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２３０７３ ９月１日 晴 良 （２４新潟３）第７日 第１競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時１０分 （芝・左・外）

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

中央レコード

１：３３．５
１：３３．１

良

良

１２ モオプナツヨシ 牡２黒鹿５４ 石橋 脩横瀬 兼二氏 牧田 和弥 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４７０－ ４１：３４．０ ８．７�

６１２ ダイワフェーム 牡２黒鹿５４ 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 田上 稔 ４５２－ ６１：３４．７４ ２．６�
７１５ マイネルミラノ 牡２栗 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ２ 〃 クビ ７８．３�
２３ ステラビアンカ 牡２栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次�ヒダカファーム阿部 新生 浦河 ヒダカフアーム ４３４＋ ８ 〃 ハナ ６５．３�
３６ スワンソング 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣 H.H．シェイク・ハムダン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６＋ ２１：３４．８クビ ４．９�
８１７ クリノヒマラヤオー 牡２黒鹿５４ 中舘 英二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ６７．６	
３５ マイネルガブリエル 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 前谷 武志 ４７４＋ ４１：３４．９クビ ２６．１

７１４ ミエノハートハート 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人里見美惠子氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム ４２０＋ ６１：３５．１１� ７．４�
６１１ グレイスヒーロー 牡２栗 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ６ 〃 ハナ ７．５�
４７ プ ル ー フ 牝２栗 ５４ 大庭 和弥近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４２８－ ６ 〃 クビ ３２２．１
５９ ディアバイブル 牝２栗 ５４ 江田 照男ディアレスト 牧 光二 日高 沖田牧場 B５０４＋ ２１：３５．２� １３．４�
８１８ スノードロップ 牝２芦 ５４ 吉田 豊山口 敦広氏 浅野洋一郎 新ひだか 藤沢牧場 ４５２－ ４ 〃 ハナ ３８．８�
４８ ヤギリハーツ 牡２鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁内田ヤエ子氏 高橋 義博 平取 稲原牧場 ４５４＋ ４１：３５．５１� １５１．０�
２４ ヤマニングランバル 牡２栗 ５４ 中谷 雄太土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４１８－ ６１：３５．６� ４１５．６�
５１０ ワ ン パ ン チ 牡２芦 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ３８８± ０１：３５．８１� ３９．８�
８１６ ドリームアース 牡２鹿 ５４ 武士沢友治森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６８＋ ２１：３５．９クビ １６．４�
７１３ トーセンレインボー 牝２栗 ５４ 田中 勝春島川 �哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６０－ ４１：３６．０� １７２．８�
１１ ナスケンプレアデス 牝２黒鹿５４ 増沢由貴子那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４５０－ ６１：３６．２１� ２０１．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，３５０，２００円 複勝： ３８，２１０，４００円 枠連： １５，５８３，７００円

馬連： ４６，６７４，１００円 馬単： ３０，１０９，２００円 ワイド： ２１，５２６，６００円

３連複： ６３，７６９，７００円 ３連単： ９３，５２３，５００円 計： ３２７，７４７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２４０円 � １４０円 � １，７５０円 枠 連（１－６） ８４０円

馬 連 �� １，１１０円 馬 単 �� ２，８３０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ８，６４０円 �� ３，７６０円

３ 連 複 ��� ２２，９００円 ３ 連 単 ��� １２３，９２０円

票 数

単勝票数 計 １８３５０２ 的中 � １６７２９（５番人気）
複勝票数 計 ３８２１０４ 的中 � ４０００３（４番人気）� １０５１５０（１番人気）� ３８０６（１３番人気）
枠連票数 計 １５５８３７ 的中 （１－６） １３７９４（３番人気）
馬連票数 計 ４６６７４１ 的中 �� ３１１１６（４番人気）
馬単票数 計 ３０１０９２ 的中 �� ７８６５（９番人気）
ワイド票数 計 ２１５２６６ 的中 �� ９９９１（４番人気）�� ５８４（６５番人気）�� １３６０（３７番人気）
３連複票数 計 ６３７６９７ 的中 ��� ２０５６（６７番人気）
３連単票数 計 ９３５２３５ 的中 ��� ５５７（３４０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．３―２２．８―３４．６―４７．０―５９．４―１：１１．２―１：２１．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モオプナツヨシ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー ２０１２．７．２２ 中京４着

２０１０．３．７生 牡２黒鹿 母 ダイアモンドタヤス 母母 タヤスメモリー ３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。
（非当選馬） １頭 セビジャーナス号
（非抽選馬） ２頭 クールゾロ号・コスモギガデイン号

２３０７４ ９月１日 晴 良 （２４新潟３）第７日 第２競走 １，０００�サラブレッド系２歳
発走１０時４０分 （芝・直線）

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

５５．４
５５．４

良

良

４８ サンマルマズル 牡２鹿 ５４ 中舘 英二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 ４４６＋ ８ ５６．９ ５．２�

４７ バーチャルツアー 牡２栗 ５４
５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４７０± ０ 〃 クビ １４．１�

６１２ ブラザーウインド 牡２栗 ５４
５１ ▲嶋田 純次 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム B４７０± ０ ５７．０クビ ２．９�

８１８ スピードボニータ 牝２栗 ５４
５１ ▲杉原 誠人市川不動産� 和田 正道 浦河 久保 昇 ４５４＋ ６ ５７．３２ ６．０�

５９ マリーズミイ 牝２鹿 ５４ 田中 博康冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 ４３０＋ ２ ５７．４� ２７．９�
１１ クイーンマルゴー 牝２栗 ５４ 武士沢友治村田 哲朗氏 坂本 勝美 千歳 社台ファーム ４３２＋ ８ 〃 ハナ １６１．８	
１２ メ テ オ ラ 牝２鹿 ５４ 江田 照男�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４５４＋１４ 〃 アタマ ６９．８

３６ グランデミルク 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士 �グランデオーナーズ 的場 均 新ひだか 鳥谷 勝彦 ４７２－ ４ ５７．６１ ４１．８�
８１６ スピードパレード 牝２青鹿 ５４

５１ ▲原田 和真市川不動産� 和田 正道 新冠 村上牧場 ４０８－ ２ ５７．７� ７７．７�
７１５ ドヴァラパーラ 牡２栗 ５４

５１ ▲山崎 亮誠�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４２４－ ８ 〃 クビ ９４．９
２３ オ ン ラ イ ン 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥重松 國建氏 佐藤 吉勝 新ひだか 沼田 照秋 ４７０＋ ２ ５７．８クビ ２０．７�
５１０ グラストンベリー 牝２芦 ５４ 北村 宏司日下部勝�氏 栗田 徹 新ひだか 森 俊雄 ４２２＋ ２ ５７．９� ９．０�
２４ ウチケンジェーニオ 牡２栗 ５４

５１ ▲長岡 禎仁内田 健一氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 ４２６＋ ４ ５８．０� １６５．６�
７１４ カシノハッピー 牡２栗 ５４ 大庭 和弥柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 金成吉田牧場 B４３２－ ４ 〃 クビ ２１８．４�
８１７ マイネルリボーン 牡２栗 ５４ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新冠 ビッグレッドファーム ４３８± ０ ５８．１� １５３．２�
７１３ ビューポイント 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 高松牧場 ４１６＋ ４ 〃 クビ ５．９�
６１１ オリエンタルエジル 牡２鹿 ５４ 田中 勝春棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 ４７２－ ２ ５８．２� ３５．６�
３５ カンタベリーリュウ 牡２鹿 ５４ 二本柳 壮峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新冠 佐藤 信広 ４６８＋ ８ ５８．３� ３２６．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，０９５，５００円 複勝： ２５，２３７，３００円 枠連： １２，８８３，３００円

馬連： ３７，６１６，６００円 馬単： ２６，３９３，２００円 ワイド： １７，８０４，５００円

３連複： ５３，６４４，８００円 ３連単： ８１，４３３，７００円 計： ２７１，１０８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � ２００円 � ３２０円 � １４０円 枠 連（４－４） ６，１８０円

馬 連 �� ４，７２０円 馬 単 �� ９，８２０円

ワ イ ド �� １，５７０円 �� ４２０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ４，６５０円 ３ 連 単 ��� ３７，０３０円

票 数

単勝票数 計 １６０９５５ 的中 � ２４４０９（２番人気）
複勝票数 計 ２５２３７３ 的中 � ３２１２７（３番人気）� １６４６６（７番人気）� ６１４０５（１番人気）
枠連票数 計 １２８８３３ 的中 （４－４） １５４０（１９番人気）
馬連票数 計 ３７６１６６ 的中 �� ５８９４（１８番人気）
馬単票数 計 ２６３９３２ 的中 �� １９８５（３７番人気）
ワイド票数 計 １７８０４５ 的中 �� ２６３１（２０番人気）�� １１４８０（２番人気）�� ４５１５（８番人気）
３連複票数 計 ５３６４４８ 的中 ��� ８５３２（１３番人気）
３連単票数 計 ８１４３３７ 的中 ��� １６２３（１０５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．４―１１．１―１０．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．５―３３．６―４４．４

上り４F４４．８－３F３４．４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サンマルマズル �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１２．６．２４ 福島１４着

２０１０．４．２１生 牡２鹿 母 グロウオブハピネス 母母 スピーディーギャル ４戦１勝 賞金 ６，３００，０００円

第３回 新潟競馬 第７日



２３０７５ ９月１日 晴 良 （２４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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

５９ モントリヒト 牡３栗 ５６ 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４２２－ ４１：５４．２ ８．６�

３５ ドラゴンピース 牡３鹿 ５６
５３ ▲杉原 誠人窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９６－１０１：５４．５１� ２０．６�

２２ チアフルウェルカム 牡３栗 ５６ 中舘 英二吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４６４－ ６ 〃 クビ ４．９�
６１１ ホクレアポパイ 牡３黒鹿５６ 吉田 豊萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 ４２２－ ８１：５４．６クビ ２．６�
５８ ミスターナインワン 牡３鹿 ５６ 江田 照男増山 武志氏 萱野 浩二 新冠 ムラカミファーム ４６４± ０１：５５．１３ ２６．８�
１１ アデステフィデレス 牝３栗 ５４ 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：５６．０５ ３５．７�
８１５ キネオスパーク 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥ジャパンフードビジネス	 高木 登 日高 新井 昭二 ５００＋ ８ 〃 ハナ ４．３

８１４ ツクバクイーン 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義荻原 昭二氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３４± ０１：５６．１クビ ２７．６�
３４ フェアーフェイム 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣名古屋友豊	 木原 一良 新ひだか 高橋 修 ５３２＋１２ 〃 クビ １９．３�
２３ イマジンジョン 牡３青 ５６ 石神 深一湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４８４＋ ８１：５６．３１� ８４．９
６１０ ファセットカット 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム ４６８－ ８１：５６．４� ４０．３�
４６ カシマシンセイ 牡３鹿 ５６ 横山 義行松浦 一久氏 松山 康久 浦河 大西ファーム ４９０＋ ８１：５６．５クビ ２６０．８�
４７ コ ス モ リ オ 牝３青鹿５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋ ６１：５６．８２ ４０．１�
７１２ デンコウチャーム 牡３栗 ５６ 小島 太一田中 康弘氏 小島 太 浦河 磯野牧場 ５００＋ ４１：５７．０� ４４９．５�
７１３ マスカレイド 牝３栗 ５４ 石橋 脩 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０２－ ２１：５９．７大差 ２１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，２４８，６００円 複勝： ３３，３５５，４００円 枠連： １３，３３４，２００円

馬連： ４４，５２３，５００円 馬単： ３１，００８，５００円 ワイド： ２１，０５８，６００円

３連複： ５９，５６３，７００円 ３連単： ９６，１６０，０００円 計： ３１９，２５２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２６０円 � ５２０円 � ２３０円 枠 連（３－５） ３，９３０円

馬 連 �� １６，９９０円 馬 単 �� ２９，３１０円

ワ イ ド �� ４，１７０円 �� ７３０円 �� ２，１１０円

３ 連 複 ��� ３３，４１０円 ３ 連 単 ��� ２２５，２９０円

票 数

単勝票数 計 ２０２４８６ 的中 � １８６３６（４番人気）
複勝票数 計 ３３３５５４ 的中 � ３６０９３（４番人気）� １４４６６（６番人気）� ４３９３４（３番人気）
枠連票数 計 １３３３４２ 的中 （３－５） ２５０９（１５番人気）
馬連票数 計 ４４５２３５ 的中 �� １９３５（３８番人気）
馬単票数 計 ３１００８５ 的中 �� ７８１（７３番人気）
ワイド票数 計 ２１０５８６ 的中 �� １２００（４１番人気）�� ７４８６（６番人気）�� ２４２１（２６番人気）
３連複票数 計 ５９５６３７ 的中 ��� １３１６（８８番人気）
３連単票数 計 ９６１６００ 的中 ��� ３１５（５４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３６．９―４９．９―１：０２．５―１：１５．２―１：２８．１―１：４０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．０
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

モントリヒト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Monsun デビュー ２０１１．１０．２ 中山７着

２００９．４．７生 牡３栗 母 アンナモンダ 母母 Anna of Kiev ８戦１勝 賞金 ８，９００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マスカレイド号は，平成２４年１０月１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 ヴァリュービジョン号・グリーンヴォルト号・プレミアムゴールド号

２３０７６ ９月１日 晴 良 （２４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

７１１ セクシイスイート 牝４鹿 ５８ 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５０８＋ ２３：０７．５ ４．９�

４５ � ハッピーティア 牝４鹿 ５８ 平沢 健治丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 ４６２± ０３：０７．７１� １３．８�
８１４ カ ピ タ ー ノ 牡８黒鹿６０ 石神 深一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 富菜牧場 ４９０－ ６３：０８．４４ ６０．８�
２２ シ グ ナ リ オ 牡８栗 ６０ 山本 康志小林 昌志氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７４－ ２ 〃 クビ １．９�
３３ � シャコームサシ 牡５鹿 ６０ 高野 和馬江川 伸夫氏 矢野 照正 新冠 柏木 一則 ５３４－ ２３：０８．５クビ ２０９．５�
５８ インフィニットエア �６黒鹿６０ 金子 光希 �サンデーレーシング 金成 貴史 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ２３：０８．７１� ４．７	
５７ ヒアズルッキング �４鹿 ６０ 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ２３：０８．８� １７．５

４６ ア バ デ ィ �５黒鹿 ６０

５７ ▲高嶋 活士加藤 信之氏 清水 美波 日高 小屋畑 和久 ４３４＋ ２３：０９．３３ １４７．７�
６９ ニシノファブレッド 牡４鹿 ６０ 浜野谷憲尚福田 光博氏 根本 康広 むかわ 西山牧場 ４８２＋ ２３：０９．４� １１．３�
３４ アンシャンテルール 牝４黒鹿５８ 草野 太郎柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４４４－ ２３：１１．６大差 ３９．０
６１０ バンクーバーリズム 牝４栗 ５８ 小野寺祐太安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ４４６＋ ２３：１２．１３ ４４０．７�
８１３� クラウンデザイナー 牝４栗 ５８ 池崎 祐介矢野 悦三氏 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 ４４８＋１４３：１２．８４ ２６５．９�
１１ ニシノシャイナー 牡５栗 ６０ 大江原 圭西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４８０－ ４３：１５．５大差 １９５．２�
７１２ ベルウッドローツェ 牡６栗 ６０ 横山 義行加藤 貴子氏 小野 次郎 浦河 浦河土肥牧場 ４８２＋ ４３：１８．１大差 ６０．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，５３８，５００円 複勝： １８，７６８，０００円 枠連： １０，９９０，２００円

馬連： ２９，４８２，７００円 馬単： ２５，５９３，７００円 ワイド： １３，３０２，４００円

３連複： ４２，６０６，７００円 ３連単： ８３，８５９，７００円 計： ２３９，１４１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２００円 � ２９０円 � ９４０円 枠 連（４－７） ２，１４０円

馬 連 �� ２，６９０円 馬 単 �� ５，１５０円

ワ イ ド �� ９００円 �� ２，５６０円 �� ４，２１０円

３ 連 複 ��� ３４，５６０円 ３ 連 単 ��� １２９，４８０円

票 数

単勝票数 計 １４５３８５ 的中 � ２３８１０（３番人気）
複勝票数 計 １８７６８０ 的中 � ３０７０７（３番人気）� １７１１７（５番人気）� ４２５８（８番人気）
枠連票数 計 １０９９０２ 的中 （４－７） ３７９１（９番人気）
馬連票数 計 ２９４８２７ 的中 �� ８０９７（１０番人気）
馬単票数 計 ２５５９３７ 的中 �� ３６７２（１８番人気）
ワイド票数 計 １３３０２４ 的中 �� ３８０４（９番人気）�� １２６１（２５番人気）�� ７５７（３２番人気）
３連複票数 計 ４２６０６７ 的中 ��� ９１０（６３番人気）
３連単票数 計 ８３８５９７ 的中 ��� ４７８（２５５番人気）

上り １マイル １：４３．６ ４F ４９．０－３F ３６．４
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セクシイスイート �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 ボールドノースマン デビュー ２０１０．１２．１９ 中山６着

２００８．５．２生 牝４鹿 母 ラブリースイート 母母 アカリホマレ 障害：７戦１勝 賞金 １５，２００，０００円
〔制裁〕 シャコームサシ号の騎手高野和馬は，２周目４コーナーでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 スマートスパークル号・トーアティアレ号



２３０７７ ９月１日 晴 良 （２４新潟３）第７日 第５競走 １，４００�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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

１１ ジョアンシーピン 牝２黒鹿５４ 北村 宏司西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 ４５２ ―１：２３．２ ３．２�

３５ ツクバアラモード 牝２栗 ５４ 柴田 善臣細谷 武史氏 田中 清隆 新ひだか 真歌伊藤牧場 ４４８ ―１：２３．８３� ２．７�
７１３ ニシノオドリコ 牝２栗 ５４ 武士沢友治西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 ４６６ ―１：２４．０１� ２７．０�
６１２ ス マ ッ シ ュ 牝２黒鹿５４ 蛯名 正義青山 洋一氏 矢野 英一 安平 追分ファーム ４６６ ―１：２４．２１� ８．２�
７１４ リ ヴ ァ ロ 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥四本 昭弘氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４６０ ― 〃 ハナ １６．８�
２３ ノッキングオン 牡２鹿 ５４ 嘉藤 貴行松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか グランド牧場 ４４２ ―１：２４．５２ ４１．３�
８１６ ブラックフライデー 牡２鹿 ５４ 吉田 豊保坂 和孝氏 木村 哲也 新ひだか 西村 和夫 ４５８ ― 〃 クビ ９１．３�
４７ ペドレリーア 牝２鹿 ５４ 中舘 英二 	キャロットファーム 栗田 博憲 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ４６０ ―１：２４．７１� ２０．７

８１７ ダイメイクイーン 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人宮本 孝一氏 石栗 龍彦 新ひだか 高橋 修 ４２２ ― 〃 ハナ １６２．４�
３６ ヘヴンリーハート 牝２鹿 ５４ 鈴来 直人有限会社シルク畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 ４５２ ―１：２４．８� ２６８．５�
５９ アラビアンドラゴン 牡２芦 ５４ 田中 勝春吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム ４４０ ―１：２４．９� ７．４
２４ シゲルオトメザ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 馬道 繁樹 ４１８ ―１：２５．３２� ４４．４�
６１１ テ ッ シ ン 牡２青鹿５４ 田中 博康益田 修一氏 中野 栄治 日高 野島牧場 ４００ ―１：２５．７２� ７３．８�
１２ ベニノオーシャン 牝２鹿 ５４ 大庭 和弥�紅谷 粕谷 昌央 新ひだか 出羽牧場 ４２４ ―１：２６．４４ １３４．３�
８１８ トレッドオンエアー 牡２黒鹿５４ 二本柳 壮有限会社シルク武市 康男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８ ― 〃 ハナ １０３．０�
５１０ ウインジョニー 牡２栗 ５４ 松岡 正海�ウイン 鹿戸 雄一 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４７６ ―１：２６．６１� １５．６�
４８ コスモソメイエ 牝２鹿 ５４ 石橋 脩 	ビッグレッドファーム 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム ４２０ ―１：２７．２３� １１６．２�
７１５ ブランドハヤテ 牡２芦 ５４ 江田 照男榎本 富三氏 嶋田 潤 日高 門別牧場 ４８４ ―１：２８．１５ １０９．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，０２４，７００円 複勝： ２６，５７４，５００円 枠連： １５，２７０，６００円

馬連： ４２，８１９，６００円 馬単： ３０，５９５，７００円 ワイド： １９，２０１，６００円

３連複： ５２，７１９，０００円 ３連単： ８８，３５２，８００円 計： ２９３，５５８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １３０円 � ４００円 枠 連（１－３） ４２０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ８１０円

ワ イ ド �� ２３０円 �� １，１６０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ２，５５０円 ３ 連 単 ��� ８，５５０円

票 数

単勝票数 計 １８０２４７ 的中 � ４４４８７（２番人気）
複勝票数 計 ２６５７４５ 的中 � ５４０１０（２番人気）� ６７１６６（１番人気）� １１４０３（７番人気）
枠連票数 計 １５２７０６ 的中 （１－３） ２７１０５（１番人気）
馬連票数 計 ４２８１９６ 的中 �� ８２９１４（１番人気）
馬単票数 計 ３０５９５７ 的中 �� ２８１１１（２番人気）
ワイド票数 計 １９２０１６ 的中 �� ２５９３２（１番人気）�� ３５８４（１４番人気）�� ５３２３（８番人気）
３連複票数 計 ５２７１９０ 的中 ��� １５２８３（５番人気）
３連単票数 計 ８８３５２８ 的中 ��� ７６２９（１４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．８―１２．７―１２．２―１１．８―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．９―４７．６―５９．８―１：１１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．３―３F３５．６
３ ７，１１（１，４）１８（１２，６，１４）（１３，５）（３，１６）（１０，９）－８（２，１７）＝１５ ４ ７，１１（１，４）（１２，６，１４，１８）（１３，５）（３，１６）－９，１０－（８，１７）２＝１５

勝馬の
紹 介

ジョアンシーピン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２０１０．４．２４生 牝２黒鹿 母 ニシノブレスレット 母母 ア フ ァ フ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２３０７８ ９月１日 晴 良 （２４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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

３５ ヒカルランナー 牡３鹿 ５６ 石神 深一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ５２２± ０１：１２．３ ４．３�

８１５ ケージーヒトメボレ 牝３栗 ５４ 松岡 正海川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ ２．９�
５８ ジ ョ ー イ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義磯波 勇氏 高木 登 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５６－ ２１：１２．６２ ３．３�
５９ ラヴィーズバード 牝３鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４３４－ ８１：１２．８１� ７４．１�
２３ メ カ マ ハ ロ 牝３鹿 ５４ 江田 照男古賀 和夫氏 牧 光二 平取 坂東牧場 ４７２＋ ４ 〃 ハナ １５．３�
６１０ フクノサンデー 牡３黒鹿５６ 田中 勝春小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 ４５２－ ４１：１２．９クビ １３．０�
８１４ ダークシーカー 牡３栗 ５６ 吉田 豊日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ５１４－ ６１：１３．２２ ７．３�
２２ ウインガイア 牝３鹿 ５４ 北村 宏司	ウイン 加藤 征弘 千葉（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２２± ０１：１３．４１ ３３．８

６１１ エイワイエミツ 牡３芦 ５６ 大野 拓弥永井公太郎氏 松山 康久 日高 日高大洋牧場 ４７６＋ ８１：１４．５７ ３０．８�
４６ ロ ザ ラ イ ン 牝３鹿 ５４ 武士沢友治吉田 正志氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム ４５０＋ ４ 〃 クビ １９３．４�
７１２ セントシルバーツウ 牡３栗 ５６

５３ ▲高嶋 活士太田銀一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４８０＋ ４１：１４．６� １３４．１
３４ ホクテンカイリン 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁小川 幸助氏 畠山 重則 浦河 マミーファーム ４６２ ―１：１５．８７ ３４０．５�
１１ スーパーピロボール 牝３栗 ５４ 中谷 雄太石川 幸司氏 保田 一隆 浦河 三栄牧場 ４２２＋ ８１：１５．９クビ ３００．８�
７１３ ヒールアンドトゥ 牝３鹿 ５４ 田中 博康石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 野坂牧場 ４０８－１２１：２０．２大差 ５７７．８�

（１４頭）
４７ ウインディーヴァ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一	ウイン 畠山 重則 新冠 村上 欽哉 ４１０－ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，６６９，５００円 複勝： ３１，８３４，５００円 枠連： １３，９３９，３００円

馬連： ４１，９５４，８００円 馬単： ３０，５１３，９００円 ワイド： １８，５０９，４００円

３連複： ５２，３８６，３００円 ３連単： ９６，９２５，０００円 計： ３０３，７３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（３－８） ５１０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� ２７０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ６１０円 ３ 連 単 ��� ３，４４０円

票 数

単勝票数 差引計 １７６６９５（返還計 ２５８） 的中 � ３２４１７（３番人気）
複勝票数 差引計 ３１８３４５（返還計 ６０６） 的中 � ５１５８３（３番人気）� ９１１４６（１番人気）� ６６２６２（２番人気）
枠連票数 差引計 １３９３９３（返還計 ５５） 的中 （３－８） ２０２３２（２番人気）
馬連票数 差引計 ４１９５４８（返還計 ２１５９） 的中 �� ５７８４４（２番人気）
馬単票数 差引計 ３０５１３９（返還計 １６０７） 的中 �� １７５２６（４番人気）
ワイド票数 差引計 １８５０９４（返還計 １５２４） 的中 �� ２１３５１（２番人気）�� １５８０３（３番人気）�� ２５６１１（１番人気）
３連複票数 差引計 ５２３８６３（返還計 ５５１８） 的中 ��� ６４３０２（１番人気）
３連単票数 差引計 ９６９２５０（返還計 １０１６４） 的中 ��� ２０８００（４番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．３―１１．６―１２．２―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．６―３５．２―４７．４―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルランナー �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 トウシヨウボーイ デビュー ２０１２．５．６ 新潟１５着

２００９．４．１９生 牡３鹿 母 キヤツチングクイン 母母 クレアンテス ７戦１勝 賞金 ９，４４０，０００円
〔競走除外〕 ウインディーヴァ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒールアンドトゥ号は，平成２４年１０月１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 スマートブリーザ号・ディアコメット号・ハレー号・ファーストウインク号



２３０７９ ９月１日 晴 良 （２４新潟３）第７日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１３時３０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：００．２
１：５６．１

良

良

７１３ ロ ジ テ ー ル 牡３鹿 ５６ 中舘 英二久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４７６± ０２：００．４ ６．３�

６１２ ズルフィカール 牡３黒鹿５６ 江田 照男宮川 純造氏 中川 公成 新冠 隆栄牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ １３．１�
１１ デルマジュロウジン �３鹿 ５６ 北村 宏司浅沼 廣幸氏 尾関 知人 日高 ファニーヒルファーム ４１６± ０２：００．６１� ７．３�
５９ キングズクエスト �３栗 ５６ 石橋 脩岡田 壮史氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４３６－ ２ 〃 ハナ ４．１�
３６ ボールドドリーム 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 ４９０± ０２：００．８� ２０．９�
６１１ オレンジビキニ 牝３黒鹿５４ 二本柳 壮青芝商事� 平田 修 千歳 社台ファーム ４７６＋ ２２：００．９� １０５．７�
４７ � アンアピーズド 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人 H.J．スウィーニィ氏 藤沢 和雄 愛 Western
Bloodstock ４６０－ ４ 〃 クビ １５．１	

４８ アポロテイスト 牡３栗 ５６ 松岡 正海アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新ひだか 山際牧場 ４９０－１０２：０１．６４ ２．４

３５ ショウナンラピス 牡３青鹿５６ 蛯名 正義国本 哲秀氏 国枝 栄 新ひだか 静内フアーム B４５６－ ２２：０１．７クビ ２２．４�
２３ クリノユングフラウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士栗本 博晴氏 高市 圭二 登別 青藍牧場 ４２２－１０ 〃 ハナ １９５．８�
８１６� ミスリンディ 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次荒井 壽明氏 本間 忍 米 Hidekazu
Date ４９０＋ ２２：０１．９１� ２６２．３

５１０ マイネルレジェール 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム ４８８± ０２：０２．１１� ３６．３�

８１７ スイートカトレヤ 牝３栗 ５４
５１ ▲山崎 亮誠シンボリ牧場 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 ４４８－１２２：０２．２� ４４２．７�

２４ アクセラレーター 牡３栗 ５６ 柴田 善臣�ノースヒルズ 古賀 史生 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８２＋ ６２：０２．８３� ７２．２�
７１４ メイショウピッケル 牡３鹿 ５６ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B４８４＋２０ 〃 クビ ２０６．４�
１２ オーゴンビクトリー 牡３栗 ５６ 嘉藤 貴行永田 清男氏 谷原 義明 日高 いとう牧場 B４５６－ ４２：０３．４３� ３６３．２�
８１５ マサノジョバンナ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁中村 時子氏 木村 哲也 新ひだか 中田 英樹 ５１０＋ ４２：０４．６７ ３５６．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １９，７７１，３００円 複勝： ３４，５２７，９００円 枠連： １５，２３６，０００円

馬連： ５４，４５４，５００円 馬単： ３６，２９２，９００円 ワイド： ２３，２６６，７００円

３連複： ６４，５６４，０００円 ３連単： １１３，８８６，６００円 計： ３６１，９９９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２５０円 � ４４０円 � ２３０円 枠 連（６－７） ４，２９０円

馬 連 �� ５，１３０円 馬 単 �� ９，６５０円

ワ イ ド �� １，５８０円 �� ７４０円 �� １，５３０円

３ 連 複 ��� １１，６４０円 ３ 連 単 ��� ６６，９２０円

票 数

単勝票数 計 １９７７１３ 的中 � ２４７５４（３番人気）
複勝票数 計 ３４５２７９ 的中 � ３９６１５（４番人気）� １８１７８（６番人気）� ４３０２７（３番人気）
枠連票数 計 １５２３６０ 的中 （６－７） ２６２３（１４番人気）
馬連票数 計 ５４４５４５ 的中 �� ７８４９（１８番人気）
馬単票数 計 ３６２９２９ 的中 �� ２７７７（３４番人気）
ワイド票数 計 ２３２６６７ 的中 �� ３５６４（２１番人気）�� ８０６４（７番人気）�� ３６８８（１９番人気）
３連複票数 計 ６４５６４０ 的中 ��� ４０９７（３８番人気）
３連単票数 計１１３８８６６ 的中 ��� １２５６（１９９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１１．５―１２．５―１２．１―１２．２―１２．３―１１．８―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．７―３５．２―４７．７―５９．８―１：１２．０―１：２４．３―１：３６．１―１：４８．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロ ジ テ ー ル �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．５．２０ 東京３着

２００９．４．１９生 牡３鹿 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ ５戦１勝 賞金 ７，１００，０００円
〔制裁〕 ズルフィカール号の騎手江田照男は，１コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（８番への進路影響）
※出走取消馬 ビュービーナス号（疾病〔感冒〕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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１０頭 エバールージュ号・エリザヴェータ号・コールミー号・スリリングレディ号・ネームオブザゲーム号・

フェアリーフロス号・ブラウシュタイン号・ベルウッドワンキー号・ヤマニンノワゼット号・ルクール号

２３０８０ ９月１日 晴 良 （２４新潟３）第７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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

６１０ アルデュール 牝４栗 ５５ 蛯名 正義吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：１１．２ ２．３�

４６ ダンシングロイヤル 牝４鹿 ５５
５２ ▲嶋田 純次藤田 浩氏 大竹 正博 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 ４８０＋１２１：１１．５１� ５．９�
８１４ ラ パ ヌ イ 牝４鹿 ５５ 松岡 正海青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 下河辺牧場 B４８４－１０１：１１．９２� ２．６�
７１２ スノークラフト 牝３芦 ５３ 柴田 善臣鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４５２－ ６１：１２．１１� １９．５�
７１３ ゴールドエンジュ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４５４＋ ４１：１２．３１� ３２．１�
１１ デアリングプライド 牝３鹿 ５３ 中舘 英二 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４７６＋ ４１：１２．７２� ９．３�
５８ ニシノカーリー 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４２６＋ ２１：１２．９１� １５１．４	
２２ ニシノラメール 牝４鹿 ５５ 北村 宏司西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４７４± ０ 〃 クビ １３４．０

２３ ミエノグレース 牝５栗 ５５ 石橋 脩里見美惠子氏 鹿戸 雄一 新冠 富本 茂喜 B５００± ０１：１３．０� ５８．１�
６１１ ア ナ コ ン ダ 牝３鹿 ５３ 田中 博康辻 大作氏 小桧山 悟 平取 高橋 幸男 ４４８＋ ６１：１３．２１� ５３．０�
８１５ アユミチャン 牝４芦 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 ４５４－ ２１：１３．５１� １０４．１
５９ ブルーデライト 牝６栗 ５５ 江田 照男 �ブルーマネジメント石栗 龍彦 三石 中村 和夫 ４８０＋ ４１：１３．７１� ２６４．２�
３５ オークブラフ 牝３栗 ５３ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３０－ ８１：１４．７６ ２０３．１�
４７ ピアチェーレ 牝３黒鹿５３ 田中 勝春堀 祥子氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４４８± ０ 〃 クビ ２４０．６�
３４ レディーピース 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲西村 太一小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 岩見牧場 ４３４－１０１：１５．７６ ６７９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，２７３，５００円 複勝： ４０，６７５，２００円 枠連： １８，１２４，９００円

馬連： ６７，９９８，１００円 馬単： ４７，１９６，９００円 ワイド： ２７，１２２，０００円

３連複： ８３，４７６，９００円 ３連単： １６７，１４８，０００円 計： ４７７，０１５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １６０円 � １１０円 枠 連（４－６） ８２０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� １４０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 ��� ３，２００円

票 数

単勝票数 計 ２５２７３５ 的中 � ８６９３６（１番人気）
複勝票数 計 ４０６７５２ 的中 � １５１５５１（１番人気）� ４１２７８（３番人気）� １０４１３１（２番人気）
枠連票数 計 １８１２４９ 的中 （４－６） １６４７８（２番人気）
馬連票数 計 ６７９９８１ 的中 �� ５９５５４（２番人気）
馬単票数 計 ４７１９６９ 的中 �� ２４５２８（３番人気）
ワイド票数 計 ２７１２２０ 的中 �� ２００４３（２番人気）�� ６９８３０（１番人気）�� １６２０２（３番人気）
３連複票数 計 ８３４７６９ 的中 ��� １４２７５８（１番人気）
３連単票数 計１６７１４８０ 的中 ��� ３８５５６（７番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．２―１１．４―１２．０―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．３―３４．７―４６．７―５８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．５
３ ６，１０，１２，１，１４（８，９）２（１５，７）－１３，４，１１，３，５ ４ ６（１０，１２）－１，１４，８（２，９）－（１５，７）１３－（４，１１）３，５

勝馬の
紹 介

アルデュール �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１．２２ 中山１着

２００８．５．１７生 牝４栗 母 ミスアルダント 母母 マ ガ ロ １３戦３勝 賞金 ３６，６００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レディーピース号は，平成２４年１０月１日まで平地競走に出走できない。



２３０８１ ９月１日 晴 良 （２４新潟３）第７日 第９競走 ��２，０００�
う ら さ

浦 佐 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

１１ ミエノキセキ 牡４栗 ５７ 北村 宏司里見美惠子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５７２－ ４１：５８．９ ３．４�

３３ ディサイファ 牡３鹿 ５４ 蛯名 正義 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 ４９２＋ ６１：５９．３２� ２．５�

６１０� トーセンインディ 牝４芦 ５５ 江田 照男島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４４－ ２１：５９．５１� ５．０�

５８ グランプリブラッド 牡３鹿 ５４ 田中 勝春北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４４２＋２２ 〃 クビ ９．０�
４５ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５４＋ ２１：５９．７１� ３１６．０�
２２ � アルティスト 牡５鹿 ５７ 二本柳 壮塩入とめ子氏 嶋田 功 浦河 高岸 順一 ４８６－ ８ 〃 アタマ ７４．５�
７１１ ブーケドロゼブルー 牝５青鹿５５ 大野 拓弥 	ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４７４－ ４１：５９．９１� ５２．７

８１４ マイネルディーン 牡３青 ５４ 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 ４２８－１２２：００．０� ７．９�
４６ ストーンヘンジ 牡４鹿 ５７ 柴田 善臣 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ６２：００．１� １３．６
６９ � カンタベリーナイト 牡３鹿 ５４ 武士沢友治峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新ひだか 藤吉牧場 ４８８－ ２２：００．２� １８４．５�
５７ リバーオリエンタル 牡３鹿 ５４ 吉田 豊吉田 和美氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 B４４６－ ２２：００．７３ １６０．０�
３４ エリザヴェータ 牝３青鹿５２ 石神 深一片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日高大洋牧場 ４９０＋ ４２：０１．４４ ６５４．６�
７１２ ウィズインカチドキ 牡５鹿 ５７ 田中 博康内藤 耕造氏 成島 英春 新ひだか 原口フアーム ４７４＋ ４２：０１．８２� ６６９．４�
８１３� シュウザンモモ 牝６鹿 ５５ 増沢由貴子平 光良氏 鈴木 康弘 静内 桜井牧場 ４６０± ０２：０２．１１� ６０１．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３３，６３８，９００円 複勝： ５４，５３７，４００円 枠連： １７，６３２，７００円

馬連： ８８，９０３，０００円 馬単： ５８，８２７，８００円 ワイド： ３２，５６２，２００円

３連複： ９３，８１８，９００円 ３連単： １９４，９５９，７００円 計： ５７４，８８０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（１－３） ５１０円

馬 連 �� ４７０円 馬 単 �� １，０７０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ３５０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ６８０円 ３ 連 単 ��� ３，８６０円

票 数

単勝票数 計 ３３６３８９ 的中 � ７８９５５（２番人気）
複勝票数 計 ５４５３７４ 的中 � ９９５１４（３番人気）� １６６０７９（１番人気）� １００３２２（２番人気）
枠連票数 計 １７６３２７ 的中 （１－３） ２６００７（１番人気）
馬連票数 計 ８８９０３０ 的中 �� １４０３４０（１番人気）
馬単票数 計 ５８８２７８ 的中 �� ４０９０５（３番人気）
ワイド票数 計 ３２５６２２ 的中 �� ４１７５１（１番人気）�� ２０４１６（４番人気）�� ４１５８１（２番人気）
３連複票数 計 ９３８１８９ 的中 ��� １０２２６５（１番人気）
３連単票数 計１９４９５９７ 的中 ��� ３７３１４（４番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１１．７―１２．０―１２．８―１３．２―１２．１―１１．４―１０．７―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．６―３５．３―４７．３―１：００．１―１：１３．３―１：２５．４―１：３６．８―１：４７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３３．５
３ ８－（１３，１１）１４（５，３，１２）（２，１０，１）（９，４）（６，７） ４ ８（１１，１４）（１３，５，３，１２）（２，１０，１）９（６，４）７
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミエノキセキ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１０．１０．１７ 東京３着

２００８．４．３０生 牡４栗 母 スプリングソネット 母母 エイプリルソネット ５戦３勝 賞金 ２４，０６４，０００円
※エリザヴェータ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２３０８２ ９月１日 晴 良 （２４新潟３）第７日 第１０競走 ��１，８００�
や ひ こ

弥 彦 特 別
発走１５時１０分 （芝・左・外）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１１ ミルドリーム 牡３青鹿５４ 江田 照男平井 裕氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４３２＋１０１：４７．３ ７．９�

３３ ランパスインベガス 牡４鹿 ５７ 松岡 正海西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４９０－ ２１：４７．４� ２．１�
４４ レ イ カ ー ラ 牝３鹿 ５２ 柴田 善臣下河辺隆行氏 堀 宣行 日高 下河辺牧場 ４３８＋ ６ 〃 ハナ ３．９�
６７ サフランディライト 牡４鹿 ５７ 石橋 脩海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８８＋ ８１：４７．６１� ８．８�
２２ ディープサウンド 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義増田 雄一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４７２－１４１：４７．８１� ９．０�
５５ エバーシャイニング 牝５黒鹿５５ 北村 宏司宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５１２＋ ２１：４８．０１� ６５．０�
６６ タイセイグルーヴィ 牡３鹿 ５４ 中舘 英二田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 ４６０± ０１：４８．１� １０．７�
８１０ ヒカルアカツキ �５青鹿５７ 田中 勝春高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６４＋１８１：４８．３１� ６０．９	
１１ マルターズグロウヴ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 ４９４± ０１：４８．４クビ １２０．７

７９ デュリュクス 牝５鹿 ５５ 大野 拓弥斎木 隆男氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 ４３８－ ２１：４８．７２ ６０．５�
７８ グリッドマトリクス 牡６鹿 ５７ 武士沢友治薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 バンダム牧場 ４９８－２０１：４８．８クビ １３１．６�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３７，２８７，４００円 複勝： ６０，０２９，４００円 枠連： ２１，９０３，４００円

馬連： １０６，８１５，９００円 馬単： ７０，３５３，５００円 ワイド： ３６，４７０，２００円

３連複： １２１，１９２，２００円 ３連単： ２６６，３４５，８００円 計： ７２０，３９７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（３－８） ７３０円

馬 連 �� ７６０円 馬 単 �� ２，０９０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ４７０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ７，１３０円

票 数

単勝票数 計 ３７２８７４ 的中 � ３７４９４（３番人気）
複勝票数 計 ６００２９４ 的中 � ６９１１４（４番人気）� ２１５１２７（１番人気）� １０７３１７（２番人気）
枠連票数 計 ２１９０３４ 的中 （３－８） ２２２４１（３番人気）
馬連票数 計１０６８１５９ 的中 �� １０５０７７（２番人気）
馬単票数 計 ７０３５３５ 的中 �� ２４８９５（７番人気）
ワイド票数 計 ３６４７０２ 的中 �� ３２７００（２番人気）�� １５６４７（６番人気）�� ６４４５８（１番人気）
３連複票数 計１２１１９２２ 的中 ��� １０６５５１（２番人気）
３連単票数 計２６６３４５８ 的中 ��� ２７６０４（１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．８―１２．５―１３．１―１２．５―１１．９―１１．２―１０．２―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．３―３６．８―４９．９―１：０２．４―１：１４．３―１：２５．５―１：３５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．９―３F３３．０
３ ・（８，１０）（４，７）（２，１１）－（５，３）（１，６）９ ４ ・（８，１０）（４，７）（２，１１）（５，３）（１，６）－９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミルドリーム 
�
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 ２０１１．８．２７ 新潟２着

２００９．５．２５生 牡３青鹿 母 ミルフィオリ 母母 ミルレーサー ８戦３勝 賞金 ４１，４５５，０００円



２３０８３ ９月１日 晴 良 （２４新潟３）第７日 第１１競走 ��１，２００�
え ち ご

越後ステークス
発走１５時４５分 （ダート・左）

３歳以上，１，６００万円以下，２３．９．３以降２４．８．２６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 １７，０００，０００円 ６，８００，０００円 ４，３００，０００円 ２，６００，０００円 １，７００，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

１１ フィールドシャイン 牡５栗 ５６ 北村 宏司地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２１：１０．５ ６．７�

２２ コウエイフラッシュ �６鹿 ５５ 石橋 脩西岡 静男氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４７２－ ４１：１０．７１� １１．９�
７９ ナムラジュエル 牝４栗 ５４ 柴田 善臣奈村 信重氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 ４４４± ０ 〃 クビ ４．１�
６７ サザンブレイズ 牡４栗 ５６ 中舘 英二南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 ４７２－ ４１：１０．８クビ ７．１�
４４ キョウエイカルラ 牝５栗 ５２ 田中 勝春田中 晴夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４８８＋ ６１：１１．１２ ２８．５�
８１１ モズベラベラ 牡３栗 ５４ 松岡 正海北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 ４５８＋ ８１：１１．２� ２．４�
３３ レッドヴァンクール 牡６鹿 ５３ 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５２４－ ８１：１１．５１� ６９．５	
６８ � アイアムルビー 牝５栗 ５５ 蛯名 正義堀 紘一氏 長浜 博之 米 Fontainebleau

Farm Inc. ４４０－１２１：１１．６クビ ７．４

７１０ ケイアイダイオウ 牡６鹿 ５６ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５２４－ ６１：１１．８１� ８３．３�
５５ ハンマープライス 牡６栗 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ５０２＋１０ 〃 クビ ７９．０
５６ ボーダレスワールド 牡７鹿 ５４ 江田 照男 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ５２８± ０１：１１．９� １２７．０�
８１２	 モエレエターナル 牝６鹿 ５０ 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 中村 和夫 ４６２＋ ２１：１２．０� ２８９．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５６，３１９，１００円 複勝： ７８，０８１，５００円 枠連： ４２，２６７，４００円

馬連： １９６，５５７，０００円 馬単： １１８，６９４，３００円 ワイド： ６２，８１８，３００円

３連複： ２２３，９１６，４００円 ３連単： ５０７，０９２，３００円 計： １，２８５，７４６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２００円 � ３００円 � １７０円 枠 連（１－２） ２，８６０円

馬 連 �� ２，９６０円 馬 単 �� ６，１７０円

ワ イ ド �� １，０１０円 �� ４７０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ４，１１０円 ３ 連 単 ��� ３１，８８０円

票 数

単勝票数 計 ５６３１９１ 的中 � ６６４４２（３番人気）
複勝票数 計 ７８０８１５ 的中 � １０７４９９（３番人気）� ５８３５０（６番人気）� １３９０７８（２番人気）
枠連票数 計 ４２２６７４ 的中 （１－２） １０９２５（１１番人気）
馬連票数 計１９６５５７０ 的中 �� ４９１７０（１３番人気）
馬単票数 計１１８６９４３ 的中 �� １４２２０（２６番人気）
ワイド票数 計 ６２８１８３ 的中 �� １４８３９（１３番人気）�� ３５４１５（５番人気）�� １７７６７（１２番人気）
３連複票数 計２２３９１６４ 的中 ��� ４０２５１（１５番人気）
３連単票数 計５０７０９２３ 的中 ��� １１７４２（１０７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．４―１２．０―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．３―４６．３―５７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３６．２
３ ２－９（１，７）（４，１１）６，１２（８，１０）５，３ ４ ２－（１，９）７（４，１１）（６，１２）（８，１０）（３，５）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

フィールドシャイン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．６．１９ 阪神２着

２００７．２．３生 牡５栗 母 ギャラリートーク 母母 ヒットザスポット ２４戦５勝 賞金 ９４，１８８，０００円

２３０８４ ９月１日 晴 良 （２４新潟３）第７日 第１２競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時３０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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１５ ハ ス ラ ー 牡４黒鹿５７ 北村 宏司水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 ５２４＋ ６１：５３．５ ２．８�

７１３ リンガスクリフ 牡４栗 ５７ 中舘 英二伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 ４９８＋ ２１：５３．８２ ５．５�
６１０ パ ン ジ ャ 牡４青鹿５７ 石橋 脩深澤 朝房氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５１８－ ４ 〃 アタマ ７．０�
５９ シベリアンファクト 牡５栗 ５７ 田中 勝春藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４７８± ０１：５４．０１� ４６．９�
３４ レ ジ ア ー ネ �４鹿 ５７ 蛯名 正義広尾レース� 尾関 知人 浦河 中島牧場 ４７６＋１０ 〃 アタマ ８．２�
４７ クリティカルヒット 牡３黒鹿５４ 吉田 豊 �キャロットファーム 戸田 博文 千葉 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１８－ ２１：５４．４２� ４．８	
５８ チェルカトローバ 牝５鹿 ５５ 嘉藤 貴行近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４４８＋ ６１：５４．５� ２７１．３

２２ インパルション 牡３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一岡田 牧雄氏 矢野 英一 日高 出口牧場 ４６４＋ ２１：５４．８２ ３９．６�
６１１ リアルフレア 牡３栗 ５４ 柴田 善臣吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４５４＋ ４１：５５．１１� ２０．７�
２３ サ ワ キ ッ ク 牝３鹿 ５２ 武士沢友治井上 久光氏 柴田 政人 新ひだか 岡田牧場 ５２２＋ ２１：５５．４２ ４４．６
８１４ モ ン ク 牡４鹿 ５７ 江田 照男田島榮二郎氏 矢野 英一 新ひだか 藤井 益美 B５０８＋ ２ 〃 アタマ ６６．６�
１１ ニシノキュアノス 牝５青鹿５５ 大野 拓弥西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B５１０－ ２１：５５．５� １３．４�
４６ ニシキホマレ 牡５鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ５１０－１０１：５６．５６ ２５８．４�
３５ � ルネッサンスマン 牡４栗 ５７ 田中 博康誓山 正伸氏 南田美知雄 様似 清水 誠一 B４３６－ ２１：５７．３５ ３７４．６�
７１２� ダノンアマン 牡４黒鹿５７ 松岡 正海�ダノックス 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５４６－１８２：０４．１大差 ３３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４３，９６５，２００円 複勝： ７５，２０５，４００円 枠連： ３４，１５９，４００円

馬連： １２７，３２６，８００円 馬単： ７７，０９６，５００円 ワイド： ５４，４０２，１００円

３連複： １６８，０１１，９００円 ３連単： ３２４，２６１，１００円 計： ９０４，４２８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（７－８） ５６０円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ３１０円 �� ５６０円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� ４，７００円

票 数

単勝票数 計 ４３９６５２ 的中 � １２４９５４（１番人気）
複勝票数 計 ７５２０５４ 的中 � ２１４３９７（１番人気）� ９８１１８（２番人気）� ８６０３６（４番人気）
枠連票数 計 ３４１５９４ 的中 （７－８） ４５２８４（１番人気）
馬連票数 計１２７３２６８ 的中 �� １３２８７４（１番人気）
馬単票数 計 ７７０９６５ 的中 �� ４８３０４（１番人気）
ワイド票数 計 ５４４０２１ 的中 �� ５１５７７（１番人気）�� ４４５５６（２番人気）�� ２１６８６（６番人気）
３連複票数 計１６８０１１９ 的中 ��� １０５３９７（１番人気）
３連単票数 計３２４２６１１ 的中 ��� ５０９６２（１番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．３―１２．７―１３．２―１２．６―１２．５―１２．４―１２．４―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．４―３７．１―５０．３―１：０２．９―１：１５．４―１：２７．８―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハ ス ラ ー �
�
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 ２０１０．１２．２６ 阪神１１着

２００８．４．２５生 牡４黒鹿 母 プレシャスフラワー 母母 プレシャスキール １４戦３勝 賞金 ２６，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダノンアマン号は，平成２４年１０月１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 カシノモンスター号・ダブルピース号・ドリームスパークル号・ローマンエンブレム号



（２４新潟３）第７日 ９月１日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 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

１７７，０６０，０００円
９，１１０，０００円
１，３００，０００円
１５，５８０，０００円
６０，５２４，０００円
５，３８０，８００円
１，７３７，６００円

勝馬投票券売得金
３２１，１８２，４００円
５１７，０３６，９００円
２３１，３２５，１００円
８８５，１２６，６００円
５８２，６７６，１００円
３４８，０４４，６００円
１，０７９，６７０，５００円
２，１１３，９４８，２００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 ６，０７９，０１０，４００円

総入場人員 １０，２５４名 （有料入場人員 ８，７６８名）


