイ 牝3鹿 53 北村 友一大西 定氏 藤岡 健一 浦河 桑田牧場 478－ 6 〃 クビ 8．1�
814 プレシャスメイト 牝3鹿 53 松田 大作飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 452－ 42：00．51 4．3�
45 ヤマニンエルフィン 牝4鹿 55 高倉 稜土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 466－ 42：00．81� 7．7	
22 インプレショニスト 牝5鹿 55 中谷 雄太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：01．01� 11．3

33 ハッピーセーラー 牝4鹿 55 横山 和生合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 B496± 0 〃 ハナ 110．9�
11 コルヌコピア 牝3黒鹿53 勝浦 正樹池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 444＋ 62：01．1クビ 15．8�
711 コスモメリー 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 450＋102：01．31� 18．3
58 コスモチョコレイ 牝4黒鹿55 荻野 琢真 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 452＋ 4 〃 アタマ 34．7�
813 ガーリッシュハート 牝4鹿 55 松若 風馬 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 466＋ 22：01．61� 33．4�
712 コスモツケマ 牝4鹿 55 中井 裕二 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 460－ 82：01．7� 134．7�
57 	 クリノチョモラーリ 牝5栗 55 的場 勇人栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 468＋ 22：01．8クビ 132．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，280，600円 複勝： 33，053，600円 枠連： 16，065，200円
馬連： 68，280，800円 馬単： 34，812，600円 ワイド： 33，704，300円
3連複： 92，507，800円 3連単： 122，433，500円 計： 425，138，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 500円 � 230円 枠 連（3－6） 1，180円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 7，910円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 570円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 11，250円 3 連 単 ��� 61，680円

票 数

単勝票数 計 242806 的中 � 48209（1番人気）
複勝票数 計 330536 的中 � 54946（2番人気）� 14078（9番人気）� 38874（3番人気）
枠連票数 計 160652 的中 （3－6） 10498（6番人気）
馬連票数 計 682808 的中 �� 10246（22番人気）
馬単票数 計 348126 的中 �� 3298（38番人気）
ワイド票数 計 337043 的中 �� 4859（22番人気）�� 16110（3番人気）�� 4209（28番人気）
3連複票数 計 925078 的中 ��� 6165（46番人気）
3連単票数 計1224335 的中 ��� 1439（247番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．7―11．7―12．7―13．1―12．6―11．9―10．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―35．9―47．6―1：00．3―1：13．4―1：26．0―1：37．9―1：48．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワーキングプライド �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．11．9 京都2着

2012．2．18生 牝3鹿 母 ワーキングウーマン 母母 ワーキングイオン 9戦2勝 賞金 22，757，000円
〔制裁〕 ワーキングプライド号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14

番）
※出走取消馬 キュリオスティー号（疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため）



2902310月18日 晴 良 （27新潟3）第2日 第11競走 ��
��1，400�

しんえつ

信越ステークス
発走15時20分 （芝・左）
3歳以上，26．10．18以降27．10．12まで1回以上出走馬，除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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
1：19．0
1：19．0

良
良

611 ダノンプログラマー �9青鹿54 松若 風馬�ダノックス 千田 輝彦 追分 追分ファーム 472± 01：20．5 13．5�
510 ニ ン ジ ャ 牡6鹿 53 義 英真ロイヤルパーク 宮 徹 新ひだか 土居 忠吉 470＋ 61：20．6� 56．0�
714 タガノブルグ 牡4鹿 54 北村 友一八木 秀之氏 	島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452＋ 61：20．7� 7．8�
11 ペ ル フ ィ カ 牝3黒鹿51 菱田 裕二前田 幸治氏 岡田 稲男 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438－ 4 〃 クビ 13．9�
47 アミカブルナンバー 牝6鹿 52 勝浦 正樹池谷 誠一氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 458－101：20．8クビ 30．5�
12 シンボリディスコ 牡5栗 54 伴 啓太シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 492＋10 〃 アタマ 7．4	
48 マテンロウハピネス 牡3鹿 53 古川 吉洋寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B450± 0 〃 アタマ 13．4

35 オ リ ー ビ ン 牡6栗 56 高倉 稜吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 ハナ 27．6�
59 ア フ ォ ー ド 牡7鹿 56 村田 一誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 ノースヒルズマネジメント 474＋ 81：21．0� 14．8�
715 ニシノビークイック 牡6栗 53 杉原 誠人西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 492＋ 8 〃 クビ 71．8
817 サ フ ィ ロ ス 牡3鹿 53 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 482＋ 21：21．31� 3．5�
713 プリムラブルガリス 牡5鹿 55 松田 大作吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 480－10 〃 クビ 17．8�
818 フレイムヘイロー �7栗 55 木幡 初也�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 486＋121：21．62 59．6�
612
 コウヨウアレス 牡6青鹿54 津村 明秀�谷川牧場 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 488＋ 61：21．7クビ 25．5�
36 サクラアドニス 牡7黒鹿55 中谷 雄太�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 456－ 21：21．91� 56．0�
23 セカンドテーブル 牡3栗 53 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 日高 川島 良一 454＋ 81：22．0クビ 28．5�
24 ゼ ウ ス 牡5鹿 54 吉田 隼人杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新ひだか 久井牧場 492＋ 2 〃 ハナ 6．7�
816 シャイニーホーク 牡7栗 54 的場 勇人小林 昌志氏 田中 剛 平取 雅 牧場 512－161：22．21� 161．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 47，009，400円 複勝： 64，648，300円 枠連： 44，683，300円
馬連： 177，263，500円 馬単： 72，613，400円 ワイド： 78，939，900円
3連複： 263，242，900円 3連単： 345，490，400円 計： 1，093，891，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 380円 � 1，240円 � 240円 枠 連（5－6） 5，320円

馬 連 �� 44，040円 馬 単 �� 73，590円

ワ イ ド �� 9，840円 �� 1，140円 �� 8，330円

3 連 複 ��� 92，340円 3 連 単 ��� 701，620円

票 数

単勝票数 計 470094 的中 � 27834（6番人気）
複勝票数 計 646483 的中 � 45047（5番人気）� 11683（15番人気）� 80732（2番人気）
枠連票数 計 446833 的中 （5－6） 6498（25番人気）
馬連票数 計1772635 的中 �� 3119（101番人気）
馬単票数 計 726134 的中 �� 740（191番人気）
ワイド票数 計 789399 的中 �� 2027（97番人気）�� 18610（6番人気）�� 2397（91番人気）
3連複票数 計2632429 的中 ��� 2138（279番人気）
3連単票数 計3454904 的中 ��� 357（1955番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―11．0―11．4―12．0―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．6―33．6―45．0―57．0―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンプログラマー �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2008．11．2 京都4着

2006．2．4生 �9青鹿 母 クリックヒア 母母 ニュースヴァリュー 46戦7勝 賞金 150，052，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アメージングタクト号・クラージュドール号・ナリタポセイドン号・バクシンテイオー号・マイネルエテルネル号・

リヴェレンテ号

2902410月18日 晴 良 （27新潟3）第2日 第12競走 ��
��1，200�

と や の

鳥 屋 野 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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 553，000円 158，000円 79，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

817 コスモドーム 牡4鹿 57 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 508＋101：09．0 12．8�
714 マズイマズイウマイ 牡3栗 55 松若 風馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 500＋ 81：09．1� 25．4�
510 ベルリネッタ 牡4鹿 57 丹内 祐次大久保和夫氏 田中 章博 新冠 八木農場 458－ 6 〃 ハナ 7．9�
24 オートクレール 牝4栗 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 中野 栄治 日高 出口牧場 432＋ 21：09．2� 3．9�
12 オトコギマサムネ 牡4鹿 57 中谷 雄太塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 494＋ 6 〃 クビ 10．3�
59 グレイトチャーター 牡3鹿 55 岩崎 翼	ノースヒルズ 	島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋161：09．3
 8．1

48 メイショウキリサメ 牡3黒鹿55 高倉 稜松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B484＋ 6 〃 ハナ 13．9�
816 マルクナッテ 牝4栗 55 	島 克駿小田切有一氏 谷 潔 新ひだか 木下牧場 416± 01：09．4
 26．2�
715� サダムリスペクト 牡3鹿 55 三浦 皇成大西美生子氏 本間 忍 新ひだか 神垣 道弘 458± 0 〃 ハナ 5．8
11 ミリオンフレッシュ 牡5黒鹿57 北村 友一田畑 利彦氏 本田 優 新ひだか 真歌田中牧場 484－ 41：09．61� 57．0�
23 � エンジェルミディ 牝4栗 55 津村 明秀	G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 514－ 21：09．81 23．8�
47 ブラウンカイ 牡4鹿 57 勝浦 正樹キャピタルクラブ 武藤 善則 新ひだか 沖田 博志 474＋10 〃 アタマ 16．8�
713 ラブリープラネット 牡4栗 57 菱田 裕二三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 470－101：10．01 13．9�
35 ファイナルブロー 牡4鹿 57 横山 和生 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 424± 0 〃 ハナ 62．0�
36 メイショウカイモン 4鹿 57 村田 一誠松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 468＋121：10．32 89．8�
611 レッドランタン 牝3青鹿53 松田 大作 K.C．タン氏 中内田充正 浦河 駿河牧場 474＋ 81：10．51� 82．0�
612 アグネスキズナ 5栗 57 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 496＋181：10．71� 91．4�
818� サウンドマンデュロ 牡6青鹿57 義 英真増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 478± 01：11．12� 93．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 33，632，400円 複勝： 45，805，800円 枠連： 30，163，000円
馬連： 102，125，500円 馬単： 37，490，300円 ワイド： 45，755，700円
3連複： 125，987，900円 3連単： 166，936，100円 計： 587，896，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 410円 � 890円 � 300円 枠 連（7－8） 1，480円

馬 連 �� 26，700円 馬 単 �� 49，240円

ワ イ ド �� 6，820円 �� 1，730円 �� 4，720円

3 連 複 ��� 69，270円 3 連 単 ��� 474，620円

票 数

単勝票数 計 336324 的中 � 20950（6番人気）
複勝票数 計 458058 的中 � 29710（6番人気）� 12134（12番人気）� 44668（4番人気）
枠連票数 計 301630 的中 （7－8） 15791（5番人気）
馬連票数 計1021255 的中 �� 3154（70番人気）
馬単票数 計 374903 的中 �� 571（145番人気）
ワイド票数 計 457557 的中 �� 1708（70番人気）�� 6972（18番人気）�� 2479（57番人気）
3連複票数 計1259879 的中 ��� 1364（214番人気）
3連単票数 計1669361 的中 ��� 255（1367番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―11．7―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―34．1―45．8―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモドーム �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 Yonaguska デビュー 2013．6．1 東京4着

2011．3．17生 牡4鹿 母 コスモパルムドール 母母 Gate Swinger 21戦3勝 賞金 42，012，000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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 シュンクルーズ号・スミレタンポポ号・テセラレフィナード号・ナウシカ号・パラダイスガーデン号・

フラワーハート号・ブリッツカイザー号・ヨッテウタッテ号

３レース目



（27新潟3）第2日 10月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 184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

185，470，000円
1，060，000円
8，040，000円
1，880，000円
16，860，000円
65，187，500円
4，784，000円
1，766，400円

勝馬投票券売得金
250，527，900円
334，398，800円
182，681，100円
643，615，800円
305，776，700円
334，861，800円
907，747，500円
1，181，988，200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 4，141，597，800円

総入場人員 14，103名 （有料入場人員 12，082名）
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