
２２０８５ ９月７日 雨 不良 （２０新潟３）第８日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１０時００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

１：４７．４
１：４６．７

良

良

８１８ ラ ブ ミ ラ ー 牝２青鹿 ５４
５１ ▲千葉 直人増田 陽一氏 中村 均 日高 中川 浩典 ４３６± ０１：５０．８ １１．７�

７１３ トレノブレーヴィ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４５０－ ２１：５０．９� １６．３�
７１４ コスモプリズム 牝２青鹿 ５４

５３ ☆田中 博康 �ビッグレッドファーム 清水 英克 浦河 山下 恭茂 ４５０＋ ６ 〃 クビ ６８．８�
５１０ セイカマエストーソ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海久米 大氏 稲葉 隆一 新ひだか タイヘイ牧場 ４８０± ０ 〃 ハナ ８．４�
２４ メジロルマン 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４８２－ ６１：５１．３２� ２．３�
４８ リアルストロンガー 牡２鹿 ５４ 中舘 英二桐谷 茂氏 加藤 和宏 浦河 福田牧場 B４６６± ０１：５１．６２ １４．３�
３５ ジーアイジェーン 牝２黒鹿５４ 武士沢友治吉田 昭一氏 阿部 新生 浦河 高野牧場 ４２０＋ ４１：５１．９１� ６４．９	
６１１ コスモゲータイト 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 高木 登 日高 モリナガファーム ４３６＋ ８１：５２．０クビ １２２．６

４７ コスモエルベン 牡２鹿 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 静内 漆原 武男 ４７２± ０１：５２．４２� １９３．７�
２３ マイネルサーブル 牡２鹿 ５４ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 門別 戸川牧場 ４５８－ ２１：５２．６１� ２７．１
８１６ トーセンミュジニー 牡２鹿 ５４ 田中 勝春島川 �哉氏 清水 美波 静内 出羽牧場 ４７０－ ８ 〃 アタマ ２５．２�
７１５ スターノーブルマン 牡２鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４９４－ ２１：５２．８１� １０．４�
８１７ カワキタトップ 牡２芦 ５４ 鷹野 宏史川島 吉男氏 小桧山 悟 三石 木田牧場 ４７８－１４１：５３．０１� １８９．０�
３６ コナンエックス 牡２黒鹿５４ 横山 義行楠本 勝美氏 菅原 泰夫 静内 池田牧場 ４６４± ０１：５３．１� ３２０．８�
５９ クリノビリオネア 牝２黒鹿５４ 内田 博幸栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４７０－ ６１：５３．２クビ ４．９�
１２ ヤマチョウサン 牡２黒鹿５４ 藤岡 佑介長谷川 彰氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム ４４８－ ２ 〃 クビ １４０．５�
１１ トレジャーバトル 牡２栗 ５４ 福永 祐一青山 洋一氏 戸田 博文 日高 追分ファーム ４７０± ０１：５３．４１� ２５．０�
６１２ スーパーグランデラ 牝２鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗村山 義一氏 谷原 義明 青森 石田 英機 ４８８－１２１：５６．２大差 ２７９．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １５，８７５，６００円 複勝： ２５，２４７，３００円 枠連： ２２，２４３，４００円

普通馬連： ６４，７３７，１００円 馬単： ５０，４９１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，１６９，７００円

３連複： ７６，１５６，５００円 ３連単： １１２，３６８，９００円 計： ３８８，２９０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１７０円 複 勝 � ４２０円 � ４８０円 � １，９５０円 枠 連（７－８） １，８５０円

普通馬連 �� ８，５７０円 馬 単 �� １６，８１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，２２０円 �� ８，８５０円 �� ６，７２０円

３ 連 複 ��� １１５，８９０円 ３ 連 単 ��� ４１４，６５０円

票 数

単勝票数 計 １５８７５６ 的中 � １０７３３（５番人気）
複勝票数 計 ２５２４７３ 的中 � １７１８７（５番人気）� １４３１０（６番人気）� ３０８４（１２番人気）
枠連票数 計 ２２２４３４ 的中 （７－８） ８９０８（７番人気）
普通馬連票数 計 ６４７３７１ 的中 �� ５５８１（３０番人気）
馬単票数 計 ５０４９１６ 的中 �� ２２１８（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１１６９７ 的中 �� ２３８４（２９番人気）�� ５８３（６５番人気）�� ７７０（５６番人気）
３連複票数 計 ７６１５６５ 的中 ��� ４８５（２０７番人気）
３連単票数 計１１２３６８９ 的中 ��� ２００（８９５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３５．５―４８．１―１：００．９―１：１３．４―１：２５．７―１：３７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．９―３F３７．４
３ ４，８－（７，９）（２，３，１０，１５）（６，１８，１６）（１３，１７）（１，５，１１，１４）＝１２ ４ ４，８－（７，９）（３，１５）（２，１０）１８（６，１６）（１３，１７）（５，１１，１４）１＝１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラ ブ ミ ラ ー �
�
父 ミラクルアドマイヤ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００８．８．１０ 新潟１０着

２００６．４．２８生 牝２青鹿 母 シャトーモア 母母 グロリーサクラ ３戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパーグランデラ号は，平成２０年１０月７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 ドリームルシード号



２２０８６ ９月７日 雨 不良 （２０新潟３）第８日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

１１ スペシャルハート 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４８０－ ４１：１１．５ １．５�

８１５ リリーザサン 牡３栗 ５６ 大庭 和弥�谷川牧場 石栗 龍彦 浦河 谷川牧場 B４９４＋ ２１：１１．８２ １６．５�
７１２ クールフォーマ 牡３鹿 ５６ 内田 博幸川上 哲司氏 坂本 勝美 門別 高山牧場 B５１２＋ ４１：１２．０１� ７．４�
４７ クラッチヒット 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム ５０４＋１８１：１２．３２ ３８．３�
４６ ブレイクアスペル 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人 �社台レースホース秋山 雅一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４８４± ０１：１２．５１ ８．４�

２２ シ ュ ン ロ ク 牡３黒鹿５６ 小野 次郎石川 博氏 川村 禎彦 新冠 ベルモント
ファーム ４８０＋１０ 〃 クビ １１．４�

６１０ フジマサエース 牡３黒鹿５６ 石神 深一藤原 正一氏 佐々木亜良 新冠 村上 雅規 B４４６＋ ２１：１２．８２ ３６．５	
３４ コ ロ ネ ッ ト 牡３鹿 ５６ 鷹野 宏史浅田 次郎氏 小桧山 悟 門別 瀬戸牧場 ４３０＋１０１：１３．３３ ８１．４

２３ シルクサムアップ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩有限会社シルク萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４６２ ―１：１３．４� １９３．２�
８１４ スウェプトアウェイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太 �キャロットファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ５４８ ―１：１４．１４ ８１．７�
６１１ ケージーバクシンオ 牡３鹿 ５６ 田中 勝春川井 五郎氏 嶋田 功 新冠 岩見牧場 ４７４± ０１：１４．３� ３４．３
７１３ オートデオルネ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一大戸 時子氏 土田 稔 三石 土田 和男 ４７６＋１２１：１４．５１� １９８．１�
５９ アグネスイカロス 牡３栗 ５６ 福永 祐一渡辺 孝男氏 河内 洋 新冠 川島牧場 ４９２＋ ２１：１５．０３ ２８．８�
５８ アスリートモア 牡３栗 ５６

５３ ▲黛 弘人堀越 毅一氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４４８ ― 〃 ハナ ２８３．９�
３５ ユ ウ チ カ ラ 牡３青 ５６ 田面木博公碓氷ミナ子氏 蛯名 信広 浦河 山田牧場 ４５０－ ２ （競走中止） ３０６．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，８７５，７００円 複勝： ４１，８７０，７００円 枠連： １６，０３８，１００円

普通馬連： ５５，２０９，０００円 馬単： ５１，６７１，４００円 ワイド【拡大馬連】： １８，５３６，６００円

３連複： ６３，８８１，０００円 ３連単： １１２，５９７，３００円 計： ３７８，６７９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １６０円 枠 連（１－８） ９００円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� ２５０円 �� ７００円

３ 連 複 ��� １，６６０円 ３ 連 単 ��� ６，４５０円

票 数

単勝票数 計 １８８７５７ 的中 � １０４８３５（１番人気）
複勝票数 計 ４１８７０７ 的中 � ２６２４７８（１番人気）� １８６０４（５番人気）� ３７９１４（２番人気）
枠連票数 計 １６０３８１ 的中 （１－８） １３１７４（５番人気）
普通馬連票数 計 ５５２０９０ 的中 �� ４４３５０（４番人気）
馬単票数 計 ５１６７１４ 的中 �� ２８８８５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８５３６６ 的中 �� １０６８７（４番人気）�� ２１０６２（２番人気）�� ５８７０（８番人気）
３連複票数 計 ６３８８１０ 的中 ��� ２８４５３（４番人気）
３連単票数 計１１２５９７３ 的中 ��� １２８８９（１１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１２．４―１２．１―１２．３

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペシャルハート �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２００８．７．２０ 新潟２着

２００５．４．１０生 牡３栗 母 ラビットボール 母母 タニノベンチヤ ４戦１勝 賞金 １０，３００，０００円
〔発走状況〕 ユウチカラ号は，発進不良〔急に内側に逃避〕。
〔競走中止〕 ユウチカラ号は，発走直後に急に内側に逃避し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ユウチカラ号は，平成２０年９月８日から平成２０年１０月７日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。



２２０８７ ９月７日 雨 不良 （２０新潟３）第８日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

２：００．２
１：５６．４

良

良

３６ ハイアベレージ 牡３青 ５６ 後藤 浩輝久保 博文氏 安田 隆行 門別 下河辺牧場 ４３０－ ６２：０５．９ １９．１�

１２ スペシャルシーズン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広嶋田 賢氏 本郷 一彦 新冠 守矢牧場 ４９６＋１０２：０６．９６ １３．０�
５９ サクラロミオ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�さくらコマース小笠 倫弘 静内 新和牧場 ５０６－ ２ 〃 ハナ １０３．８�
２３ ホノカチャン 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗瀬谷 �雄氏 武藤 善則 早来 ノーザンファーム ４３０－ ４２：０７．０� １１．２�
２４ コスモスプラッシュ 牝３鹿 ５４ 吉田 豊 �ビッグレッドファーム 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４１６＋ ６２：０７．２１ １０．１	
５１０ ムーンストリート 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆田中 博康星野 壽市氏 後藤 由之 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４３２＋ ４２：０７．４１� ５．６


６１１ ドクターアマランス 牝３栗 ５４ 柴田 善臣松岡 悟氏 根本 康広 門別 庄野牧場 ４２２＋ ２２：０７．８２� １５．０�
１１ マチカネカミカゼ 牡３栗 ５６ 柴山 雄一細川 益男氏 河内 洋 静内 千代田牧場 ４７８＋ ８ 〃 ハナ ４．９�
７１４ サ バ ー ス 牡３鹿 ５６ 福永 祐一近藤 英子氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ４８２＋ ２ 〃 ハナ ４．４
３５ マイシルバースター 牝３芦 ５４ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 秋山 雅一 静内 岡田スタツド ４３８＋ ４ 〃 クビ ４２．１�

４７ セトウチフレッシュ 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠高橋 勉氏 堀 宣行 三石 仲野牧場 ４８８＋１８２：０８．４３� ９．４�
（７７１０）

４８ ダイワポーラスター 牡３栗 ５６ 田中 勝春大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 静内 千代田牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ７０．４�
７１３ オーバーザレンジ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹中澤 幸幹氏 高橋 裕 浦河 中神牧場 B４５０－ ４２：０８．６１ １４２．０�
８１８ カレンダーマーチ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 千歳 社台ファーム B４８２－ ２２：０９．１３ ２６．０�
７１５ スズノエイユウ 牡３栗 ５６

５３ ▲千葉 直人小紫 芳夫氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２ 〃 ハナ １２１．８�
８１７ ヤマテウォルデン 牡３黒鹿５６ 小林 淳一崔 日坤氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 B４８６± ０２：１０．９大差 ３０．０�
８１６ ライヴリーデイズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人有限会社シルク清水 英克 門別 ヤナガワ牧場 ４７６＋ ６２：１３．１大差 ７５．７�
６１２ マルーンショット 牡３栗 ５６ 中舘 英二 �社台レースホース松山 康久 新冠 追分ファーム B５２４＋ ２２：１４．５９ ７９．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，６８１，４００円 複勝： ２４，６１５，９００円 枠連： ２９，５０８，５００円

普通馬連： ６７，６２６，２００円 馬単： ４８，０７０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，０６９，２００円

３連複： ７６，３４２，０００円 ３連単： １１４，５９９，１００円 計： ３９８，５１３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ７１０円 � ４１０円 � ２，４９０円 枠 連（１－３） ２，６５０円

普通馬連 �� １１，５６０円 馬 単 �� ２１，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１６０円 �� ２１，２７０円 �� １６，６２０円

３ 連 複 ��� ２５９，６４０円 ３ 連 単 ��� １，４８３，７６０円

票 数

単勝票数 計 １６６８１４ 的中 � ６８９５（９番人気）
複勝票数 計 ２４６１５９ 的中 � ９１３４（９番人気）� １７２４０（６番人気）� ２３８４（１６番人気）
枠連票数 計 ２９５０８５ 的中 （１－３） ８２２５（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６７６２６２ 的中 �� ４３２１（４１番人気）
馬単票数 計 ４８０７０９ 的中 �� １６５３（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１０６９２ 的中 �� １６６４（３９番人気）�� ２４２（１１９番人気）�� ３１０（１０９番人気）
３連複票数 計 ７６３４２０ 的中 ��� ２１７（３８８番人気）
３連単票数 計１１４５９９１ 的中 ��� ５７（２２２７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１２．２―１３．２―１２．４―１２．７―１３．３―１２．９―１２．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．７―３５．９―４９．１―１：０１．５―１：１４．２―１：２７．５―１：４０．４―１：５３．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ハイアベレージ �
�
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 ２００７．１２．１６ 阪神１０着

２００５．４．２２生 牡３青 母 フサイチユーキャン 母母 ロイヤルコスマー ７戦１勝 賞金 ７，６００，０００円
〔制裁〕 ライヴリーデイズ号の騎手黛弘人は，発走後に内側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マルーンショット号は，平成２０年１０月７日まで平地競走に出走できない。

ライヴリーデイズ号は，平成２０年１１月７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。
（非抽選馬） ２頭 エムオーワンダー号・ケープタウンシチー号



２２０８８ ９月７日 雨 不良 （２０新潟３）第８日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

１：４９．７
１：４８．４

稍重

重

４６ モアスマイル 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人飯田 正剛氏 勢司 和浩 静内 千代田牧場 ４３０－ ４１：５２．７ ４８．２�

２３ エルアラメイン 牡３鹿 ５６ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 照正 三石 田湯牧場 B５１８－ ４１：５３．７６ １３．９�
３５ カシマレジェンド 牡３鹿 ５６ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 平取 原田 新治 ５１４± ０１：５３．８� ７３．７�
８１５ ミンナデワンダー �３栗 ５６ 岩田 康誠櫻井 正氏 和田 正道 浦河 モトスファーム ４６４－ ２１：５４．０１� １．７�
５８ クラレットジャグ �３鹿 ５６ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４５４－ ２ 〃 クビ ５．３�
３４ シルクスペリオール 牡３芦 ５６ 石橋 脩有限会社シルク堀 宣行 門別 ヤナガワ牧場 ４５８＋ ２１：５４．２１ １５．０�
６１０ エヌティースター 牡３栗 ５６ 大庭 和弥鳳サラブレッドレーシ

ングチーム 石栗 龍彦 新冠 中本牧場 ４５８－１６１：５４．３	 ２０３．７	
４７ 
 アポロガッバーナ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Hargus Sexton

& Sandra Sexton ４７４－１４１：５４．４クビ １１．０

１１ 
 シガースペシャル 牡３鹿 ５６ 吉田 豊藤田 在子氏 尾形 充弘 米 Liz Squyres &

Jerry Squyres ４９２± ０ 〃 ハナ １４６．８�
５９ サマーアンサンブル 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介セゾンレースホース� 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４２０＋ ２ 〃 アタマ １０７．９
６１１ トーセンフルライフ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲池崎 祐介島川 �哉氏 加藤 和宏 三石 ヒサイファーム B４５０＋１０１：５６．３大差 １３６．３�
７１３
 ヒシドンネル 牡３青鹿５６ 蛯名 正義阿部雅一郎氏 久保田貴士 米

Hill ’N’ Dale
Farm & Clas-
sic Reign, LLC

５０６＋２０ 〃 ハナ ６．２�
７１２ タイセイトゥルース 牡３鹿 ５６ 小林 淳一田中 成奉氏 星野 忍 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：５６．６１� １８３．５�
２２ 
 ヒシラスター 牡３鹿 ５６ 小野 次郎阿部雅一郎氏 中野 隆良 米 Masa-

ichiro Abe ５３６＋１２１：５７．４５ １４２．０�
８１４
 ピ ラ ミ マ 牝３黒鹿５４ 内田 博幸吉田 和美氏 古賀 慎明 米 Katsumi

Yoshida ４７４＋ ２２：０９．１大差 ４５．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２３，２５７，５００円 複勝： ３２，３４９，９００円 枠連： １８，８５５，０００円

普通馬連： ６３，５４６，１００円 馬単： ５４，３３８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，６４９，２００円

３連複： ６６，９１３，０００円 ３連単： １２１，９８５，３００円 計： ４０１，８９４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，８２０円 複 勝 � １，２３０円 � ５１０円 � １，１３０円 枠 連（２－４） ４，１２０円

普通馬連 �� １５，８８０円 馬 単 �� ３８，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，１２０円 �� １０，４４０円 �� ３，７４０円

３ 連 複 ��� １０９，９９０円 ３ 連 単 ��� ８２５，９２０円

票 数

単勝票数 計 ２３２５７５ 的中 � ３８０３（８番人気）
複勝票数 計 ３２３４９９ 的中 � ６６９４（８番人気）� １７７９９（６番人気）� ７３５４（７番人気）
枠連票数 計 １８８５５０ 的中 （２－４） ３３８４（１５番人気）
普通馬連票数 計 ６３５４６１ 的中 �� ２９５５（２９番人気）
馬単票数 計 ５４３３８４ 的中 �� １０５１（６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０６４９２ 的中 �� １６４３（２７番人気）�� ４８２（５４番人気）�� １３６４（３２番人気）
３連複票数 計 ６６９１３０ 的中 ��� ４４９（１５０番人気）
３連単票数 計１２１９８５３ 的中 ��� １０９（９０５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１２．０―１２．６―１２．８―１３．１―１３．７―１２．３―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．３―３５．３―４７．９―１：００．７―１：１３．８―１：２７．５―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３８．９
１
３
１５（７，１４）－（６，１２，８）（１０，１３）（４，３）－１，５－（９，１１）２
１５，７－６，１２（４，３，８）（１，１０，１４）１３－５－９，１１－２

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

勝馬の
紹 介

モアスマイル �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サウスアトランテイツク デビュー ２００７．８．１２ 新潟２着

２００５．５．１２生 牝３鹿 母 コクトビューティー 母母 シルクエンゼル １２戦１勝 賞金 １２，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピラミマ号は，平成２０年１０月７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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ウインオンリー号
（非抽選馬） ３頭 クイックステップ号・テンエイキャロット号・ベルリンガー号



２２０８９ ９月７日 雨 不良 （２０新潟３）第８日 第５競走 ２，８５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１２時００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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：０１．４良

２２ ロードフラッグ �１１鹿 ６０ 横山 義行 �ロードホースクラブ 伊藤 正徳 新冠 守矢牧場 ４６８－ ２３：１３．６ １．８�

５７ ペネトレーター 牡７黒鹿６０ 金子 光希伊達 敏明氏 伊藤 伸一 門別 サンシャイン
牧場 ４８６－ ４３：１３．８１� １７．３�

５６ � エイトゴーオン 牝４青鹿５８ 平沢 健治玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 原口牧場 ４６０＋ ４３：１４．９７ １６．８�
７１１ スズカイエロー 牡５鹿 ６０ 田中 剛永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ５１２－１４３：１５．３２� ２４．０�
６９ シェイクマイハート �８芦 ６０ 宗像 徹 �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 白老ファーム ４５２± ０３：１５．５１� ３．７�
１１ サンベルナール 牡４鹿 ６０ 柴田 未崎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田子 冬樹 新冠 斉藤 安行 ４４８± ０３：１５．６� ５０．３	
８１３ マイネルブリス 牡３鹿 ５８ 大庭 和弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 門別 国中 一男 ４７８± ０３：１５．７クビ ３８．２

４５ シャドウパルマン 牡４栗 ６０ 高野 和馬飯塚 知一氏 戸田 博文 門別 石原牧場 ４６４＋ ４３：１６．０２ ７０．６�
６８ オンワードアリーテ 牝４鹿 ５８ 穂苅 寿彦�オンワード牧場 阿部 新生 浦河 オンワード牧場 ４８６± ０３：１６．３２ ２５．０�
３３ � ヨシエンデュランス 牝５黒鹿５８ 山本 康志田辺 喜彦氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４６２－２２３：１８．１大差 ２８．６
７１０ ハルノドトウー 牡４鹿 ６０ 柴田 大知�中山牧場 小島 茂之 浦河 中山牧場 ５０４＋１６３：１９．０５ ９１．２�
８１２� トーアラストペニー 牡４栗 ６０ 浜野谷憲尚東亜駿馬� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ４９８± ０３：１９．４２� ３９．６�
４４ グレートバルサー 牡７青鹿６０ 蓑島 靖典大河内一権氏 国枝 栄 静内 小倉 光博 ４７８－１４３：２０．２５ １２．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，４６１，５００円 複勝： ２２，２００，１００円 枠連： １９，０１２，４００円

普通馬連： ４６，６８４，２００円 馬単： ４７，６２８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８５６，９００円

３連複： ５７，９８３，５００円 ３連単： １０６，９２２，６００円 計： ３３１，７５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ４６０円 � ２９０円 枠 連（２－５） ５８０円

普通馬連 �� １，５６０円 馬 単 �� １，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７８０円 �� ４６０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� ５，３９０円 ３ 連 単 ��� １６，８８０円

票 数

単勝票数 計 １５４６１５ 的中 � ７１３２０（１番人気）
複勝票数 計 ２２２００１ 的中 � １１７７３５（１番人気）� ６５７２（６番人気）� １１６０７（３番人気）
枠連票数 計 １９０１２４ 的中 （２－５） ２４３６４（２番人気）
普通馬連票数 計 ４６６８４２ 的中 �� ２２１８５（５番人気）
馬単票数 計 ４７６２８９ 的中 �� ２１７４２（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８５６９ 的中 �� ５０２３（７番人気）�� ９２６７（２番人気）�� １６６６（２５番人気）
３連複票数 計 ５７９８３５ 的中 ��� ７９４６（１３番人気）
３連単票数 計１０６９２２６ 的中 ��� ４６７６（４１番人気）

上り １マイル １：５０．３ ４F ５４．３－３F ４０．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードフラッグ �
�
父 デ イ ン ヒ ル �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０００．４．３０ 福島１０着

１９９７．３．１９生 �１１鹿 母 ダイナフラツグ 母母 シヤダイフラツグ 障害：６戦１勝 賞金 １８，７００，０００円
※出走取消馬 メジロターキッシュ号（疾病〔右肩跛行〕のため）



２２０９０ ９月７日 雨 不良 （２０新潟３）第８日 第６競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１２時５０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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

７１４ ス パ ラ ー ト 牡２黒鹿５４ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４３０ ―１：２４．９ ３．３�

５９ レ イ ラ ニ 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 清隆 静内 矢野牧場 ４４２ ―１：２５．６４ ４．１�

４８ ベルモントラスター 牡２黒鹿５４ 内田 博幸 �ベルモントファーム 矢作 芳人 新冠 ベルモント
ファーム ４９２ ―１：２６．０２� １０．７�

６１２ エーシンサニーデイ 牡２芦 ５４ 福永 祐一平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５０ ― 〃 ハナ ４．８�
８１５ キングオバマ 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 ４８８ ― 〃 クビ ７．４�
１２ ジョウテンキッズ 牡２黒鹿５４ 松岡 正海田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 ４３８ ―１：２６．４２� １３．１	
４７ スノーレーザー 牡２鹿 ５４ 小林 淳一 �ワイ・アール・シー 郷原 洋行 三石 三石橋本牧場 ５２４ ―１：２７．２５ ６６．９

５１０ パピオンライン 牝２栗 ５４ 蛯名 正義井高 義光氏 武市 康男 新ひだか 井高牧場 ４３０ ―１：２７．７３ ２０．６�
７１３ レイクルイーズ 牝２栗 ５４

５１ ▲宮崎 北斗 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４１４ ―１：２７．８クビ ３９．４�
６１１ ペ ル セ ポ ネ 牝２黒鹿５４ 吉田 豊遠藤 喜松氏 高木 登 門別 エンドレス

ファーム ４１０ ―１：２８．０１� １０２．４
３５ エプソムアビリティ 牝２栗 ５４ 西田雄一郎 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 境 征勝 日高 いとう牧場 ４５８ ― 〃 クビ ５６．５�
３６ アシヤビルズ 牝２芦 ５４ 小野 次郎��屋 阿部 新生 新ひだか 斉藤スタッド ４１８ ―１：２８．４２� １１２．０�
２４ トーセンアウグーリ 牝２青 ５４ 武士沢友治島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 佐々木牧場 ４６０ ―１：２８．７１� ８２．７�
８１７ オメガドルチェ 牝２栗 ５４ 田中 勝春原 �子氏 坂本 勝美 新ひだか 岡田スタツド ４６２ ―１：２９．１２� ３５．０�
２３ サキノキングオー 牡２鹿 ５４ 江田 照男�原 富夫氏 大和田 稔 新ひだか 原 弘之 ４４８ ―１：２９．４２ １０６．１�
１１ カシマモナーク 牡２黒鹿５４ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４５０ ―１：２９．６１� １４９．０�
８１６ パレスキャンディー 牝２芦 ５４

５３ ☆田中 博康西村 豊氏 鈴木 勝美 日高 ナカノファーム ４５０ ―１：２９．７� ５３．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １９，１１０，５００円 複勝： ２１，５９４，３００円 枠連： ２０，４６８，３００円

普通馬連： ５９，４９５，６００円 馬単： ４６，４５０，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，３５７，３００円

３連複： ６４，５１７，０００円 ３連単： １０２，７８４，５００円 計： ３５１，７７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １６０円 � １６０円 � ２４０円 枠 連（５－７） ５７０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３２０円 �� ６７０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ２，８７０円 ３ 連 単 ��� ９，４９０円

票 数

単勝票数 計 １９１１０５ 的中 � ４５８８６（１番人気）
複勝票数 計 ２１５９４３ 的中 � ４１７０１（１番人気）� ３９２６２（２番人気）� １９９３７（５番人気）
枠連票数 計 ２０４６８３ 的中 （５－７） ２６５４０（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９４９５６ 的中 �� ６４８０６（１番人気）
馬単票数 計 ４６４５００ 的中 �� ２９２１４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７３５７３ 的中 �� １４８３４（１番人気）�� ６１３２（６番人気）�� ４５８２（１０番人気）
３連複票数 計 ６４５１７０ 的中 ��� １６６４６（６番人気）
３連単票数 計１０２７８４５ 的中 ��� ７９９５（１４番人気）

ハロンタイム １３．０―１０．９―１１．８―１２．５―１２．７―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１３．０―２３．９―３５．７―４８．２―１：００．９―１：１２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．７
３ １４（２，１２）１５，９，１０，８，６（７，１３）（１６，１７）５，１１－４，３，１ ４ １４，１２（２，１５）９，１０，８（６，７）（５，１３，１７）１１－１６－４－（１，３）

勝馬の
紹 介

ス パ ラ ー ト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００６．４．２３生 牡２黒鹿 母 ビワプランサー 母母 ノーザンプランサー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２２０９１ ９月７日 曇 不良 （２０新潟３）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２５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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

４７ � タ ツ ク ー ル 牡３栗 ５６ 柴田 善臣鈴木 昭作氏 根本 康広 米
Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４８６－ ２１：５０．４ ７．７�

６１１ タイセイルンバ 牝３鹿 ５４ 江田 照男田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 信成牧場 ４５８＋ ８１：５０．６１� ７．１�
２３ エ ポ カ ル 牝３鹿 ５４ 大庭 和弥細谷 典幸氏 高橋 裕 門別 木村牧場 ４３４＋１２１：５０．９１� ５３．３�
７１５ ソアヴェクラシコ 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真石橋 忠之氏 後藤 由之 門別 瀬戸牧場 ４４８± ０ 〃 アタマ ３２．４�
８１６ トミケンブロード 牡３栗 ５６ 吉田 豊冨樫 賢二氏 加藤 和宏 門別 白瀬 明 ４６０± ０１：５１．１１� ２１．７�
２４ ハナノカカリチョウ 牡３青鹿５６ 内田 博幸池田 實氏 藤岡 範士 三石 水上 習孝 ４８０＋ ８ 〃 クビ ５．２�
３５ トランスルーセント 牝３鹿 ５４

５３ ☆田中 博康 �サンデーレーシング 久保田貴士 早来 ノーザンファーム ４６０＋１０１：５１．３１� ５６．５	
７１４ アポロシアター 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新冠 赤石 久夫 ４７８＋ ６１：５１．６１� １０８．４

５９ エテルノロワイヤル 牝３鹿 ５４ 小林 淳一 �ユートピア牧場 土田 稔 静内 佐竹 学 ４５４＋ ４１：５２．０２	 １９９．８�
１２ マリンスノー 牝３栗 ５４

５１ ▲千葉 直人窪田 康志氏 粕谷 昌央 静内 千代田牧場 ４１６＋１０１：５２．１クビ ５９．４�
７１３ フェルガーナ 牝３栗 ５４ 松岡 正海 �イースターサンデー 藤岡 健一 静内 静内山田牧場 ４４２＋ ８１：５２．３１	 ４．３
５１０ ダイワウィーク 牡３黒鹿５６ 武士沢友治大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B５０６＋１６１：５２．８３ １０８．５�
１１ アラマサトップガン 牝３鹿 ５４ 小野 次郎�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２８－ ４１：５３．５４ ７８．５�
８１８ ダイメイバード 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎宮本 孝一氏 中野渡清一 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４８０＋ ２１：５３．８１� １５９．５�
４８ タヤスアカヤネ 牡３栗 ５６ 田中 剛横瀬 俊三氏 星野 忍 浦河 不二牧場 ４５２＋ ６１：５４．３３ ２５０．０�
６１２� オークリーフキッド 
３鹿 ５６ 蛯名 正義藤田 在子氏 秋山 雅一 米 Darrell Brown

& Lendy Brown ４７６－ ６１：５４．４	 ３．５�
３６ ローランスカイ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩斉藤 敏博氏 水野 貴広 三石 元道牧場 B４７０－ ６１：５４．５� ４４．２�
８１７ イ ノ ベ ー タ 牡３鹿 ５６ 後藤 浩輝金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９８＋ ２１：５５．８８ １２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １９，９４９，０００円 複勝： ３０，２２３，４００円 枠連： ２６，０８７，８００円

普通馬連： ７９，１４８，４００円 馬単： ５５，３５２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，１４８，５００円

３連複： ８３，０３１，２００円 ３連単： １４０，０５９，８００円 計： ４５７，０００，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２５０円 � ２４０円 � １，１５０円 枠 連（４－６） ８３０円

普通馬連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ４，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� ５，０８０円 �� ２，７５０円

３ 連 複 ��� ４２，０００円 ３ 連 単 ��� ２１７，６１０円

票 数

単勝票数 計 １９９４９０ 的中 � ２０６４４（５番人気）
複勝票数 計 ３０２２３４ 的中 � ３５６７０（５番人気）� ３６６３２（４番人気）� ５６１４（１０番人気）
枠連票数 計 ２６０８７８ 的中 （４－６） ２３４２８（３番人気）
普通馬連票数 計 ７９１４８４ 的中 �� ２８４７１（９番人気）
馬単票数 計 ５５３５２３ 的中 �� ９８４２（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３１４８５ 的中 �� ８６８７（８番人気）�� １０８０（４７番人気）�� ２０２６（２７番人気）
３連複票数 計 ８３０３１２ 的中 ��� １４５９（９７番人気）
３連単票数 計１４００５９８ 的中 ��� ４７５（５１５番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．４―１２．１―１２．６―１２．９―１２．７―１１．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３５．３―４７．４―１：００．０―１：１２．９―１：２５．６―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．４―３F３７．５
３ ・（２，６）１３（１２，１８）（３，１１，１０）１４（１，７，１６）－（８，１５）－（９，５，１７）４ ４ ６－（２，１３，１２）１８（３，１１，１０）（７，１４）（１，１６）－（８，１５）９，１７，５，４

勝馬の
紹 介

�タ ツ ク ー ル �
�
父 Castle Gandolfo �

�
母父 Kings Lake デビュー ２００８．２．４ 東京４着

２００５．５．２３生 牡３栗 母 Baba Cool 母母 Bhama ７戦１勝 賞金 １０，６５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローランスカイ号・イノベータ号は，平成２０年１１月７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） ７頭 カーラプリマ号・ケイアイスマート号・ゴールドコレクター号・シトラスタチバーナ号・タイキトライアンフ号・

パラディフルール号・プリティエスト号



２２０９２ ９月７日 曇 不良 （２０新潟３）第８日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

３４ ゴールドステイブル 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介元屋地文明氏 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ５１６－ ２１：１０．７ ３．４�

３５ フサイチコウキ 牡３鹿 ５５ 中谷 雄太関口 房朗氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：１１．１２� １１．８�
７１３ ショウナンカザン 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣国本 哲秀氏 本間 忍 浦河 桑田牧場 ４８０＋ ４１：１１．３１� ６．３�
１１ ヤマニントップギア 牡３鹿 ５５

５４ ☆田中 博康土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 ４９０－ ６ 〃 ハナ １２８．８�
４６ ダイワウイザード 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人大城 敬三氏 池上 昌弘 浦河 向別牧場 ４４２＋ ２１：１１．７２� ７．５�
６１１ パワークルセダー 牡６栗 ５７

５４ ▲千葉 直人�まの 成島 英春 三石 本桐牧場 ５００± ０ 〃 ハナ ６．９�
５９ ストロングラムダ 牡５栗 ５７ 田中 勝春村木 篤氏 鹿戸 雄一 静内 千代田牧場 B５０６＋ ６ 〃 アタマ ３６．２	
６１０ キングオブハイシー 牡４鹿 ５７ 松岡 正海�ミルファーム 手塚 貴久 門別 小西ファーム ４８４± ０１：１１．９１� ３．８

２２ ベルモントリボン 牝４鹿 ５５ 池田 鉄平 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント

ファーム ４８４＋ ２１：１２．３２� １５．４�
５８ � クリノラブダンス 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム ４８８＋１４ 〃 ハナ １３８．５�
８１４� コンプリートラン 牡４黒鹿５７ 吉田 豊岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４４２＋ ３１：１２．４クビ １１９．４
２３ � ユキノスバル 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎柏木 務氏 二本柳俊一 平取 川上 勇治 B４５２＋１０１：１２．７１� ２４６．３�
４７ オンアンドオン 牝３栗 ５３ 江田 照男グリーンスウォード 菊川 正達 新冠 村上牧場 ４４８＋ ４ 〃 クビ ２２．１�
７１２� ゴールデンシーズ 牝４鹿 ５５ 小野 次郎池田 豊治氏 石毛 善彦 門別 信育成牧場 ４９０＋１２１：１４．４大差 １３０．０�
８１５ スズカアゼリア 牝４黒鹿５５ 福永 祐一永井 啓弍氏 藤沢 則雄 鵡川 新井牧場 ４８２－１０１：１６．２大差 ９１．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，９６６，０００円 複勝： ３５，４４０，８００円 枠連： ２９，９７３，０００円

普通馬連： ９８，９０３，５００円 馬単： ６４，３１１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４０３，２００円

３連複： ９５，５１６，５００円 ３連単： １８２，１０５，６００円 計： ５５４，６１９，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １５０円 � ３１０円 � １６０円 枠 連（３－３） ２，０２０円

普通馬連 �� ２，０４０円 馬 単 �� ３，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ５１０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ３，８３０円 ３ 連 単 ��� ２１，５５０円

票 数

単勝票数 計 ２２９６６０ 的中 � ５３６２６（１番人気）
複勝票数 計 ３５４４０８ 的中 � ７３８５９（１番人気）� ２２７３０（６番人気）� ６３８９２（２番人気）
枠連票数 計 ２９９７３０ 的中 （３－３） １０９８５（９番人気）
普通馬連票数 計 ９８９０３５ 的中 �� ３５９５４（１１番人気）
馬単票数 計 ６４３１１０ 的中 �� １４９０７（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４０３２ 的中 �� ８４２９（１１番人気）�� １３０１３（３番人気）�� ６３９５（１２番人気）
３連複票数 計 ９５５１６５ 的中 ��� １８４０８（１４番人気）
３連単票数 計１８２１０５６ 的中 ��� ６２３８（７３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１２．２―１１．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．８―４６．０―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３６．９
３ ４，６（７，１３）５，８，１４－１５，１（１０，１１）２，９，３－１２ ４ ・（４，６）（７，１３）－５，８，１４－（１，１１）（１０，１５）（２，９）－３－１２

勝馬の
紹 介

ゴールドステイブル �
�
父 ピルサドスキー �

�
母父 Mr. Prospector デビュー ２００６．１．２２ 京都７着

２００３．３．１６生 牡５鹿 母 パラダイスムーン 母母 Beautiful Melody １６戦３勝 賞金 ３０，９００，０００円
〔発走状況〕 パワークルセダー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズカアゼリア号は，平成２０年１０月７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。
（非当選馬） ２頭 マックスオネスティ号・リュウメイ号
（非抽選馬） １頭 ロドリーバニヤン号



２２０９３ ９月７日 晴 不良 （２０新潟３）第８日 第９競走 ��
��２，４００�

ひ ょ う こ

瓢 湖 特 別
発走１４時３５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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２５．０
２：２２．１

良

良

３５ リヴィエラブルー 牡４鹿 ５７ 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ５１６± ０２：２８．３ ２２．２�

７１４� アサティスボーイ 牡４鹿 ５７ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 新冠 八木サニー
ファーム ４４６＋ ２２：２８．５１� ８．７�

８１８ ニ キ テ ィ ス 牡４鹿 ５７ 中舘 英二田中 晴夫氏 矢作 芳人 静内 藤平 和実 ５１６＋ ６ 〃 クビ ５．９�
８１７ イケトップガン 牡４栗 ５７ 内田 博幸池田 豊治氏 石毛 善彦 三石 村上牧場 ４６６＋ ６２：２８．６クビ ６．６�
６１２ マ ッ カ ラ ン 牡３鹿 ５４ 田中 勝春 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４５０± ０ 〃 ハナ １７．５�
２３ クリムゾンベガ 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４７４－１０２：２８．７� ３．３	
３６ ミ ヤ ビ ベ ガ 牡３黒鹿５４ 吉田 豊村上 義勝氏 戸田 博文 静内 原 武久 ４４０＋ ６２：２９．０２ ３５．８

８１６ マイネルグラナーテ 牡４栗 ５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 三石 中村 和夫 B４９２＋ ４２：２９．１� ８．１�
５１０ トーセンコックス 牡３黒鹿５４ 柴山 雄一島川 �哉氏 栗田 博憲 三石 平野牧場 ５００＋１０２：２９．３１ ６５．８
４８ ビーモブホープ 牝４栗 ５５ 田中 博康村上 芳明氏 中川 公成 新冠 飛渡牧場 ４０４± ０２：２９．５１� ４５．９�
７１５ プリティダンス 牝４栗 ５５ 福永 祐一横瀬 兼二氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８０＋ ８２：２９．７１ １７．３�
７１３ ジョイザラス 牡４栗 ５７ 岩田 康誠齊藤四方司氏 清水 利章 静内 出羽牧場 ４７４＋ ２ 〃 クビ ２１．３�
４７ ミ コ コ ロ 牝７鹿 ５５ 嘉藤 貴行江川 伸夫氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４４０± ０２：３０．１２� １５９．８�
１１ マイネルコレドール 牡５鹿 ５７ 千葉 直人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐々木亜良 浦河 北俣 光浩 B５３０± ０２：３０．８４ ２３６．９�
１２ オイワケウコン 牡７鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 柴崎 勇 三石 鳥井牧場 ４７２－ ４２：３０．９� １９０．５�
２４ キングスデライト 牡４栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５２０＋ ８２：３１．５３� ２２．２�
６１１� アサクサキンメダル 牡６黒鹿５７ 武士沢友治田原 慶子氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２２：３３．７大差 ５８．４�
５９ スターマップ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人山本 武司氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４７８－ ２２：４１．１大差 ２３．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，９４０，４００円 複勝： ４４，８１０，２００円 枠連： ５０，２１３，０００円

普通馬連： １５２，９６１，１００円 馬単： ９０，０６９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３９，９４７，６００円

３連複： １６１，２６４，２００円 ３連単： ３２７，４５６，６００円 計： ８９６，６６２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，２２０円 複 勝 � ４５０円 � ２４０円 � ２７０円 枠 連（３－７） ２，４６０円

普通馬連 �� ６，５７０円 馬 単 �� １６，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８６０円 �� ２，２００円 �� １，０３０円

３ 連 複 ��� １７，７９０円 ３ 連 単 ��� １４８，２６０円

票 数

単勝票数 計 ２９９４０４ 的中 � １０６６０（９番人気）
複勝票数 計 ４４８１０２ 的中 � ２３４９６（７番人気）� ５５２３１（２番人気）� ４５０８０（４番人気）
枠連票数 計 ５０２１３０ 的中 （３－７） １５０６７（１１番人気）
普通馬連票数 計１５２９６１１ 的中 �� １７１８５（２３番人気）
馬単票数 計 ９００６９１ 的中 �� ４０７０（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３９９４７６ 的中 �� ５２３９（２２番人気）�� ４４１０（２４番人気）�� ９８４９（１０番人気）
３連複票数 計１６１２６４２ 的中 ��� ６６９０（５５番人気）
３連単票数 計３２７４５６６ 的中 ��� １６３０（４７９番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．３―１１．９―１２．８―１３．１―１２．５―１２．６―１２．４―１２．５―１２．６―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．５―２３．２―３４．５―４６．４―５９．２―１：１２．３―１：２４．８―１：３７．４―１：４９．８―２：０２．３―２：１４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

リヴィエラブルー �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１．７ 中山９着

２００４．３．８生 牡４鹿 母 セシルカット 母母 ダイナカール １８戦２勝 賞金 ３０，６７２，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アサクサキンメダル号・スターマップ号は，平成２０年１０月７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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ショウナンラヴァー号・シルクプログレス号・ステラフィランテ号・ミヤコノカーン号



２２０９４ ９月７日 晴 不良 （２０新潟３）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�

みょうこう

妙 高 特 別
発走１５時１０分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

７１２ ウインサウザー �６黒鹿５７ 武士沢友治�ウイン 山内 研二 えりも 上島牧場 B４６６＋ ４１：１０．８ １０３．７�

４７ ソリッドラヴ �６鹿 ５７ 宮崎 北斗山上 和良氏 菊川 正達 浦河 江渡 繁治 ４８４＋ ２ 〃 ハナ ９．７�
５９ クリアエンデバー 牡８栗 ５７ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 早来 ノーザンファーム B５１４＋ ２ 〃 アタマ ４０．５�
８１５ トウショウガナー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二トウショウ産業� 奥平 雅士 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ ２．０�
５８ � セレスダイナミック �５黒鹿５７ 村田 一誠岡 浩二氏 福永 甲 加 Stonyfield

Farm ４９８± ０１：１１．０１ １２．９�
６１０� ビッグポパイ 牡５青鹿５７ 岩田 康誠幅田 昌伸氏 白井 寿昭 米 WinStar

Farm, LLC B５０２＋ ６１：１１．２１	 ７．７�
２３ ミキノモナコ 牝４栗 ５５ 西田雄一郎谷口 久和氏 保田 一隆 三石 久米 和夫 ４６６＋ ４１：１１．４１ ９．４	
７１３ コアレスピューマ 牡４青鹿５７ 吉田 隼人小林 昌志氏 池上 昌弘 門別 �橋 耀代 B４４６－１０１：１１．７１
 １７．０

３４ パープルストック 牝４栗 ５５ 木幡 初広臼田 浩義氏 高橋 祥泰 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４１：１１．８	 １７．３�
４６ � ファインセンテンス 牡５栗 ５７ 内田 博幸前田 幸治氏 和田 正道 米 M. LaDona

Hudson ５３８± ０ 〃 クビ １９．８�
６１１ コリントシチー 牡７栗 ５７ 佐藤 聖也 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 新冠 中央牧場 ５０８－ ８ 〃 ハナ ７２．６
３５ � レオベルリン 牡７鹿 ５７ 嘉藤 貴行田中 博之氏 田子 冬樹 浦河 惣田 英幸 ４７８± ０１：１２．０１ ２２１．０�
２２ フォワードダンサー �５鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 門別 インターナシヨナル牧場 ５４０＋ ６１：１２．２１� １０７．６�
８１４ ヤマニンジャルダン 牝５鹿 ５５ 池崎 祐介土井 肇氏 畠山 重則 新冠 錦岡牧場 ４５２± ０１：１２．３	 ８８．２�
１１ フ リ ー モ ア 牡６栗 ５７ 松岡 正海堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 酒井 源市 ４６８± ０１：１２．４クビ １１．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２８，９８６，５００円 複勝： ３８，３３３，３００円 枠連： ３４，７６６，８００円

普通馬連： １５６，３９６，３００円 馬単： １０１，９５８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，９７１，１００円

３連複： １４５，４９４，３００円 ３連単： ３３９，５４０，９００円 計： ８８１，４４７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，３７０円 複 勝 � ２，５９０円 � ２８０円 � ７３０円 枠 連（４－７） ４，０４０円

普通馬連 �� ５５，７９０円 馬 単 �� １４７，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，８１０円 �� １５，２８０円 �� ２，４３０円

３ 連 複 ��� ２２７，０１０円 ３ 連 単 ��� １，９８８，７４０円

票 数

単勝票数 計 ２８９８６５ 的中 � ２２０４（１３番人気）
複勝票数 計 ３８３３３３ 的中 � ３４３４（１４番人気）� ４２０１５（３番人気）� １３３０５（１０番人気）
枠連票数 計 ３４７６６８ 的中 （４－７） ６３５７（１９番人気）
普通馬連票数 計１５６３９６３ 的中 �� ２０６９（７４番人気）
馬単票数 計１０１９５８３ 的中 �� ５１０（１６１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５９７１１ 的中 �� ８１３（７３番人気）�� ５７４（８５番人気）�� ３７１５（３０番人気）
３連複票数 計１４５４９４３ 的中 ��� ４７３（２８４番人気）
３連単票数 計３３９５４０９ 的中 ��� １２６（１８３７番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．６―１１．０―１２．０―１１．９―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．４―３３．４―４５．４―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインサウザー �
�
父 ヤマニンゼファー �

�
母父 Halo デビュー ２００４．８．２９ 札幌９着

２００２．３．１９生 �６黒鹿 母 フォートルーラヴ 母母 Lido Isle ４４戦４勝 賞金 ５７，２９５，０００円
〔発走状況〕 セレスダイナミック号は，枠入り不良。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２１頭 アイオブザキング号・アポインテッドボブ号・アルシラート号・インプルーヴ号・カマーバンド号・

キラライットウセイ号・ゴールドクラウン号・シャイニングムーン号・スリーセブンスピン号・タイセイハニー号・
チアフルワールド号・ネオナート号・プレンティラヴ号・ホワイトリーベ号・マチカネニオウミヤ号・
ミッキーフォルテ号・モンテミウ号・ユウアイラ号・ラインストーム号・ラドランファーマ号・ワンダープロ号



２２０９５ ９月７日 晴 不良 （２０新潟３）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第２８回新潟２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左・外）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
新潟馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

５８ セイウンワンダー 牡２青 ５４ 岩田 康誠大谷 高雄氏 領家 政蔵 新ひだか 筒井 征文 ５０４＋ ４１：３５．４ ２．５�

３４ ツクバホクトオー 牡２黒鹿５４ 田中 勝春荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４６８± ０１：３５．６１� ７２．９�
４６ バンガロール 牡２栗 ５４ 石橋 脩吉田 和美氏 佐々木晶三 日高 シンボリ牧場 ４６６＋ ２ 〃 ハナ ９．３�
４７ エイシンタイガー 牡２黒鹿５４ 勝浦 正樹平井 豊光氏 西園 正都 新ひだか 水上 習孝 ４７６＋ ６１：３５．７� ６７．９�
２３ カ ヴ ァ リ エ 牡２黒鹿５４ 藤岡 佑介 �ノースヒルズマネ

ジメント 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８６± ０１：３６．０２ １４．８�
６１１ シルクドミニオン 牡２栗 ５４ 福永 祐一有限会社シルク坂口 正大 新ひだか 千代田牧場 ４４６＋ ８ 〃 クビ ３４．４�
７１３ ストロングガルーダ 牡２青鹿５４ 蛯名 正義村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４９０＋ ４１：３６．１クビ ３３．５	
６１０ マッハヴェロシティ 牡２青 ５４ 柴田 善臣井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 日の出牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ ９．５

８１４ ダイワバーガンディ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４６６－ ２ 〃 ハナ ８．７�
３５ マイネルウェイヴ 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ４１：３６．２� ３３．３
５９ ゴールドスパークル 牡２栗 ５４ 松岡 正海 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４２４＋ ４１：３６．４１� １１．７�
８１５ ガンズオブナバロン 牡２黒鹿５４ 内田 博幸 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ２１：３６．８２� ５．２�
１１ ドリームゼニス 牡２栗 ５４ 柴山 雄一セゾンレースホース� 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 ４８４＋ ４１：３７．０１� ４０．０�
７１２ スガノメダリスト 牡２栗 ５４ 江田 照男菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 田上 稔 ４６０＋ ２１：３８．３８ ４３．７�
２２ タニノベローナ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二谷水 雄三氏 矢作 芳人 静内 カントリー牧場 ４９４± ０１：３８．４� ４５．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４０，７６０，１００円 複勝： １４５，４５８，２００円 枠連： １４９，０７０，０００円

普通馬連： ７２０，７５７，０００円 馬単： ４５１，４３９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １５１，１８１，１００円

３連複： ７３４，４８２，８００円 ３連単： １，７９７，２１９，６００円 計： ４，２９０，３６８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � １，３６０円 � ２４０円 枠 連（３－５） ２，３８０円

普通馬連 �� １１，４９０円 馬 単 �� １４，９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３８０円 �� ４５０円 �� ６，０８０円

３ 連 複 ��� ２６，５２０円 ３ 連 単 ��� １７３，４５０円

票 数

単勝票数 計１４０７６０１ 的中 � ４４７６６０（１番人気）
複勝票数 計１４５４５８２ 的中 � ３７２４１１（１番人気）� １９３３２（１５番人気）� １５５４２６（３番人気）
枠連票数 計１４９０７００ 的中 （３－５） ４６３８７（１０番人気）
普通馬連票数 計７２０７５７０ 的中 �� ４６３０７（３５番人気）
馬単票数 計４５１４３９５ 的中 �� ２２３２４（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５１１８１１ 的中 �� １０４７６（３７番人気）�� ９１８３７（２番人気）�� ５７５８（７０番人気）
３連複票数 計７３４４８２８ 的中 ��� ２０４４５（８６番人気）
３連単票数 計１７９７２１９６ 的中 ��� ７６４７（５００番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．１―３４．７―４７．２―１：００．１―１：１１．８―１：２２．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．３
３ ・（３，１２）－（６，１５）（２，１，１０）１３，４（５，７）９，１４－（１１，８） ４ ・（３，１２）（２，１，６，１５）１３，１０（４，５）７，１４，９（１１，８）
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

セイウンワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．６．２１ 阪神２着

２００６．４．３０生 牡２青 母 セイウンクノイチ 母母 アンカースティーム ３戦２勝 賞金 ４０，３３２，０００円



２２０９６ ９月７日 晴 不良 （２０新潟３）第８日 第１２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１６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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

６１１ コスモイライザ 牝３芦 ５３ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 中村 均 静内 友田牧場 ４３８± ０ ５５．３ ２．２�

８１８ レイクエルフ 牡３黒鹿 ５５
５４ ☆田中 博康 �ルーラル・オカダ 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４３８＋ ６ ５５．８３ ４．９�

７１３ パ ス タ イ ム 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎細谷 典幸氏 岩戸 孝樹 新冠 中本 隆志 B４６６± ０ 〃 アタマ ９０．７�
８１７ ベルファスト 牝４鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 静内 塚尾牧場 ４３２＋１０ ５６．０１� １０．６�

８１６ ウメノレイメイ 牡６鹿 ５７
５４ ▲宮崎 北斗楳津 繁氏 鈴木 勝美 静内 藤本牧場 B４９８± ０ ５６．１クビ ７１．１�

１１ � カルパントラス 牝４鹿 ５５
５２ ▲千葉 直人伊達 敏明氏 斎藤 宏 門別 サンシャイン

牧場 ４７８＋ ８ 〃 クビ ２８．５	
６１２ レッドスプレンダー 牡５鹿 ５７ 吉永 護 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ４８２± ０ ５６．４２ １３．６

３６ � メ タ リ ッ ク 牡４芦 ５７ 松岡 正海�ターフ・スポート斎藤 誠 浦河 ミルファーム ４７４＋１２ ５６．５クビ ６８．０�
３５ アミューズチェリー 牝３鹿 ５３ 柴田 善臣チエリー商事� 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４８２－ ２ ５６．７１� ５６．２
２３ タケデンスキップ 牝３鹿 ５３

５０ ▲草野 太郎武市 進吾氏 小林 常泰 浦河 安藤牧場 ４２６＋ ４ 〃 ハナ ４２．０�
７１５ カ ピ タ ー ノ 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４８６± ０ ５６．８� １４．６�
４８ アルファトリリオン 牡４鹿 ５７ 田中 勝春�貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４５０－ ２ ５７．０１� １４５．７�
５１０ クレイジーラブ 牝３栗 ５３ 二本柳 壮�タイヘイ牧場 松山 康久 静内 タイヘイ牧場 ４９４＋１０ ５７．１� ２４．１�
１２ シャンパンフルート 牝３芦 ５３ 吉田 豊�下河辺牧場 藤沢 則雄 門別 下河辺牧場 ４２６＋ ２ ５７．２� ３０．７�
４７ ニシノクイック 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４６８± ０ 〃 クビ １０３．５�
２４ � ダッシュタイカン 牡４黒鹿５７ 田中 剛石橋 松蔵氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 B４８４＋ ８ ５７．３クビ ５５．５�
５９ サマーシルフィード 牝３鹿 ５３ 石橋 脩セゾンレースホース� 松山 康久 新冠 コスモヴューファーム B４８８± ０ 〃 ハナ ５２．２�
７１４ オリオンザトール 牡５鹿 ５７ 佐藤 聖也平本 敏夫氏 根本 康広 早来 �橋本牧場 ５４０＋ ６ ５８．２５ ７．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４０，０２５，５００円 複勝： ４８，２０４，１００円 枠連： ６５，７８０，７００円

普通馬連： １７８，６６１，８００円 馬単： １２１，０５９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，５４５，５００円

３連複： １８６，３８１，１００円 ３連単： ４５７，００５，１００円 計： １，１４２，６６３，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １，３５０円 枠 連（６－８） ３３０円

普通馬連 �� ６６０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ３，４３０円 �� ７，９９０円

３ 連 複 ��� ２２，９８０円 ３ 連 単 ��� ７０，０８０円

票 数

単勝票数 計 ４００２５５ 的中 � １４３３９２（１番人気）
複勝票数 計 ４８２０４１ 的中 � １６４２３２（１番人気）� ７３１９３（２番人気）� ５２６４（１５番人気）
枠連票数 計 ６５７８０７ 的中 （６－８） １４８００１（１番人気）
普通馬連票数 計１７８６６１８ 的中 �� ２００５５５（１番人気）
馬単票数 計１２１０５９９ 的中 �� ８７３１１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５５４５５ 的中 �� ５０７９０（１番人気）�� ２９４１（３６番人気）�� １２４６（７２番人気）
３連複票数 計１８６３８１１ 的中 ��� ５９８７（６５番人気）
３連単票数 計４５７００５１ 的中 ��� ４８１３（１９３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．１―１０．５―１０．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．２―３２．７―４３．３

上り４F４３．２－３F３３．１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモイライザ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ビワハヤヒデ デビュー ２００７．１２．１ 阪神２着

２００５．４．９生 牝３芦 母 マイフェアレディ 母母 アンドロジェニー １１戦２勝 賞金 ３２，５１４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 イイデゴール号・オードリーローズ号・ダイワジェラート号・ノボスイーツ号・ヒシシャトル号



（２０新潟３）第８日 ９月７日（日曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

不良
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １９５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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２１４，６１０，０００円
６，８１０，０００円
７，３８０，０００円
１，８８０，０００円
２２，８４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６７，１０８，０００円
５，９５１，６００円
１，９６９，５００円

勝馬投票券売得金
３９１，８８９，７００円
５１０，３４８，２００円
４８２，０１７，０００円
１，７４４，１２６，３００円
１，１８２，８４１，３００円
４３５，８３５，９００円
１，８１１，９６３，１００円
３，９１４，６４５，３００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 １０，４７３，６６６，８００円

総入場人員 １７，６００名 （有料入場人員 １３，１３０名）



平成２０年度 第３回新潟競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４４６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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１，６４６，１８０，０００円
３７，９１０，０００円
８１，１００，０００円
１４，１９０，０００円
１７３，９３０，０００円
４３５，０００円
４３５，０００円

５０５，０８１，０００円
４２，６４３，４００円
１４，６０４，６００円

勝馬投票券売得金
２，５４１，２４３，６００円
３，６６１，４８２，５００円
２，９７０，５７２，７００円
１１，１３４，９０２，１００円
７，８０３，０２２，３００円
２，９２３，３７１，０００円
１１，２３７，６２８，６００円
２４，８２６，４５８，６００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 ６７，０９８，６８１，４００円

総入場延人員 １１６，３０５名 （有料入場延人員 ９２，１２８名）




