
２２０８５ ９月５日 晴 良 （２２新潟３）第８日 第１競走 ��１，４００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

２４ カレンデイムーン 牡２栗 ５４ 福永 祐一鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４５８－ ４１：２２．４ １７．０�

６１１ サニーヘイロー 牝２栗 ５４ 蛯名 正義宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下
ファーム ４４０＋ ２１：２２．６１ ４．６�

８１８ ドラゴンライズ 牡２鹿 ５４ 田中 勝春窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６８± ０ 〃 アタマ ８．３�
５１０ マイネルゴラッソ 牡２栗 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ６ 〃 クビ ３．７�
２３ ミエノゴーゴー 牡２黒鹿５４ 石橋 脩里見美惠子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：２２．７� ５．９�
６１２ ニシノジャブラニ 牡２鹿 ５４ 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４７４－ ８ 〃 ハナ ８．３�
４７ トーアクリスタル 牡２芦 ５４ 小林 淳一高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５２０－ ２１：２３．０２ ８１．５	
７１３ ショウナンカミング 牡２栗 ５４ 柴田 善臣国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４４０－ ４１：２３．２１� ７．８

１２ オーバーザレインボ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広橋本 忠雄氏 柴田 政人 浦河 駿河牧場 ４８０＋ ６ 〃 ハナ ７５．１�
５９ ダイワコンフォート 牡２栗 ５４ 後藤 浩輝大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４７０＋ ２１：２３．５１� ２１．２�
３６ プリンセスキナウ 牝２鹿 ５４ 江田 照男井上 一郎氏 大江原 哲 新ひだか 佐竹 学 ４４８－ ６１：２３．６� １３９．１
３５ ストロングレグナム 牡２栗 ５４ 田辺 裕信村木 篤氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B４４０－ ４１：２３．７� １１０．２�
１１ シベリアンハリアー 牡２鹿 ５４ 津村 明秀藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 村上 雅規 ４９６± ０１：２３．８クビ １４１．９�
８１７ ノースランド 牡２黒鹿５４ 吉田 豊野口 弘司氏 伊藤 大士 新ひだか 畠山牧場 ４２８－ ２ 〃 クビ ３２．６�
８１６ コスモキセキ 牝２鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 日高 富川田中牧場 ４６２＋ ６ 〃 アタマ １２７．４�
４８ ファヴェラシック 牝２栗 ５４ 柴田 大知�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４４８－ ８１：２４．０１� ３２．４�
７１５ ベネチアブルー 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 安平 ノーザンファーム ４３８－ ４１：２４．２１� １６８．５�
７１４ アポロセラヴィ 牝２青鹿５４ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 むかわ 貞広 賢治 ４０２± ０１：２４．７３ ２８６．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，１６０，４００円 複勝： ２９，３２４，１００円 枠連： ２１，２３１，４００円

普通馬連： ５９，３７０，２００円 馬単： ３８，７２７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５３２，９００円

３連複： ７７，７１３，３００円 ３連単： １１１，５９９，９００円 計： ３７６，６６０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ４５０円 � １８０円 � ３１０円 枠 連（２－６） ５８０円

普通馬連 �� ３，４３０円 馬 単 �� ８，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� ２，１２０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� １１，４６０円 ３ 連 単 ��� ８８，６６０円

票 数

単勝票数 計 １６１６０４ 的中 � ７４９２（７番人気）
複勝票数 計 ２９３２４１ 的中 � １４５７９（７番人気）� ５３９５３（２番人気）� ２３０８２（６番人気）
枠連票数 計 ２１２３１４ 的中 （２－６） ２７２２１（２番人気）
普通馬連票数 計 ５９３７０２ 的中 �� １２７９４（１６番人気）
馬単票数 計 ３８７２７８ 的中 �� ３５０４（３７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５３２９ 的中 �� ４２７６（１７番人気）�� ２５６８（２６番人気）�� ５０４９（１４番人気）
３連複票数 計 ７７７１３３ 的中 ��� ５００７（４０番人気）
３連単票数 計１１１５９９９ 的中 ��� ９２９（２９３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．３―１１．８―１２．０―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．０―３４．３―４６．１―５８．１―１：０９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．１―３F３６．３
３ ・（４，１１）１０（２，５，１３）３（６，８）（７，１２）９（１，１５，１７）１６，１４－１８ ４ ・（４，１１）１０（２，５，１３）（６，３）（７，８，１２）（１，９，１７）（１６，１５）（１４，１８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カレンデイムーン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Grindstone デビュー ２０１０．８．８ 小倉５着

２００８．２．２０生 牡２栗 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔制裁〕 サニーヘイロー号の騎手蛯名正義は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（１０番・７番・５番への

進路影響）



２２０８６ ９月５日 晴 良 （２２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
１：０８．７

重

重

３５ ピースオブケイク 牡３栗 ５６ 松岡 正海新木 鈴子氏 松山 将樹 浦河 ヒダカフアーム ４８６＋ ２１：１２．７ ８．２�

５９ ゴールインマーク 牡３鹿 ５６ 柴田 大知�ミルファーム 小笠 倫弘 浦河 ミルファーム ４９０＋ ８１：１２．９１� ９．４�
７１２ マ レ ー ネ 牝３芦 ５４ 内田 博幸�酒井牧場 尾関 知人 浦河 酒井牧場 ４３８＋ ２１：１３．０� ４．７�
７１３ カゼノマイヒメ 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義岡田 牧雄氏 高木 登 日高 佐々木 直孝 ４２８＋ ２１：１３．６３� ３．７�
６１１ サクラオハナ 牝３栗 ５４ 北村 宏司�さくらコマース伊藤 大士 新ひだか 原 武久 ４５８＋ ２１：１３．７� ５．４�
２２ ヒガサビジン 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優栗嶋 豊明氏 坂本 勝美 日高 福満牧場 ４５６－ ６１：１４．０１� ４３．１	
５８ テーオーウィナー 牡３栗 ５６ 津村 明秀小笹 公也氏 宮 徹 浦河 平成ファーム ４９４＋１６１：１４．１クビ １８．６

４６ セッテステラ 牡３栗 ５６ 大庭 和弥河合 秀夫氏 大竹 正博 浦河 鈴木 武蔵 ５０４＋１２１：１４．３１� １０６．６�
３４ シルキーカレント 牝３黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真有限会社シルク池上 昌弘 新ひだか 見上牧場 ４４２＋ ２ 〃 クビ ５．３�
２３ セトノランナー 牡３栗 ５６ 福永 祐一難波 澄子氏 戸田 博文 浦河 杵臼斉藤牧場 B４５２＋ ４１：１４．４クビ ２５．２
６１０ ハナノスティーブ 牡３黒鹿５６ 小林 淳一花田 勲氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４８４ ―１：１５．２５ １６５．６�
４７ ダイワヤマト 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５２８ ―１：１６．３７ ４７．３�
８１４ ヒシアパラチア 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 中村 雅明 ５０４＋１６１：１６．４クビ ２０９．５�
８１５ フローラルポニータ 牝３栗 ５４ 中舘 英二大山 廣晃氏 田村 康仁 浦河 丸幸小林牧場 ４４６ ―１：１６．９３ ２４３．９�
１１ チ キ チ ー タ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４９８＋１０１：１８．２８ １２０．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，５１２，９００円 複勝： ２６，２２８，１００円 枠連： １５，６５４，９００円

普通馬連： ４８，６７６，７００円 馬単： ３３，０１０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４３０，０００円

３連複： ６０，２５２，２００円 ３連単： ９４，３２６，４００円 計： ３１１，０９１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８２０円 複 勝 � ２３０円 � ２２０円 � ２２０円 枠 連（３－５） ８８０円

普通馬連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ５，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８６０円 �� ８６０円 �� １，１００円

３ 連 複 ��� ５，６００円 ３ 連 単 ��� ３６，４９０円

票 数

単勝票数 計 １４５１２９ 的中 � １４０５４（５番人気）
複勝票数 計 ２６２２８１ 的中 � ３０４８２（６番人気）� ３２６８２（４番人気）� ３１３３６（５番人気）
枠連票数 計 １５６５４９ 的中 （３－５） １３１６８（５番人気）
普通馬連票数 計 ４８６７６７ 的中 �� １２１０８（１６番人気）
馬単票数 計 ３３０１０３ 的中 �� ４５６１（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４３００ 的中 �� ５３３０（１４番人気）�� ５３６１（１３番人気）�� ４０９５（１５番人気）
３連複票数 計 ６０２５２２ 的中 ��� ７９４７（２２番人気）
３連単票数 計 ９４３２６４ 的中 ��� １９０８（１３２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．６―１２．６―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．９―３５．５―４８．１―１：００．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピースオブケイク �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１０．１．１６ 中山１３着

２００７．４．７生 牡３栗 母 アジアンプリンセス 母母 Golden Aster １０戦１勝 賞金 １０，８５０，０００円
〔発走状況〕 ゴールインマーク号は，枠内駐立不良〔坐る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻６分遅延。
〔調教再審査〕 ゴールインマーク号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フローラルポニータ号・チキチータ号は，平成２２年１０月５日まで平地競走に出走できない。



２２０８７ ９月５日 晴 良 （２２新潟３）第８日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１１時００分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１２ タマノリテラシー 牝３栗 ５４ 江田 照男玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B４８８＋ ４１：５４．９ ５．２�

２２ キスショット 牝３栗 ５４ 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４１８± ０ 〃 ハナ １９．３�

４６ ペンテシレイア 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム ４９８－ ８ 〃 クビ ３．２�
１１ レディスキッパー 牝３芦 ５４ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B４５６－ ２１：５５．０クビ ７．０�
３４ センターバージニー 牝３青鹿５４ 福永 祐一中野 優氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４７２－ ６１：５５．４２� ２．７�
８１５ トーアティアレ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩高山ランド� 柴田 政人 豊浦トーア牧場 ４６０＋ ８１：５５．５� ８０．８	
８１４ フ レ ン チ 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真中村 祐子氏 池上 昌弘 新ひだか ケイアイファーム ４６８＋ ２１：５６．０３ ３５９．６

５９ ハルランマン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義�大樹ファーム 久保田貴士 浦河 三嶋牧場 ４１８＋ ２１：５６．１クビ ２２．４�
５８ パラダイスモデル 牝３黒鹿５４ 松岡 正海佐藤 守宏氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４５６＋ ６１：５６．５２� １５．２�
４７ クイーンアラベスク 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４９２＋ ２１：５６．６� １６５．０
３５ ポッキーホッキイ 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社

大原ファーム ４７８± ０ 〃 ハナ ２６６．２�
２３ ディアナブルー 牝３鹿 ５４ 北村 宏司 �ブルーマネジメント伊藤 伸一 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４６６＋ ３１：５７．０２� ３２．２�
７１３ カレンナヒトミ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一北所 直人氏 堀井 雅広 新ひだか 見上牧場 ４７２± ０２：００．２大差 １２８．５�
６１１ スベトラーナ 牝３青鹿５４ 田中 博康吉田 和子氏 後藤 由之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋ ８２：０１．８１０ ３４４．２�
６１０ スイートフォンダ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優シンボリ牧場 鈴木 伸尋 新ひだか シンボリ牧場 ４１２＋ ６２：０４．２大差 ２２８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，２９２，９００円 複勝： ２４，０９４，４００円 枠連： １３，８００，４００円

普通馬連： ４９，２１６，３００円 馬単： ３６，７２０，６００円 ワイド【拡大馬連】： １８，１１１，２００円

３連複： ６０，１２７，７００円 ３連単： １０５，２５９，１００円 計： ３２４，６２２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １６０円 � ４１０円 � １７０円 枠 連（２－７） ２，６００円

普通馬連 �� ４，２９０円 馬 単 �� ７，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ４００円 �� １，０９０円

３ 連 複 ��� ４，７６０円 ３ 連 単 ��� ３３，２００円

票 数

単勝票数 計 １７２９２９ 的中 � ２６２３７（３番人気）
複勝票数 計 ２４０９４４ 的中 � ４７６５８（２番人気）� １１５３１（６番人気）� ４１９２６（３番人気）
枠連票数 計 １３８００４ 的中 （２－７） ３９３０（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４９２１６３ 的中 �� ８４７２（１６番人気）
馬単票数 計 ３６７２０６ 的中 �� ３５５３（２７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８１１１２ 的中 �� ４２４６（１２番人気）�� １２１４０（３番人気）�� ３９１９（１４番人気）
３連複票数 計 ６０１２７７ 的中 ��� ９３２５（１７番人気）
３連単票数 計１０５２５９１ 的中 ��� ２３４０（１０４番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．６―１２．２―１３．０―１２．７―１３．３―１３．８―１２．９―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．３―３５．５―４８．５―１：０１．２―１：１４．５―１：２８．３―１：４１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．７―３F４０．４
１
３
６，３－（１，１１）１０－９－（４，１５）（８，１２，５）－１３－（７，１４）２
６，３（９，１）－１５，１２，８（４，５）１１（１４，２）－７，１０－１３

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

勝馬の
紹 介

タマノリテラシー �
�
父 マリエンバード �

�
母父 Capote デビュー ２０１０．１．１０ 中山８着

２００７．３．１７生 牝３栗 母 ライフストーリー 母母 Outstandingly １３戦１勝 賞金 １３，９５０，０００円
〔発走状況〕 カレンナヒトミ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カレンナヒトミ号・スベトラーナ号・スイートフォンダ号は，平成２２年１０月５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 オンワードチアフル号・メイプルステージ号



２２０８８ ９月５日 晴 良 （２２新潟３）第８日 第４競走 ��２，８５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時３０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４００万円超過馬は
超過額３００万円毎１�増
本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円� コースレコード３：０１．４良

４４ スターフォワード 牡７栗 ６０ 北沢 伸也 �サンデーレーシング 藤沢 則雄 早来 ノーザンファーム ４９４＋ ２３：０４．３ ２．９�

８９ アイディリック 牡５鹿 ６０ 鈴木 慶太加藤 徹氏 清水 利章 静内 キヨミネ牧場 ４７２＋１０３：０５．０４ ７．１�
２２ マイサンシャイン �６黒鹿６０ 穂苅 寿彦吉田 照哉氏 後藤 由之 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２３：０５．２１� ２４．７�
５５ ド ン ヤ マ ト 牡４栗 ６０ 横山 義行山田 貢一氏 鈴木 伸尋 日高 日西牧場 B５１０＋ ６３：０５．３� ３．２�
６６ エルジャンクション �４鹿 ６０ 林 満明前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５６＋ ６３：０６．１５ ４．９�
８１０� サトノスローン �７栗 ６０ 五十嵐雄祐里見 治氏 藤沢 和雄 米 Forging

Oaks LLC ４７８＋ ６３：０６．９５ １１．７�
３３ 	 アツキオモイ 牡６鹿 ６０ 平沢 健治丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４５６＋ ６３：０７．６４ ３１．４	
７８ ホッコーテイオー 牡４鹿 ６０ 山本 康志矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４９０＋ ４３：０７．７クビ １８．８

１１ モモタロサン 牡６栗 ６０ 高野 和馬井口 莞爾氏 和田 正道 鵡川 上水牧場 ４６６－１２３：０９．２９ ２７．２�
７７ � エヒテンヴィーゼ 牡７鹿 ６０ 石神 深一真野 晃治氏 石毛 善彦 米 Dan Considine

& Andy Ritter ４６２－ ２３：２４．８大差 １４６．４�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，１４９，０００円 複勝： １６，０８３，９００円 枠連： ９，９４８，４００円

普通馬連： ３４，６６８，１００円 馬単： ２８，５６９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １２，８９９，２００円

３連複： ４４，２７３，２００円 ３連単： ８６，７２１，１００円 計： ２４５，３１２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � ４６０円 枠 連（４－８） ６８０円

普通馬連 �� １，２６０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １，１１０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ６，３２０円 ３ 連 単 ��� ２５，２２０円

票 数

単勝票数 計 １２１４９０ 的中 � ３３２６８（１番人気）
複勝票数 計 １６０８３９ 的中 � ４１３４３（１番人気）� ２１１８８（４番人気）� ６５７５（８番人気）
枠連票数 計 ９９４８４ 的中 （４－８） １０８１０（３番人気）
普通馬連票数 計 ３４６６８１ 的中 �� ２０３３５（５番人気）
馬単票数 計 ２８５６９６ 的中 �� ９９８９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２８９９２ 的中 �� ７０３８（５番人気）�� ２７９９（１４番人気）�� ２０７３（２３番人気）
３連複票数 計 ４４２７３２ 的中 ��� ５１７６（２４番人気）
３連単票数 計 ８６７２１１ 的中 ��� ２５３８（８０番人気）

上り １マイル １：４３．０ ４F ５０．６－３F ３８．０
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スターフォワード 
�
父 サツカーボーイ 

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００６．２．２５ 阪神１着

２００３．２．１７生 牡７栗 母 ロストインラヴ 母母 プラテイナムプリンセス 障害：７戦２勝 賞金 ３０，０００，０００円



２２０８９ ９月５日 晴 良 （２２新潟３）第８日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０分 （芝・左・外）

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

１：４６．６
１：４６．６

良

良

３３ サトノフローラ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４２８ ―１：４８．１ １２．９�

５６ � リーガルファルコン 牡２黒鹿５４ 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Edward A.
Cox, Jr. ４５０ ―１：４９．５９ １．９�

６８ プレミアムカード 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝青芝商事� 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６４ ―１：４９．６� １３．７�

８１２ グラスシーズン 牡２鹿 ５４ 吉田 豊半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム ４５２ ―１：４９．７� ５１．５�
７１１ アントウェルペン 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義青山 洋一氏 久保田貴士 新ひだか グランド牧場 ４９２ ―１：５０．０１� ６．２�
２２ ジョウショードン 牡２黒鹿５４ 岩崎 祐己熊田 義孝氏 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 ４５６ ― 〃 ハナ １１２．１	
７１０ カフェローレル 牝２青鹿５４ 松岡 正海西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４５４ ― 〃 クビ ６．７

５７ シルクマイベスト 牡２栗 ５４ 北村 宏司有限会社シルク山内 研二 新ひだか 棚川 光男 ５０４ ―１：５０．１� ９．１�
４４ マンハッタンクラブ 牡２青鹿５４ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 浦河 佐々木 恵一 ４７８ ―１：５０．５２� ３４．０�
４５ ホッカイサイモン 牡２鹿 ５４ 田中 勝春�北海牧場 田中 清隆 平取 高橋 幸男 ４６２ ―１：５０．６� ６０．１
８１３ レッドオブガバナー 牡２鹿 ５４

５２ △伊藤 工真中谷 初子氏 鈴木 康弘 新ひだか 三木田 頼嗣 ４７６ ―１：５０．８１ ２２．６�
１１ シャーデンフロイデ 牡２青鹿５４ 田辺 裕信江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 大林ファーム ４１８ ―１：５１．２２� ２５９．０�
６９ ナンヨーオウトー 牡２栗 ５４ 柴田 善臣中村 �也氏 柴田 政人 新ひだか 大典牧場 ４９６ ―１：５１．４１� ６５．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，２２１，９００円 複勝： ２４，７６０，８００円 枠連： １５，６６４，８００円

普通馬連： ４６，１３５，３００円 馬単： ３９，１１９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，２４８，１００円

３連複： ５４，４４０，９００円 ３連単： １０５，０４８，５００円 計： ３２１，６４０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ２８０円 � １２０円 � ３１０円 枠 連（３－５） ９２０円

普通馬連 �� １，０４０円 馬 単 �� ３，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，６００円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� ３，３００円 ３ 連 単 ��� ２５，４４０円

票 数

単勝票数 計 １９２２１９ 的中 � １１７９６（５番人気）
複勝票数 計 ２４７６０８ 的中 � １７５０２（５番人気）� ８８３９４（１番人気）� １５２４７（６番人気）
枠連票数 計 １５６６４８ 的中 （３－５） １２５７８（４番人気）
普通馬連票数 計 ４６１３５３ 的中 �� ３２７６９（４番人気）
馬単票数 計 ３９１１９７ 的中 �� ８７６２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７２４８１ 的中 �� １０８５４（４番人気）�� ２４４８（２１番人気）�� ７６４１（５番人気）
３連複票数 計 ５４４４０９ 的中 ��� １２１８９（１０番人気）
３連単票数 計１０５０４８５ 的中 ��� ３０４８（７６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．６―１１．７―１２．７―１２．４―１２．５―１１．７―１０．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．５―３６．２―４８．９―１：０１．３―１：１３．８―１：２５．５―１：３６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノフローラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Avenue of Flags 初出走

２００８．４．２８生 牝２鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２２０９０ ９月５日 晴 良 （２２新潟３）第８日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１２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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

７１２ デュークビスティー 牡３芦 ５６ 内田 博幸備前島敏子氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４５０＋ ２１：１２．４ ５．８�

１１ タケショウカヅチ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 ５０８＋２２１：１２．５� ３．９�
６１０ トップオブザヘヴン 牝３黒鹿５４ 吉田 豊�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４０＋ ４１：１２．７１� ６．７�
７１３ ネオエピック 牡３青鹿５６ 北村 宏司小林 仁幸氏 牧 光二 新ひだか 元道牧場 B４３２＋１２１：１３．０１� ２．９�
５８ トーセンママレード 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣島川 �哉氏 古賀 史生 新冠 オリエント牧場 ４４６＋ ２１：１３．６３� ９．５�
２３ ショウナンカルナ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝�湘南 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４５４＋ ６ 〃 アタマ ３７．３	
３５ リシアンサス 牝３栗 ５４ 津村 明秀 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 追分ファーム ４９０＋ ４１：１３．８１� １０．２

５９ サムライキセキ 牡３青鹿５６ 田辺 裕信古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 静内白井牧場 ５０８＋３４ 〃 クビ １８．５�
４６ グラスタイム 牡３栗 ５６ 大庭 和弥半沢� 杉浦 宏昭 新ひだか タツヤファーム ４５０± ０１：１３．９クビ ６５．１�
８１４ マイネポローニア 牝３栗 ５４

５２ △伊藤 工真 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 浦河 山田牧場 ４６０± ０１：１４．５３� １２２．４�

２２ シュガーレスボーイ 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎飯田 正剛氏 坂本 勝美 新ひだか 千代田牧場 ４３８－ ４１：１４．９２� ２４０．０�
６１１ ムッシュバロン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４９０ ―１：１５．０クビ ２１７．０�
４７ メイショウグレイト �３黒鹿５６ 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４６４－１０１：１５．６３� １１６．４�
８１５ ウエスタンガバナー 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太西川 賢氏 的場 均 新ひだか 北西牧場 ４７６＋１２１：１５．７クビ ５７９．０�
３４ サンゼンノカガヤキ 牡３鹿 ５６

５３ ▲平野 優新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 ４２４－２０１：１９．１大差 ３８３．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １７，２６５，７００円 複勝： ２３，４０９，９００円 枠連： １５，４１８，８００円

普通馬連： ５３，４９６，７００円 馬単： ３８，３９４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６５６，７００円

３連複： ５７，４８１，３００円 ３連単： １０５，０９８，１００円 計： ３２８，２２１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � １９０円 枠 連（１－７） ３５０円

普通馬連 �� １，５７０円 馬 単 �� ３，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ５２０円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� ２，９２０円 ３ 連 単 ��� １９，３７０円

票 数

単勝票数 計 １７２６５７ 的中 � ２３７２７（３番人気）
複勝票数 計 ２３４０９９ 的中 � ３５９８８（３番人気）� ３９６４０（２番人気）� ３１７０２（４番人気）
枠連票数 計 １５４１８８ 的中 （１－７） ３３０６７（１番人気）
普通馬連票数 計 ５３４９６７ 的中 �� ２５３０３（７番人気）
馬単票数 計 ３８３９４６ 的中 �� ８３５１（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６５６７ 的中 �� ６９０４（９番人気）�� ８４９４（５番人気）�� ８３２１（６番人気）
３連複票数 計 ５７４８１３ 的中 ��� １４５３６（１０番人気）
３連単票数 計１０５０９８１ 的中 ��� ４００５（６５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１２．６―１２．３―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．９―４７．５―５９．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デュークビスティー �
�
父 Motivator �

�
母父 Caerleon デビュー ２００９．９．１９ 中山４着

２００７．３．２２生 牡３芦 母 ヴァルネリーナ 母母 Lady Capulet １５戦１勝 賞金 １３，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンゼンノカガヤキ号は，平成２２年１１月５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。
（非抽選馬） ４頭 ゲンパチドリーム号・シンビオシス号・ミーヒチャラサン号・リッチチャンス号



２２０９１ ９月５日 晴 良 （２２新潟３）第８日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時２５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

６１１ エスピナアスール 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４６６－ ８２：００．９ ３３．２�

８１７ マイネルウインザー 牡３黒鹿５６ 津村 明秀 �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 B４７８－１０２：０１．１１� ４．５�

８１５ コウギョウロブロイ 牡３栗 ５６ 江田 照男菊地 捷士氏 小島 太 新ひだか 藤本牧場 ４７６－ ６２：０１．２� ２２．８�
７１３ テープカット 牡３鹿 ５６ 田中 勝春橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか タイヘイ牧場 B４２８＋ ２２：０１．６２� ６．４�
４８ マイネルダウザー 牡３黒鹿５６ 内田 博幸 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 ５０８－ ４ 〃 クビ ２．０�
５９ パ ン テ ー ル 牝３栗 ５４ 吉田 豊安原 浩司氏 河野 通文 日高 浜本牧場 B４４８± ０２：０１．９１� ７．２�
１２ クリノオペラオー 牡３栗 ５６ 武士沢友治栗本 博晴氏 中野渡清一 新ひだか 小河 豊水 ４８６＋ ４２：０２．３２� １２１．３	
２４ サンデーチョウサン 牡３栗 ５６ 福永 祐一長山 尚義氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 ４８６± ０２：０２．７２� １１．３

８１６ マルブツダンスイン 牡３栗 ５６ 木幡 初広大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ４５８－１２２：０２．８� ５６．７�
６１２ スプリングボーデン 牡３栗 ５６ 中舘 英二加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 ４６０＋ ４２：０３．７５ ６０．９�
３６ ロヴェレート 牝３鹿 ５４ 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか グランド牧場 ４２４＋ ２２：０４．１２� ３０３．８
３５ デザートコンドル 牡３黒鹿５６ 南田 雅昭鈴木 可一氏 南田美知雄 新冠 ハシモトフアーム ４９２＋ ６２：０４．２� １１９．５�
５１０ エフティブレーヴ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 白老大須賀

牧場 ５４０＋ ６２：０４．８３� ２４３．７�
１１ シャコームサシ 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５２６± ０２：０５．５４ ２５０．１�
２３ スプリングトップ 牡３栗 ５６ 田辺 裕信加藤 春夫氏 伊藤 大士 様似 堀 弘康 ４９０＋ ５２：０６．３５ ２０５．８�
７１４ アグネスショパン 牡３鹿 ５６ 田中 博康渡辺 孝男氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 ４７４ ―２：１０．５大差 ２１８．１�
４７ ラヴソレイユ 牝３鹿 ５４

５１ ▲平野 優吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７６－ ６２：１２．６大差 １０７．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，８１２，６００円 複勝： ３２，７７１，８００円 枠連： １８，９４２，３００円

普通馬連： ６３，０５９，５００円 馬単： ４７，２５７，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８５２，３００円

３連複： ７２，６４９，７００円 ３連単： １３６，０１６，３００円 計： ４１４，３６２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３２０円 複 勝 � １，１４０円 � ２３０円 � ４６０円 枠 連（６－８） ４，１５０円

普通馬連 �� １０，７６０円 馬 単 �� ２８，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９７０円 �� ７，５１０円 �� １，４２０円

３ 連 複 ��� ４６，７５０円 ３ 連 単 ��� ３７４，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２０８１２６ 的中 � ４９５０（７番人気）
複勝票数 計 ３２７７１８ 的中 � ６４８７（８番人気）� ４５８６０（３番人気）� １８０４８（６番人気）
枠連票数 計 １８９４２３ 的中 （６－８） ３３７６（１４番人気）
普通馬連票数 計 ６３０５９５ 的中 �� ４３２８（２３番人気）
馬単票数 計 ４７２５７６ 的中 �� １２４３（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８５２３ 的中 �� １８８６（２４番人気）�� ７３４（４９番人気）�� ４０８２（１４番人気）
３連複票数 計 ７２６４９７ 的中 ��� １１４７（９０番人気）
３連単票数 計１３６０１６３ 的中 ��� ２６８（５７９番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．８―１１．７―１２．４―１２．３―１２．４―１２．０―１２．２―１１．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２３．７―３５．４―４７．８―１：００．１―１：１２．５―１：２４．５―１：３６．７―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．４
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

エスピナアスール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１０．３．２１ 中山６着

２００７．３．２２生 牝３黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ラヴソレイユ号は，競走中に疾病〔両前浅屈腱不全断裂〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用

を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スプリングトップ号・アグネスショパン号は，平成２２年１０月５日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 リリックソプラノ号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※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。
（非当選馬） ５頭 イエローブレイブ号・ダノンプリベット号・フジノベルモット号・マルヘイサッカー号・マーニー号



２２０９２ ９月５日 晴 良 （２２新潟３）第８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）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４７ � マルターズカイト 牡３鹿 ５４ 木幡 初広藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４７８＋ ２１：５３．８ １１．４�

８１４ ドラゴンアルテマ 牡３青 ５４ 田辺 裕信窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９２＋ ４１：５４．４３� ４．８�
４６ スターノーブルマン 牡４鹿 ５７ 津村 明秀鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 B５４０－ ６ 〃 クビ ９６．８�
２３ マチカネナツノジン 牝４鹿 ５５ 大庭 和弥吉田 千津氏 奥平 雅士 日高 待兼牧場 ４７６＋１０１：５４．９３ １１．９�
７１２ ジーガートップ 牡４栗 ５７ 松岡 正海�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 ５０４± ０１：５５．０クビ ６．０�
３５ シゲルアサマヤマ 牡４青鹿５７ 田中 勝春森中 蕃氏 藤岡 範士 浦河 冨岡牧場 ４７８－ ６１：５５．２１	 ４．８�
５９ ヴァルドルフ 牡５栗 ５７ 小林 淳一片山 博志氏 佐藤 吉勝 静内 片岡牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ ６．７	
３４ スイングエンジン 牡４栗 ５７ 石橋 脩平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４６６＋ ９１：５５．３
 １３８．５

２２ � アポロノサムライ 牡３栗 ５４ 後藤 浩輝アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 米 Mr. & Mrs.

John Kerber ５１８－ ８１：５５．９３� ７．４�
１１ ティアップザスター 牡４鹿 ５７ 江田 照男田中 昇氏 杉浦 宏昭 浦河 久保農場 ４９８－ ２１：５６．１１� ２１．４�
７１３ ロケットダイヴ 牡３鹿 ５４ 四位 洋文山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６６＋１２１：５６．９５ ８．１
６１０� ラインウインド 牡５鹿 ５７ 宗像 徹志邑 宣彦氏 水野 貴広 静内 高橋 修 ４６２－１０１：５７．０クビ １２９．０�
５８ アンハートキング 牡４鹿 ５７ 村田 一誠�リーヴァ 松永 康利 三石 松本牧場 ５２２－ ２１：５７．３１
 １５８．８�
８１５ スガノタキオン 牡３栗 ５４ 中舘 英二菅原 光博氏 田村 康仁 浦河 富田牧場 ４８８－ ２１：５７．４� ７５．０�
６１１� マイハートマイラブ �５鹿 ５７ 田中 博康 �グリーンファーム 田島 俊明 米 Nobuo

Tsunoda ５４６＋ ８１：５７．８２� １９５．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２１，２８０，６００円 複勝： ３４，２７２，６００円 枠連： ２３，０７３，３００円

普通馬連： ８１，６７５，５００円 馬単： ４７，２１１，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，５４８，５００円

３連複： ８７，００９，３００円 ３連単： １５０，１０８，６００円 計： ４７０，１８０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３３０円 � ２００円 � ２，３４０円 枠 連（４－８） ２，８６０円

普通馬連 �� ２，９６０円 馬 単 �� ６，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８８０円 �� ８，１９０円 �� ９，５４０円

３ 連 複 ��� ８６，０８０円 ３ 連 単 ��� ３７６，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２１２８０６ 的中 � １４８１８（７番人気）
複勝票数 計 ３４２７２６ 的中 � ２７０１１（７番人気）� ５６０７４（１番人気）� ３０４７（１２番人気）
枠連票数 計 ２３０７３３ 的中 （４－８） ５９６８（１４番人気）
普通馬連票数 計 ８１６７５５ 的中 �� ２０３７８（１６番人気）
馬単票数 計 ４７２１１６ 的中 �� ５２０９（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５５４８５ 的中 �� ７５９１（９番人気）�� ７４８（５２番人気）�� ６４１（５８番人気）
３連複票数 計 ８７００９３ 的中 ��� ７４６（１３７番人気）
３連単票数 計１５０１０８６ 的中 ��� ２９４（７１６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．７―１３．６―１３．０―１２．６―１３．０―１２．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．１―５０．７―１：０３．７―１：１６．３―１：２９．３―１：４１．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マルターズカイト �
�
父 アルカセット �

�
母父 French Deputy

２００７．２．１９生 牡３鹿 母 ミスティーフレンチ 母母 Seeking the Circle ５戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 シルクパルサー号・ストロングウェイブ号・ホウザンドラゴン号



２２０９３ ９月５日 晴 良 （２２新潟３）第８日 第９競走 ��１，８００�
い ず も ざ き

出 雲 崎 特 別
発走１４時３５分 （芝・左・外）

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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

４７ フライバイワイヤー 牡４栗 ５７ 蛯名 正義 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７０＋ ６１：４７．２ ５．４�

１１ マックスドリーム 牡３青鹿５４ 津村 明秀山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド ５３２＋ ２ 〃 アタマ ６．１�
８１７ メイショウジンム 牡４鹿 ５７ 内田 博幸松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 ４３２± ０１：４７．３� ４．０�
２４ ダノンインスパイア 牡５鹿 ５７ 田中 勝春�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ５３０＋１２１：４７．４� ９６．２�
８１６� インザブラック 牡４黒鹿５７ 中舘 英二臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 ５１２－ ６ 〃 クビ １６３．７�
３６ ローテレジーナ 牝５鹿 ５５ 二本柳 壮山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４１２＋ ２ 〃 ハナ １３１．０	
２３ ブレイクナイン 牡４黒鹿５７ 吉田 豊青山 洋一氏 田村 康仁 日高 日高大洋牧場 ５０２－ ２１：４７．５� ５．１

５９ � ハギノアスラン �６鹿 ５７ 四位 洋文日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム B４４８± ０１：４７．６� ７．７�
４８ ビューティファイン 牝４栗 ５５ 田辺 裕信阿部 紀子氏 清水 利章 静内 千代田牧場 ４８０± ０１：４７．７クビ ２４．８�
７１４ マックスストレイン 牡３栗 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６０± ０ 〃 アタマ １４６．４
１２ マイネルアリオン 牡４鹿 ５７ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 静内白井牧場 ４８８＋ ４１：４７．８� ７３．９�
５１０ クインリーグレイス 牝３鹿 ５２ 福永 祐一臼田 浩義氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４４－ ４１：４８．０１	 ２０．２�
６１１� サントゥール 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝宮崎忠比古氏 後藤 由之 新冠 隆栄牧場 ４１６＋１０１：４８．１クビ １４６．６�
３５ ボーンコレクター 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣橋本 忠雄氏 柴田 政人 新ひだか 金舛 幸夫 ４６０＋ ２ 〃 クビ ２０．８�
６１２ サニーダニエル 牡３黒鹿５４ 大庭 和弥宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４８２＋ ２１：４８．２� ２２．９�
７１３ ヴィーヴァブーケ 牝４青鹿５５ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 静内 岡田スタツド ４１０－１０１：４９．０５ １７．２�
７１５ セブンライターズ 牡３黒鹿５４ 石橋 脩熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４５４＋ ６１：４９．１クビ ２９．１�
８１８ マイネルカルナバル 牡５青鹿５７ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 千歳 社台ファーム ５０２－１０１：５０．３７ １１８．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，７２７，６００円 複勝： ４４，２４７，９００円 枠連： ２８，７２８，１００円

普通馬連： １１３，３７１，５００円 馬単： ６３，５７７，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３４，３２７，８００円

３連複： １２６，４４７，７００円 ３連単： ２２５，６６６，６００円 計： ６６１，０９５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � １５０円 枠 連（１－４） １，３００円

普通馬連 �� １，６００円 馬 単 �� ３，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６６０円 �� ４５０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ２，０５０円 ３ 連 単 ��� １２，９１０円

票 数

単勝票数 計 ２４７２７６ 的中 � ３６３２１（３番人気）
複勝票数 計 ４４２４７９ 的中 � ５００３３（５番人気）� ６３０６６（２番人気）� ９０２４４（１番人気）
枠連票数 計 ２８７２８１ 的中 （１－４） １６３７７（６番人気）
普通馬連票数 計１１３３７１５ 的中 �� ５２４６３（６番人気）
馬単票数 計 ６３５７７８ 的中 �� １５０４６（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３４３２７８ 的中 �� １２４５３（７番人気）�� １９２３１（２番人気）�� １９０６９（３番人気）
３連複票数 計１２６４４７７ 的中 ��� ４５７３４（３番人気）
３連単票数 計２２５６６６６ 的中 ��� １２９０７（２１番人気）

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

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フライバイワイヤー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Dashing Blade デビュー ２００９．３．１ 中山７着

２００６．３．２４生 牡４栗 母 プラウドウイングス 母母 Peraja ９戦２勝 賞金 １９，６８１，０００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。
（非当選馬） ２頭 アイアイレインボー号・ランダムトーク号
（非抽選馬） ３頭 シンセサイザー号・トーセンマリーン号・ネオヴェリーブル号



２２０９４ ９月５日 晴 良 （２２新潟３）第８日 第１０競走 ��
��１，２００�

い い で

飯 豊 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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

２２ マヤノロシュニ 牝４芦 ５５ 蛯名 正義田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 ４４４＋ ２１：０８．９ ５．２�

１１ ケンブリッジエル 牡４黒鹿５７ 柴田 善臣中西 健造氏 山内 研二 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４９４－ ６ 〃 ハナ ２．８�

７１０� アイスカービング 牝６黒鹿５５ 吉田 豊下河�行雄氏 松山 将樹 門別 下河辺牧場 ４８４＋ ８１：０９．３２� ６．２�
６７ ザ ザ 牝５鹿 ５５ 福永 祐一谷水 雄三氏 松田 国英 静内 カントリー牧場 B４７４＋ ４ 〃 ハナ ７．０�
８１１ パ パ ラ チ ア 牝７鹿 ５５ 大庭 和弥�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４６８－１４１：０９．４� ３９．６�
８１２	 ロードバロック 牡５鹿 ５７ 田中 勝春 	ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４３４＋ ６ 〃 クビ ３３．１

４４ アグネスヨジゲン 牡７鹿 ５７ 四位 洋文渡辺 孝男氏 村山 明 浦河 高昭牧場 ４８６＋ ８ 〃 ハナ １６．５�
７９ カシノリボン 牝５栗 ５５ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山牧場 ４９４± ０１：０９．５クビ ２２．２�
３３ トーホウカイザー 牡５黒鹿５７ 石橋 脩東豊物産	 高橋 裕 門別 長谷川 一男 ４９０－ ２ 〃 クビ ９．５
５６ レイクエルフ 牡５黒鹿５７ 武士沢友治�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４０± ０１：０９．６クビ ４９．５�
６８ ジニオマッジョーレ 牝４栗 ５５ 松岡 正海畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４９６＋ ６１：０９．７
 ８．６�
５５ 	 エスユーグランド 牡９鹿 ５７ 小林 淳一楳津 繁氏 高橋 祥泰 米 Nordic Thor-

oughbreds ４８４± ０１：０９．９１� ２８０．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，３９９，３００円 複勝： ４４，６１８，４００円 枠連： ２８，３６２，３００円

普通馬連： １２１，２２６，３００円 馬単： ７５，８６９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，０１７，０００円

３連複： １２３，５３９，７００円 ３連単： ２７１，５９３，９００円 計： ７２５，６２５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（１－２） ６２０円

普通馬連 �� ６００円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ４８０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，２５０円 ３ 連 単 ��� ６，１６０円

票 数

単勝票数 計 ２７３９９３ 的中 � ４１９６０（２番人気）
複勝票数 計 ４４６１８４ 的中 � ７０８０６（２番人気）� １２１７１４（１番人気）� ５５２０７（３番人気）
枠連票数 計 ２８３６２３ 的中 （１－２） ３４０１６（３番人気）
普通馬連票数 計１２１２２６３ 的中 �� １５０１３４（１番人気）
馬単票数 計 ７５８６９０ 的中 �� ４１３３６（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３０１７０ 的中 �� ３２８１０（１番人気）�� １５４３４（５番人気）�� ２９０３１（２番人気）
３連複票数 計１２３５３９７ 的中 ��� ７３３７０（１番人気）
３連単票数 計２７１５９３９ 的中 ��� ３２５７６（６番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．３―１１．６―１１．２―１１．７

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マヤノロシュニ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Cozzene デビュー ２００９．５．９ 東京１６着

２００６．３．１３生 牝４芦 母 ジゼールペン 母母 Garconniere １１戦４勝 賞金 ５４，６３２，０００円



２２０９５ ９月５日 晴 良 （２２新潟３）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第３０回新潟２歳ステークス（ＧⅢ）

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 ６６５，０００円 １９０，０００円 ９５，０００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

８１６ マイネイサベル 牝２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 高橋 修 ４５０± ０１：３４．５ ２６．３�

１１ マイネルラクリマ 牡２栗 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 ４５４－ ４ 〃 クビ ３３．２�

６１２ レッドセインツ 牡２鹿 ５４ 四位 洋文 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４２８＋ ８１：３４．６� ６．８�
８１７ エーシンブラン 牡２芦 ５４ 北村 宏司�栄進堂 坂口 正則 様似 栄進牧場 ４５４＋ ２１：３４．８１� ６．０�
７１５ デラコリーナ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４５８＋ ８１：３４．９クビ ４０．７�
３６ サイレントソニック 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義細谷 典幸氏 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４４６＋ ６１：３５．０� ６．８	
４８ ニシノクエーサー 牡２栗 ５４ 津村 明秀西山 茂行氏 河野 通文 むかわ 西山牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ２５．９

８１８ キッズニゴウハン 牡２栗 ５４ 田中 勝春瀬谷 �雄氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ４１：３５．３１� ５．９�
４７ マルタカシクレノン 牡２青鹿５４ 木幡 初広�橋まゆみ氏 清水 美波 浦河 細道牧場 ４７８－ ２１：３５．５１� １４７．８
２４ クリーンエコロジー 牡２芦 ５４ 後藤 浩輝石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４８０－ ２１：３５．６� ４．３�
７１４ フロールジェナ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 ４０２－ ２１：３５．７� １０７．０�
１２ リーサムポイント 牡２栗 ５４ 内田 博幸平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム ４５０－ ６１：３５．８クビ ５．９�
３５ コスモイーチタイム 牡２栗 ５４ 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４０６＋ ２１：３５．９� ２６１．７�
７１３ ヴァナディース 牝２栗 ５４ 吉田 豊 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４２８＋ ６１：３６．０クビ １６．７�
５１０ リュウシンヒーロー 牡２鹿 ５４ 江田 照男桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：３６．２１� １１８．６�
６１１� ワイルドジュニア 牡２鹿 ５４ 伊藤 工真水上ふじ子氏 高橋 裕 浦河 笠松牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ２１２．４�
２３ クラウンフィデリオ 牡２栗 ５４ 田辺 裕信矢野 悦三氏 牧 光二 浦河 中島牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ １７７．６�

（１７頭）
５９ ホーマンフリップ 牝２栗 ５４ 福永 祐一久保 博文氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １０５，６４５，８００円 複勝： １４４，１９０，９００円 枠連： １２９，９６９，２００円

普通馬連： ４７７，９７０，２００円 馬単： ２５８，９３０，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２２，８５１，８００円

３連複： ５１１，８３１，２００円 ３連単： １，０２９，６０２，２００円 計： ２，７８０，９９１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６３０円 複 勝 � ７５０円 � ８５０円 � ３００円 枠 連（１－８） ９３０円

普通馬連 �� ２９，４００円 馬 単 �� ６７，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６，３８０円 �� ３，６９０円 �� ３，８５０円

３ 連 複 ��� １０７，１６０円 ３ 連 単 ��� ８６７，４１０円

票 数

単勝票数 差引計１０５６４５８（返還計１７３５０８） 的中 � ３１６７２（９番人気）
複勝票数 差引計１４４１９０９（返還計２３６４２６） 的中 � ４８２０７（９番人気）� ４１６６３（１０番人気）� １４３１９４（６番人気）
枠連票数 差引計１２９９６９２（返還計 ３１３２） 的中 （１－８） １０４１８７（２番人気）
普通馬連票数 差引計４７７９７０２（返還計１５９３０４０） 的中 �� １２００１（５６番人気）
馬単票数 差引計２５８９３０１（返還計８４９２６２） 的中 �� ２８４８（１１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１２２８５１８（返還計３７３７９７） 的中 �� ４７１４（５４番人気）�� ８２３２（４１番人気）�� ７８８１（４３番人気）
３連複票数 差引計５１１８３１２（返還計２６１５６５６） 的中 ��� ３５２５（１９１番人気）
３連単票数 差引計１０２９６０２２（返還計５３０６４９７） 的中 ��� ８７６（１２４５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１２．１―１２．３―１２．０―１１．４―１１．１―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．９―３６．０―４８．３―１：００．３―１：１１．７―１：２２．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネイサベル �
�
父 テレグノシス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．７．１７ 新潟１着

２００８．４．１１生 牝２鹿 母 マイネレジーナ 母母 フミノスキー ２戦２勝 賞金 ３９，６６５，０００円
〔競走除外〕 ホーマンフリップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。発走

時刻７分遅延。
〔制裁〕 クリーンエコロジー号の騎手後藤浩輝は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（６番への進路影

響）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ホーマンフリップ号は，平成２２年９月６日から平成２２年１０月５日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔その他〕 クリーンエコロジー号は，発走後まもなく銜受けが不良となったことについて平地調教注意。



２２０９６ ９月５日 晴 良 （２２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

６１２ ジョウノオアシス 牝６鹿 ５５
５２ ▲平野 優小川 義勝氏 武藤 善則 門別 三城牧場 ４７０＋ ２ ５５．０ ８．０�

２３ サンマルヘイロー 牡４鹿 ５７ 小林 淳一相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 B４７２－１０ 〃 クビ ９．８�

１１ スイートライラ 牝４栗 ５５ 柴田 善臣シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４６８＋ ２ 〃 ハナ ４．３�
４８ グラスピュア 牝３黒鹿５３ 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか タツヤファーム ４９８± ０ ５５．４２� ９．４�
５９ メイショウヘミング 牝３黒鹿５３ 四位 洋文松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか 岡田牧場 ４２６－ ４ ５５．７１� １７．６�
７１４ ホリノティアラ 牝５鹿 ５５ 江田 照男堀川 義雄氏 菅原 泰夫 静内 光丘牧場 ４７０－ ４ 〃 アタマ ６．９�
３５ 	 セトウチダイヤ 牝４栗 ５５

５２ ▲小野寺祐太高橋 勉氏 松永 康利 静内 グランド牧場 ４２０－ ２ ５５．８� ２５．３	
４７ 	 フラッシュバット 牝５栗 ５５ 西田雄一郎桜井 欣吾氏 本間 忍 門別 浦新 徳司 ４８０＋ ２ 〃 アタマ １９．３

５１０	 シンメトリーアート 牡５鹿 ５７ 吉田 豊角家 弘志氏 石毛 善彦 門別 中前 義隆 ４８０－ ４ ５５．９� ６５．７�
１２ 	 メ タ リ ッ ク 牡６芦 ５７ 武士沢友治�ターフ・スポート武市 康男 浦河 ミルファーム ４６２－１０ ５６．０� ３５．２�
６１１ レーシングマーチ 牝３栗 ５３ 中舘 英二松平 恭司氏 佐藤 吉勝 日高 松平牧場 ４１６－ ２ 〃 クビ １６２．２
２４ 
	 ゲイリークイン 牝５芦 ５５ 田辺 裕信中村 浩章氏 上原 博之 米 Green

Gates Farm ４４２－ ８ ５６．２１� ４０．２�
７１３ サクラベッシー 牝３鹿 ５３ 村田 一誠�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 山田牧場 ４９０＋ ２ ５６．３� ３．４�
７１５	 サイモンラメール 牝４黒鹿５５ 福永 祐一澤田 昭紀氏 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４８６－ ４ ５６．５１� ８５．５�
３６ プリティマリ 牝４鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４６６＋ ８ ５６．６� １６０．９�
８１７	 サンマルクリス 牝４黒鹿 ５５

５３ △伊藤 工真相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 ４６４＋１４ ５６．７クビ １６５．４�

８１６ ドゥービリーヴイン 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 パカパカ
ファーム B４８４± ０ ５７．１２� １４３．０�

８１８	 マンガンオトメ 牝４黒鹿５５ 柄崎 将寿安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４２２＋ ４ ５７．９５ ２４０．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３４，６６３，０００円 複勝： ５４，６２５，１００円 枠連： ４５，５７９，８００円

普通馬連： １４３，４３８，８００円 馬単： ８５，０５１，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，０７７，５００円

３連複： １９３，７６１，１００円 ３連単： ３６７，７８４，２００円 計： ９７０，９８０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２３０円 � ２７０円 � １６０円 枠 連（２－６） ３，３５０円

普通馬連 �� ４，０３０円 馬 単 �� ８，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２３０円 �� ５７０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� ４，１２０円 ３ 連 単 ��� ３２，２９０円

票 数

単勝票数 計 ３４６６３０ 的中 � ３４１５３（４番人気）
複勝票数 計 ５４６２５１ 的中 � ５８３３１（４番人気）� ４６３８４（５番人気）� １１４４９２（１番人気）
枠連票数 計 ４５５７９８ 的中 （２－６） １００６０（１３番人気）
普通馬連票数 計１４３４３８８ 的中 �� ２６３０５（１６番人気）
馬単票数 計 ８５０５１１ 的中 �� ７１８９（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６０７７５ 的中 �� ８８２９（１５番人気）�� ２０７４３（３番人気）�� １８３８９（６番人気）
３連複票数 計１９３７６１１ 的中 ��� ３４７２９（９番人気）
３連単票数 計３６７７８４２ 的中 ��� ８４０７（９０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．２―１０．６―１０．４―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．３―３２．９―４３．３

上り４F４２．９－３F３２．７
勝馬の
紹 介

ジョウノオアシス �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Lyphard デビュー ２００６．６．２５ 福島６着

２００４．２．７生 牝６鹿 母 エスカベッシュ 母母 シ ー キ ャ ン ２３戦２勝 賞金 ２３，８７０，０００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。
（非当選馬） １頭 スノーライダー号
（非抽選馬） １頭 アームズトウショウ号



（２２新潟３）第８日 ９月５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 １８３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

２２５，０６０，０００円
１，２８０，０００円
１２，６３０，０００円
１，９７０，０００円
２２，２３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６３，９３５，０００円
５，５２９，０００円
１，８１１，７００円

勝馬投票券売得金
３３１，１３１，７００円
４９８，６２７，９００円
３６６，３７３，７００円
１，２９２，３０５，１００円
７９２，４３９，８００円
３９１，５５３，０００円
１，４６９，５２７，３００円
２，７８８，８２４，９００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 ７，９３０，７８３，４００円

総入場人員 １９，０６４名 （有料入場人員 １４，１１４名）



平成２２年度 第３回新潟競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４６１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

１，７００，４１０，０００円
２９，１９０，０００円
７９，０５０，０００円
１４，７４０，０００円
１６５，３１０，０００円
５２８，０００円
５８０，０００円

５０９，９３０，２５０円
４２，８４５，８００円
１４，４６３，９００円

勝馬投票券売得金
２，４４３，８８９，３００円
４，０４６，８２３，１００円
２，５００，４１０，３００円
９，３２６，９６８，７００円
５，９５６，１７７，５００円
２，９５９，５９２，７００円
１０，９２７，３８９，４００円
２０，８９３，７３２，７００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 ５９，０５４，９８３，７００円

総入場延人員 １１４，２００名 （有料入場延人員 ８９，９８７名）




