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２３０８５ ９月２日 晴 良 （２４新潟３）第８日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：１１．１
１：１０．２

不良

不良

１１ � アースゼウス 牡２栗 ５４ 内田 博幸 �グリーンファーム 和田 正道 米
Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

５０６＋ ６１：１１．５ ３．７�

８１５ ショウナンアポロン 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥国本 哲秀氏 古賀 史生 洞爺湖 メジロ牧場 ４８８＋ ２１：１２．３５ ３．３�
７１３ アルマベルヴァ 牡２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一コウトミックレーシング 矢野 英一 新冠 赤石 久夫 ４８６－１０１：１２．７２� １６４．９�
２２ レモンチャン 牝２栗 ５４ 中舘 英二ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム ４３８＋ ４１：１３．１２� ３．３�
３４ セイスコーピオン 牡２栗 ５４ 田中 勝春金田 成基氏 伊藤 伸一 浦河 アイオイファーム ４８４＋ ４１：１３．２クビ ２７．７�
５８ コンプリートゲーム 牡２鹿 ５４ 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 ５１０－ ２１：１３．３� ４４．２�
４６ マクガフィン 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一山本 武司氏 高市 圭二 新ひだか 藤本牧場 ４３６－ ８１：１３．６１� ２６２．４	
６１１ ベルウッドシーマ 牡２黒鹿５４ 北村 宏司鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム ５０２± ０１：１３．９２ １２．６

４７ ブリリアンシー 牡２芦 ５４ 岩田 康誠青山 洋一氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 ４５８－ ２１：１４．０� １９．１�
７１２ ラ レ ン ヌ 牝２鹿 ５４ 田中 博康石川 幸司氏 菊沢 隆徳 日高 浜本牧場 ４８２＋１４ 〃 クビ １７２．６�
６１０ コスモハヅキ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 八木 常郎 ４４４± ０１：１４．２１	 ２７．８�
３５ シルバートーク 牡２芦 ５４ 二本柳 壮加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４８８＋１４１：１４．４１� ３６７．４�
８１４ ネクタルブルー 牡２青鹿５４ 石橋 脩 �ブルーマネジメント小野 次郎 新ひだか 加野牧場 ４６８± ０１：１４．８２� ８．０�
２３ コフユチェリー 牝２青鹿５４ 吉田 隼人チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４５８＋１０１：１４．９� ４５６．６�
５９ キセキノナルシスト 牡２黒鹿５４ 浜中 俊梶原 哲朗氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 ４８４± ０１：２１．１大差 １３２．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，２７６，３００円 複勝： ３７，５２６，３００円 枠連： １７，１７４，７００円

馬連： ５２，５６３，０００円 馬単： ３７，３６５，６００円 ワイド： ２３，０７５，０００円

３連複： ６８，０８７，０００円 ３連単： １１３，４９１，６００円 計： ３６９，５５９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １，８１０円 枠 連（１－８） ３５０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，２８０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ５，３９０円 �� ４，１２０円

３ 連 複 ��� １８，２２０円 ３ 連 単 ��� ７３，７３０円

票 数

単勝票数 計 ２０２７６３ 的中 � ４４０６８（３番人気）
複勝票数 計 ３７５２６３ 的中 � ７９０２１（１番人気）� ７４９１５（３番人気）� ３４５７（１０番人気）
枠連票数 計 １７１７４７ 的中 （１－８） ３６９２５（１番人気）
馬連票数 計 ５２５６３０ 的中 �� ５６１４８（２番人気）
馬単票数 計 ３７３６５６ 的中 �� ２１５９８（２番人気）
ワイド票数 計 ２３０７５０ 的中 �� ２１０７０（２番人気）�� ９６１（４０番人気）�� １２６２（３３番人気）
３連複票数 計 ６８０８７０ 的中 ��� ２７５９（４２番人気）
３連単票数 計１１３４９１６ 的中 ��� １１３６（１９５番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．４―１２．６―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．９―４６．５―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．６
３ １（２，１４）１５－１１－８，１２（７，１３）－６（３，５）－１０－４＝９ ４ ・（１，２）（１５，１４）－１１，８（１２，１３）７－６（３，５）－１０，４＝９

勝馬の
紹 介

�アースゼウス �
�
父 Officer �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー ２０１２．８．１８ 新潟２着

２０１０．２．８生 牡２栗 母 Singing Sensation 母母 Court Reception ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キセキノナルシスト号は，平成２４年１０月２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 マプティット号
（非抽選馬） １頭 ダイキチサブロウ号

２３０８６ ９月２日 晴 良 （２４新潟３）第８日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

３５ リングネブラ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４５０－ ６１：４６．８ ３．１�

６１１ ダンシングハバナ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４３６－１０ 〃 クビ ４．１�
１１ ラ ス リ ー ズ 牝３栃栗５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４４８＋ ８１：４７．０１� ４．３�
７１４ ブライトシャドウ 牡３黒鹿５６ 横山 典弘飯塚 知一氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５４＋ ２１：４７．３２ １１．８�
２３ マ グ メ ル 牡３鹿 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B４６０± ０１：４７．５� ５．７�
８１８ ラムシーダー 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信杉田 周作氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 ４７２＋ ２１：４７．７１� １３８．９�
７１５ コ ナ セ ラ ー 牝３栗 ５４ 松岡 正海 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：４７．８� ４４．３	
５１０ クッキーチャン 牝３青 ５４ 江田 照男ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：４８．１２ １８．４

１２ コ ロ ン ブ �３青 ５６ 吉田 隼人吉田 和美氏 金成 貴史 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８－１４１：４８．４２ ２０．４�
２４ メイショウウルフィ 牡３芦 ５６ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 様似 ホウセイ牧場 ４５２＋ ２１：４８．６１ ２６６．８�
８１６ ファイアーアゲン 牝３栗 ５４

５１ ▲西村 太一浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 川越牧場 B４５４＋ ４１：４８．８１ ３１９．９
７１３ アイティローズ 牝３黒鹿５４ 武 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ ４４．３�
４８ ローレルゼスト 牡３鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠 �ローレルレーシング 杉浦 宏昭 日高 白井牧場 ４１４－１４ 〃 クビ ５３１．０�
６１２ サーストンアリオン 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義齊藤 宣勝氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４５４± ０１：４８．９クビ ５４．８�
８１７ サニーエスペランサ 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁宮� 守保氏 田中 剛 浦河 丸村村下
ファーム ４３２± ０１：４９．４３ ６４７．１�

４７ ドリームスクリーン 牡３栗 ５６ 中谷 雄太セゾンレースホース� 高橋 祥泰 厚真 阿部 栄乃進 ４９８－ ８１：５０．５７ ３０２．９�
３６ サトノジューク 牡３鹿 ５６ 村田 一誠里見 治氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５１２ ―１：５０．９２� １５３．６�
５９ アイノホウソク 牝３栗 ５４ 石神 深一江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド ４８４± ０１：５１．３２� ５７７．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，０２２，５００円 複勝： ３７，５３０，３００円 枠連： １４，９１１，１００円

馬連： ４９，７８９，８００円 馬単： ３６，１３２，４００円 ワイド： ２３，６６７，８００円

３連複： ６９，０５５，４００円 ３連単： １１４，２６４，０００円 計： ３６６，３７３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １５０円 枠 連（３－６） ５４０円

馬 連 �� ５７０円 馬 単 �� １，１１０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ２２０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ３，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２１０２２５ 的中 � ５４９５９（１番人気）
複勝票数 計 ３７５３０３ 的中 � ９０３９７（１番人気）� ６０４７９（４番人気）� ６５４６９（２番人気）
枠連票数 計 １４９１１１ 的中 （３－６） ２０４７７（１番人気）
馬連票数 計 ４９７８９８ 的中 �� ６４７４８（１番人気）
馬単票数 計 ３６１３２４ 的中 �� ２４１７３（１番人気）
ワイド票数 計 ２３６６７８ 的中 �� ２４５７０（２番人気）�� ２８７０４（１番人気）�� １６９５０（４番人気）
３連複票数 計 ６９０５５４ 的中 ��� ７２２６４（１番人気）
３連単票数 計１１４２６４０ 的中 ��� ２６１１５（１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．３―１２．５―１２．４―１２．１―１１．５―１１．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３５．３―４７．８―１：００．２―１：１２．３―１：２３．８―１：３４．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リングネブラ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Marquetry デビュー ２０１２．２．１２ 東京７着

２００９．５．２２生 牝３黒鹿 母 ユーアンミー 母母 Archimillionnaire ６戦１勝 賞金 １０，２９０，０００円
〔発走状況〕 ファイアーアゲン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サトノジューク号・アイノホウソク号は，平成２４年１０月２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 コスモアステリクス号
（非抽選馬） １頭 グレイスフラワー号

第３回 新潟競馬 第８日



２３０８７ ９月２日 晴 良 （２４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

７１２ アイアイエンデバー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊齊藤 敬氏 小島 茂之 新冠 つつみ牧場 ４５０＋ ４１：５３．６ ９．８�

８１５ プ レ レ フ ア 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ４１：５４．０２� ２．８�
３４ コスモマイギフト 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 浦河 日田牧場 ４８６± ０１：５４．２１ ４．８�
５８ プレミアクラウン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘杉山 忠国氏 友道 康夫 日高 シンボリ牧場 ５０８＋ ８１：５４．９４ ２．７�
４７ リアライズバリメタ 牡３芦 ５６ 武 豊工藤 圭司氏 千田 輝彦 日高 三城牧場 ４９０－ ４１：５５．５３� ２０．４�
６１０ ゼンノグライム 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義大迫久美子氏 鈴木 伸尋 新冠 村上 欽哉 ５０２－ ８１：５５．６� １２．３�
２２ ジャイロプレーン 牝３栗 ５４ 中舘 英二吉田 哲哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：５５．８１� １２９．６	
８１４ ダイワパーチェス 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 ４９６－ ４１：５５．９� ９５．３

６１１ ヤマニンエミュ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 ４７０＋１０１：５６．９６ ３２８．５�
７１３ シベリアンブラック 牡３黒鹿５６ 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 ５２４＋ ６ 〃 ハナ １３０．３�
２３ シルクミレニア 牝３栃栗５４ 中谷 雄太有限会社シルク高柳 瑞樹 新冠 山岡ファーム ４４４＋１８１：５７．０� ４１２．７
５９ イットーオジョウ 牝３鹿 ５４ 石橋 脩熊坂 俊一氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 ４５６± ０ 〃 クビ ２５３．５�
１１ マコトダンスボーイ 牡３鹿 ５６ 石神 深一伊藤 誠吉氏 池上 昌弘 新ひだか 土田 扶美子 ５２０＋ ８１：５７．４２� ６７．２�
３５ ケイビイネイチャー 牝３鹿 ５４ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 山際牧場 ４４２＋１２１：５８．５７ １５０．３�
４６ ナスノライジング 牡３黒鹿５６ 浜中 俊�須野牧場 堀 宣行 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B４９８－ ８ 〃 クビ ３３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，００６，０００円 複勝： ３５，１０２，７００円 枠連： １５，０２８，２００円

馬連： ４９，５５５，８００円 馬単： ３７，８８１，５００円 ワイド： ２２，７３２，７００円

３連複： ６７，２０１，６００円 ３連単： １２８，５０２，６００円 計： ３７６，０１１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２４０円 � １４０円 � １６０円 枠 連（７－８） １，３１０円

馬 連 �� １，４４０円 馬 単 �� ３，９５０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ７９０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� １５，５３０円

票 数

単勝票数 計 ２０００６０ 的中 � １６１７３（４番人気）
複勝票数 計 ３５１０２７ 的中 � ３０９９０（５番人気）� ８０１６４（２番人気）� ６１８３２（３番人気）
枠連票数 計 １５０２８２ 的中 （７－８） ８４７０（５番人気）
馬連票数 計 ４９５５５８ 的中 �� ２５５３３（５番人気）
馬単票数 計 ３７８８１５ 的中 �� ７０８５（１３番人気）
ワイド票数 計 ２２７３２７ 的中 �� １１６１５（５番人気）�� ６４８０（９番人気）�� ２１５５２（３番人気）
３連複票数 計 ６７２０１６ 的中 ��� ２７６８０（５番人気）
３連単票数 計１２８５０２６ 的中 ��� ６１０７（４５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．７―１３．０―１３．７―１２．１―１２．４―１２．８―１２．５―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３７．２―５０．９―１：０３．０―１：１５．４―１：２８．２―１：４０．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイアイエンデバー �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１２．１．２１ 中山４着

２００９．５．２２生 牡３黒鹿 母 アイアイプリンセス 母母 ユーワジョイナー ６戦１勝 賞金 ７，３００，０００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 オンワードモンタナ号・ケセランパサラン号・ベニノツルギ号

２３０８８ ９月２日 晴 良 （２４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４０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 １２，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，０００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円� コースレコード３：０１．４良

６８ シンワカントリー 牡４黒鹿６０ 難波 剛健若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス
ファーム ５０２－ ４３：０４．０ １９．１�

４４ ディアブラスト 牡５黒鹿６０ 江田 勇亮ディアレスト 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４９６＋ ４３：０４．２１ ６．４�
７９ リザーブカード 牡９鹿 ６０ 山本 康志 �サンデーレーシング 栗田 博憲 早来 ノーザンファーム ４９４－ ６３：０４．３� ２４．０�
８１２ ハ ク サ ン 牡６黒鹿６０ 石神 深一篠� 恒雄氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 ４３８± ０３：０４．５１� １４．２�
２２ � レ ン デ ィ ル �６芦 ６０ 五十嵐雄祐広尾レース� 藤沢 和雄 愛 Rockhart

Trading Ltd B５１２＋ ８ 〃 アタマ １２．７�
６７ ダイバーシティ �７鹿 ６０ 蓑島 靖典 �サンデーレーシング 小西 一男 早来 ノーザンファーム ４４６－ ２ 〃 クビ ４．７	
３３ 	 マ サ ラ イ ト 牡８鹿 ６２ 西谷 誠丸井サカミ氏 増本 豊 三石 本桐牧場 ４９８－ ４３：０４．６クビ ３．６

５５ アスカノバッハ �４黒鹿６０ 植野 貴也豊田 智郎氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４５４± ０３：０４．７� ２４．９�
７１０ マーブルジーン 牡８黒鹿６２ 今村 康成下村 直氏 池添 兼雄 静内 マークリ牧場 ４９６＋ ４３：０５．３３� ８２．５�
５６ マイネルファルケ 牡７鹿 ６０ 横山 義行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ５２２－１０３：０５．５１� ３．５
１１ ニシノラブキング 牡６栗 ６０ 中村 将之西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４８０＋ ２３：０７．１１０ ４８．９�
８１１ スタールーセント 牡７黒鹿６０ 平沢 健治浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 福岡 光夫 ４８４－ ８ （競走中止） ９２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，１４９，１００円 複勝： ２４，４２９，４００円 枠連： １２，６７６，９００円

馬連： ３８，１７１，４００円 馬単： ２８，１８２，０００円 ワイド： １６，２３７，７００円

３連複： ５３，６９８，３００円 ３連単： ９２，２２３，２００円 計： ２７９，７６８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９１０円 複 勝 � ４２０円 � ２６０円 � ５８０円 枠 連（４－６） １，３１０円

馬 連 �� ５，２４０円 馬 単 �� １０，０１０円

ワ イ ド �� １，３３０円 �� ５，２７０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� ４９，１７０円 ３ 連 単 ��� ２９８，５２０円

票 数

単勝票数 計 １４１４９１ 的中 � ５８６１（７番人気）
複勝票数 計 ２４４２９４ 的中 � １４８６２（７番人気）� ２８７０８（４番人気）� １０１０６（８番人気）
枠連票数 計 １２６７６９ 的中 （４－６） ７１６１（５番人気）
馬連票数 計 ３８１７１４ 的中 �� ５３８２（２１番人気）
馬単票数 計 ２８１８２０ 的中 �� ２０７８（４０番人気）
ワイド票数 計 １６２３７７ 的中 �� ３０８２（１８番人気）�� ７４４（４６番人気）�� １６２１（３０番人気）
３連複票数 計 ５３６９８３ 的中 ��� ８０６（１１１番人気）
３連単票数 計 ９２２２３２ 的中 ��� ２２８（６１１番人気）

上り １マイル １：４２．８ ４F ５０．７－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

２
�

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

シンワカントリー �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２０１０．１０．２ 阪神１０着

２００８．２．９生 牡４黒鹿 母 マチカネクサマクラ 母母 マチカネイチジョウ 障害：３戦２勝 賞金 １９，７００，０００円
〔競走中止〕 スタールーセント号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。



２３０８９ ９月２日 晴 良 （２４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３０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

７１２ サトノジェミニ 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４４４ ―１：４９．５ ２．４�

４７ コウギョウサンデー 牡２鹿 ５４ 田中 勝春菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４８２ ―１：４９．８２ ６．１�
２２ スマートマーチ 牝２鹿 ５４ 武 豊大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 ４３４ ―１：４９．９� １７．２�
６１０ サンライズネオ 牡２黒鹿５４ 浜中 俊松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 ４８４ ―１：５０．１１� １８．０�
５９ アンサーソング 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信 �社台レースホース田島 俊明 安平 追分ファーム ４４６ ―１：５０．４２ ２８．４�
５８ ローレルナガバナシ 牡２栗 ５４ 松岡 正海 �ローレルレーシング 清水 英克 浦河 グランデファーム ４６６ ―１：５０．８２� １１８．７	
８１５ ア ビ ス コ 牡２芦 ５４ 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 白井牧場 ４６８ ―１：５０．９� ４．８

３４ オメガインベガス 牝２黒鹿５４ 石橋 脩原 	子氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４８２ ―１：５１．１１� ６．１�
３５ ニシノアイボウ 牡２鹿 ５４ 吉田 豊西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新冠 川上牧場 ４７８ ―１：５１．５２� １０３．６�
４６ ハッピードライブ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４６６ ― 〃 クビ １３．５
６１１ ゲームフェイス 牡２芦 ５４ 内田 博幸宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 宮内牧場 ５３０ ―１：５２．２４ ２９．０�
１１ ザエリモホース 牡２鹿 ５４ 田中 博康平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４６８ ―１：５２．３� ２２５．９�
８１４ エーブウルトラマン 牡２栗 ５４ 吉田 隼人 �レーシングホース

ジャパン 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 ４２０ ―１：５２．５１� ２１０．８�
２３ マイネルリネージ 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 中本 隆志 ４９４ ―１：５２．７１� ２３８．７�
７１３ マ ス ク バ ル 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥門野 重雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 前川 正美 ４４０ ―１：５３．３３� ２８１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２４，４７２，９００円 複勝： ３６，２８５，６００円 枠連： １５，７４１，９００円

馬連： ５４，２９７，５００円 馬単： ３７，４２１，９００円 ワイド： ２２，００１，７００円

３連複： ６３，５０６，７００円 ３連単： １０６，７５６，５００円 計： ３６０，４８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � ３６０円 枠 連（４－７） ５４０円

馬 連 �� ７７０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ６１０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ２，９１０円 ３ 連 単 ��� ９，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２４４７２９ 的中 � ８３７８０（１番人気）
複勝票数 計 ３６２８５６ 的中 � １１２２７７（１番人気）� ５０３７４（４番人気）� １８１３５（７番人気）
枠連票数 計 １５７４１９ 的中 （４－７） ２１６０５（１番人気）
馬連票数 計 ５４２９７５ 的中 �� ５２６６９（３番人気）
馬単票数 計 ３７４２１９ 的中 �� ２１０８２（３番人気）
ワイド票数 計 ２２００１７ 的中 �� １６３６７（３番人気）�� ８８２６（５番人気）�� ４７１７（１２番人気）
３連複票数 計 ６３５０６７ 的中 ��� １６１１２（７番人気）
３連単票数 計１０６７５６５ 的中 ��� ８２２２（２１番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．８―１２．１―１２．９―１３．１―１２．６―１１．４―１０．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．６―３６．７―４９．６―１：０２．７―１：１５．３―１：２６．７―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノジェミニ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 マルゼンスキー 初出走

２０１０．４．２２生 牡２鹿 母 ブレッシング 母母 ブラダマンテ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２３０９０ ９月２日 晴 良 （２４新潟３）第８日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：１９．０
１：１９．０

良

良

８１６ ロンギングトゥユー 牝３栗 ５４ 石橋 脩坂本 浩一氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４９２± ０１：２０．４ ４．４�

４７ コウヨウアレス 牡３青鹿５６ 田中 勝春寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 ４８４± ０１：２０．６１� ７．６�
１２ スモーキーヴォイス 牝３鹿 ５４ 武 豊渡邊 隆氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ４１０± ０ 〃 アタマ ８．５�
３６ レッドヴェレーナ 牝３青 ５４ 横山 典弘 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４２８＋ ２１：２０．７� ６．８�
６１２ アクアライン 牝３黒鹿５４ 蛯名 正義古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 ４４４＋ ４１：２０．８クビ ２．２�
２３ タニオブフジ 牝３青鹿５４ 武士沢友治谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 B４４２－ ６１：２１．０１� ８４．１�
１１ プレザントライフ 牡３青鹿５６ 浜中 俊 	キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム B４８０－１４１：２１．４２� １２．１

５９ レオキングダム 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信田中 博之氏 岩戸 孝樹 青森 ワールドファーム ４６６＋ ８１：２２．０３� １０１．９�
２４ ムーンベックカフェ 牡３栗 ５６ 村田 一誠西川 恭子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４９２± ０１：２２．２１� １３５．８�
５１０ トーアラビリンス 牝３芦 ５４ 柴山 雄一高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 ４２６－ ８ 〃 アタマ １５７．３
８１８ アポロズスピアー 	３黒鹿 ５６

５３ ▲山崎 亮誠中村 浩章氏 土田 稔 様似 清水スタッド ４６２＋ ６１：２２．３� ８２４．０�
４８ トウショウテイスト 牡３鹿 ５６ 木幡 初広トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６６± ０ 〃 クビ １７２．６�
７１３
 コスモベルアーム 牡３青 ５６ 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 英

Cheveley Park
Stud Parry
Steele－Mortimer

５０６－ ４１：２２．５１� ２２１．９�
７１５ コンパティビリティ 牡３栗 ５６ 大野 拓弥 	サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４４４＋１２１：２３．２４ ３４．７�
３５ シベリアンスパーブ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 ４９０＋１４１：２３．３� ４４．０�
８１７ フクノゴウヒメ 牝３鹿 ５４ 草野 太郎福島 実氏 嶋田 功 日高 中川牧場 ４２８＋ ２１：２３．５１� ８１４．１�
６１１ ラブソングフォナナ 牝３栗 ５４

５１ ▲原田 和真藤井 謙氏 高橋 文雅 浦河 日東牧場 ４７４＋ ２１：２４．３５ ７１５．９�
７１４ ラインレイチェル 牝３栗 ５４

５１ ▲嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４５２－ ８１：２５．６８ ６０２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２５，６１９，０００円 複勝： ４１，９６８，７００円 枠連： １７，９３０，２００円

馬連： ５９，５０２，１００円 馬単： ４１，１４７，６００円 ワイド： ２７，８２７，０００円

３連複： ７２，８２９，０００円 ３連単： １３２，３３５，０００円 計： ４１９，１５８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � ２４０円 � ２２０円 枠 連（４－８） ２，０４０円

馬 連 �� １，８８０円 馬 単 �� ３，４７０円

ワ イ ド �� ６８０円 �� ６８０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� ３，３７０円 ３ 連 単 ��� １７，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２５６１９０ 的中 � ４５９５３（２番人気）
複勝票数 計 ４１９６８７ 的中 � ８１９６４（２番人気）� ４１０１８（５番人気）� ４９１０８（３番人気）
枠連票数 計 １７９３０２ 的中 （４－８） ６５０１（９番人気）
馬連票数 計 ５９５０２１ 的中 �� ２３４６８（７番人気）
馬単票数 計 ４１１４７６ 的中 �� ８７６７（１１番人気）
ワイド票数 計 ２７８２７０ 的中 �� １０２３３（７番人気）�� １０１８２（８番人気）�� ７８４５（１０番人気）
３連複票数 計 ７２８２９０ 的中 ��� １５９５７（１２番人気）
３連単票数 計１３２３３５０ 的中 ��� ５６７８（４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．７―３３．７―４５．０―５６．４―１：０８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロンギングトゥユー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Belong to Me デビュー ２０１１．１０．２３ 東京２着

２００９．１．１２生 牝３栗 母 シアトルサンセット 母母 Weekend in Seattle ９戦１勝 賞金 １２，９００，０００円
〔発走状況〕 ムーンベックカフェ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。

ラブソングフォナナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アポロズスピアー号の騎手山崎亮誠は，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３０，０００円。（１５番への進

路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラインレイチェル号は，平成２４年１０月２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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 グラニュレーション号・コスモソウタ号・ティルトザキルト号・フリーダムシチー号・ミサノハナユキ号



２３０９１ ９月２日 晴 良 （２４新潟３）第８日 第７競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３０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 ７，２００，０００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� ローレンルーナ 牡３鹿 ５５ 蛯名 正義林 正道氏 田村 康仁 米 Yoichi
Aoyama ４７２－ ６１：１１．４ ２．１�

１１ ニシノフェミニン 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４４６－１４１：１２．０３� ４２．５�
３５ � バージニアキャット 牝４栗 ５５ 中舘 英二�須野牧場 加用 正 米 Ironwater Farms

Joint Venture ４７６－ ４１：１２．１� ４２．７�
３４ ブライトシチー 牡３青鹿５５ 浜中 俊 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 新ひだか 出羽牧場 ５０８＋１０ 〃 アタマ ２２．４�
２２ デプロマトウショウ 牝３鹿 ５３ 吉田 豊トウショウ産業� 高木 登 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６２＋ ６１：１２．３１	 ５．５�
７１２ アタッキングゾーン 牡４鹿 ５７ 北村 宏司広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 ４９６± ０ 〃 ハナ １０．３	
８１５ ヘアーオブザドッグ 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣平賀 久枝氏 鈴木 康弘 浦河 鎌田 正嗣 ４９８± ０１：１２．５１	 １６．８

４６ コウヨウゼウス 牡３芦 ５５ 松岡 正海寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 ４７４＋ ６１：１２．９２� １２７．０�
６１１
 マヤノパシャ 牡５栗 ５７

５４ ▲嶋田 純次田所 英子氏 小笠 倫弘 新冠 高橋 忍 B５２４± ０ 〃 ハナ ４４７．５�
８１４ ダイワモービル 牡４黒鹿５７ 石橋 脩大城 敬三氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 ５１０－１０１：１３．０� ３．８
２３ マンボマンボ 牡３鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 B４７０＋１３１：１３．１クビ ２５８．５�
７１３ タ ビ ト 牡４鹿 ５７ 田中 勝春幅田 昌伸氏 白井 寿昭 浦河 荻伏服部牧場 ４９８＋２８１：１３．２� １４．８�
５８ � マルターズブレーヴ �６鹿 ５７ 吉田 隼人藤田 在子氏 堀井 雅広 米 Lisa Jones &

Jerard Jones ４５８－ ２１：１３．６２� ２３３．８�
４７ 
 エステーファイター 牡４芦 ５７ 柴山 雄一齋藤 宏明氏 萱野 浩二 むかわ 市川牧場 ４７４＋ ８１：１３．８１� ２４０．２�
５９ レグルスハート 牡６黒鹿５７ 中谷 雄太中江 隆一氏 柴田 政人 新ひだか 土田 和男 B５０６＋１０１：１４．１１� ２１０．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，０８７，６００円 複勝： ３６，９７４，４００円 枠連： ２０，７４５，１００円

馬連： ６４，０９１，１００円 馬単： ４６，１４７，２００円 ワイド： ２６，９１６，３００円

３連複： ７４，３２１，７００円 ３連単： １４２，０３０，０００円 計： ４３８，３１３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １６０円 � ６６０円 � ９４０円 枠 連（１－６） ４，０２０円

馬 連 �� ３，５５０円 馬 単 �� ４，１２０円

ワ イ ド �� １，３６０円 �� １，４７０円 �� ７，５００円

３ 連 複 ��� ２８，９８０円 ３ 連 単 ��� １０１，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２７０８７６ 的中 � １０１６９４（１番人気）
複勝票数 計 ３６９７４４ 的中 � ８６０９５（２番人気）� １２２５０（８番人気）� ８２１１（９番人気）
枠連票数 計 ２０７４５１ 的中 （１－６） ３８１７（１２番人気）
馬連票数 計 ６４０９１１ 的中 �� １３３４６（１２番人気）
馬単票数 計 ４６１４７２ 的中 �� ８２７２（１６番人気）
ワイド票数 計 ２６９１６３ 的中 �� ４９８６（１４番人気）�� ４５６７（１７番人気）�� ８５８（４３番人気）
３連複票数 計 ７４３２１７ 的中 ��� １８９３（６８番人気）
３連単票数 計１４２０３００ 的中 ��� １０３７（２４８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１２．２―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．７―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ローレンルーナ �
�
父 Mineshaft �

�
母父 Elusive Quality デビュー ２０１１．１０．１６ 東京４着

２００９．４．２３生 牡３鹿 母 Champagne Sue 母母 Golden Tiy ７戦２勝 賞金 １６，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヒカリホクサイ号
（非抽選馬） ４頭 フォルテリコルド号・ヘンリーフォンテン号・メイスンファースト号・ユースフル号

２３０９２ ９月２日 晴 良 （２４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 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

４７ トーホウストロング 牡４黒鹿５７ 浜中 俊東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 ４８４－ ２１：４５．７ ８．８�

８１７ サトノジュピター 牝３鹿 ５２ 岩田 康誠里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ６１：４５．９１� ２．４�
８１６ アスールアラテラ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４４２＋ ６ 〃 ハナ １７６．３�
５９ ビームライフル 牡３青鹿５４ 蛯名 正義西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４５８＋ ２１：４６．１１� ６．４�
７１４ サトノヒーロー 牡３黒鹿５４ 内田 博幸里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２４－ ２ 〃 クビ ２．４�
７１５� スタートセンス 牡４鹿 ５７ 吉田 豊河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 近藤牧場 ４４４－ ４１：４６．３１ ２３９．１	
６１１ ア ソ ル ー タ 牝４栗 ５５ 横山 典弘 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４５６＋１２ 〃 アタマ ２０．３

２４ ステージナーヴ 牡３黒鹿５４ 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４２０－ ４１：４６．６２ ６３．２�
１１ ステップアヘッド 牡３鹿 ５４

５１ ▲西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ５１８＋ ８１：４６．９１� ９１．９�
８１８� エムアイボニータ 牝５栗 ５５ 柴山 雄一馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 ４６４－ ６ 〃 アタマ ６３４．４
４８ カフェコンセール 牡３青 ５４ 田中 勝春吉野 弘司氏 粕谷 昌央 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：４７．１１� ３６．５�
１２ � バージンロード 牝３鹿 ５２ 武士沢友治泉 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 坂本牧場 B４５４－ ２１：４７．３１� ２８５．５�
２３ � マ ー ニ ー 牝５鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４００± ０１：４７．５１� ４８１．７�
３５ トーセンリョウマ 牡４青鹿５７ 田中 博康島川 �哉氏 木村 哲也 日高 藤本ファーム B４９０－ ２１：４７．６クビ １８３．２�
３６ トウカイフィット 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 ４６４－ ４ 〃 アタマ ３９９．６�
５１０ クラシフィカドール 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人 �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 ４７４＋１４１：４８．７７ ４０７．７�
７１３ ヒダカアルテミス 牝４栗 ５５ 中舘 英二�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ５００＋１０１：４９．０１� ４３．１�
６１２� ダノンゲットウィン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣�ダノックス 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４６８－ ６１：４９．４２� ２６２．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３３，００５，７００円 複勝： ４９，００８，８００円 枠連： ２２，８１４，８００円

馬連： ７８，２８７，９００円 馬単： ５５，８６４，４００円 ワイド： ３１，８６１，４００円

３連複： ９３，２５５，０００円 ３連単： １８６，８８３，８００円 計： ５５０，９８１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � ２，７００円 枠 連（４－８） ８５０円

馬 連 �� １，１００円 馬 単 �� ２，９７０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� １４，０９０円 �� ５，８７０円

３ 連 複 ��� ４８，７１０円 ３ 連 単 ��� ３３１，５４０円

票 数

単勝票数 計 ３３００５７ 的中 � ２９８０９（４番人気）
複勝票数 計 ４９００８８ 的中 � ６２６５４（４番人気）� １３７８９２（１番人気）� ３００３（１２番人気）
枠連票数 計 ２２８１４８ 的中 （４－８） １９８８５（４番人気）
馬連票数 計 ７８２８７９ 的中 �� ５２９８８（４番人気）
馬単票数 計 ５５８６４４ 的中 �� １３９２７（１０番人気）
ワイド票数 計 ３１８６１４ 的中 �� １８８９７（４番人気）�� ５２３（５５番人気）�� １２６６（３５番人気）
３連複票数 計 ９３２５５０ 的中 ��� １４１３（８０番人気）
３連単票数 計１８６８８３８ 的中 ��� ４１６（４４１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．５―１２．５―１２．３―１２．０―１１．２―１０．５―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．８―３５．３―４７．８―１：００．１―１：１２．１―１：２３．３―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．６―３F３３．６
３ ・（１０，１２）１４（６，１３）（５，９）（４，７，１７）（８，１６，１１）（３，１５）（１，１８）２ ４ ・（１０，１２）１４（５，６，１３）９（４，１７）７（８，１１）（３，１６，１５）（２，１，１８）

勝馬の
紹 介

トーホウストロング �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Meadowlake デビュー ２０１１．７．２ 京都８着

２００８．３．２４生 牡４黒鹿 母 トーホウメドゥーサ 母母 Cool Number ８戦２勝 賞金 １８，０２０，０００円
〔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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 サンデースイセイ号



２３０９３ ９月２日 晴 良 （２４新潟３）第８日 第９競走 ��１，８００�
み く に

三 国 特 別
発走１４時３５分 （ダート・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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７１１� グレイレジェンド 牡４芦 ５７ 木幡 初広小野 博郷氏 松永 幹夫 新ひだか 稲葉牧場 ４６４－ ２１：５２．６ ５．５�

８１４ テンゲントッパ 牡４黒鹿５７ 北村 宏司石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B４５４± ０１：５２．７� １４．６�
６１０ ネオスプレマシー 牡５鹿 ５７ 岩田 康誠小林 仁幸氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B４９２＋ ８ 〃 ハナ ２５．６�
３４ フ ォ ー ミ ー 牝４鹿 ５５ 武士沢友治 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 ４８２－ ６ 〃 クビ ５１．１�
３３ ル イ ー ズ 牝４青鹿５５ 吉田 豊大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４７２＋ ２１：５３．４４ １４３．９�
６９ ケイジーウィンザー 牡４栗 ５７ 石橋 脩鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９０＋ ６１：５３．５クビ １０．０�
５８ ドンビザッツウェイ 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 ４９８± ０ 〃 クビ ６９．４	
１１ カ ー マ イ ン 牡４鹿 ５７ 浜中 俊 
サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：５３．９２� ８．６�
２２ サミットストーン 牡４鹿 ５７ 内田 博幸河� 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５４０－ ４１：５４．０クビ ２．８�
５７ トウショウロジック 牡５鹿 ５７ 松岡 正海トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１２＋ ２１：５４．７４ ２３．５
４５ マルブツビアン 牡４黒鹿５７ 田中 勝春大澤 素子氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ５１０± ０１：５４．８クビ ６．０�
４６ リーサムポイント 牡４栗 ５７ 柴田 善臣平田 修氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B４６８－ ２１：５５．２２� １６．０�
７１２ メイショウオオゾラ 牡４栗 ５７ 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４７２＋ ２１：５５．４１� １１．９�
８１３� ヴ ィ オ ニ エ 牡５黒鹿５７ 田中 博康本田 恒雄氏 南田美知雄 新ひだか 山野牧場 ４５２－ ８１：５８．０大差 ５７４．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３８，３０８，８００円 複勝： ６４，４２６，６００円 枠連： ２７，１６２，４００円

馬連： １１４，５５４，８００円 馬単： ６２，８６１，６００円 ワイド： ４１，９０３，６００円

３連複： １３２，１３０，９００円 ３連単： ２２２，６７７，１００円 計： ７０４，０２５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � ２００円 � ３１０円 � ５４０円 枠 連（７－８） １，５７０円

馬 連 �� ２，４７０円 馬 単 �� ３，９８０円

ワ イ ド �� ８００円 �� １，８３０円 �� ２，８６０円

３ 連 複 ��� １７，５６０円 ３ 連 単 ��� ６７，７２０円

票 数

単勝票数 計 ３８３０８８ 的中 � ５５５９９（２番人気）
複勝票数 計 ６４４２６６ 的中 � １００７６３（２番人気）� ５３２７１（５番人気）� ２７０１５（８番人気）
枠連票数 計 ２７１６２４ 的中 （７－８） １２７７１（８番人気）
馬連票数 計１１４５５４８ 的中 �� ３４２８０（１０番人気）
馬単票数 計 ６２８６１６ 的中 �� １１６６６（１３番人気）
ワイド票数 計 ４１９０３６ 的中 �� １３５０８（８番人気）�� ５５８２（２６番人気）�� ３５０９（４２番人気）
３連複票数 計１３２１３０９ 的中 ��� ５５５４（６７番人気）
３連単票数 計２２２６７７１ 的中 ��� ２４２７（２３９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．２―１２．５―１３．２―１３．０―１２．３―１２．３―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．７―３６．２―４９．４―１：０２．４―１：１４．７―１：２７．０―１：３９．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�グレイレジェンド �
�
父 トワイニング �

�
母父 コマンダーインチーフ

２００８．４．１７生 牡４芦 母 オグリクェスチョン 母母 オグリホワイト ９戦２勝 賞金 ２０，７４１，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィオニエ号は，平成２４年１０月２日まで平地競走に出走できない。

２３０９４ ９月２日 晴 良 （２４新潟３）第８日 第１０競走 ��
��１，０００�

い な ず ま

稲 妻 特 別
発走１５時１０分 （芝・直線）

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 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

７１４ エバーローズ 牝３栗 ５３ 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 ４６２－ ６ ５４．１ ２．１�

８１７ バルスピュール 牝３黒鹿５３ 江田 照男ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４６４± ０ ５４．９５ １８．８�
８１５ メロークーミス 牝４鹿 ５５ 木幡 初広井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４６２－ ８ 〃 アタマ １９６．５�
３５ � アポロノカンザシ 牝４栗 ５５ 村田 一誠アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B４３６－ ８ 〃 ハナ ４．９�
４８ サンマルヘイロー 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４７４＋ ４ ５５．０クビ ７７．８�
１１ オレニホレルナヨ 牡３栗 ５５ 武 豊 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 ４９４－ ２ 〃 ハナ １０．０�
８１６ ローブドヴルール 牝６鹿 ５５ 田辺 裕信�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ５０２＋ ４ 〃 クビ １６．９	
２３ トップモデル 牝４鹿 ５５ 松岡 正海間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 B４４４＋ ４ 〃 ハナ １５．８

５９ スターゲイジング 牝３黒鹿５３ 内田 博幸�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８０± ０ ５５．２１� ８．９�
６１２ ライステラス 牝４芦 ５５ 中舘 英二 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４７０± ０ ５５．３	 ２１．９�
２４ フリートアロー 牡３栗 ５５ 杉原 誠人矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 ４８６－ ２ 〃 アタマ ３５．２
５１０� キョウエイバサラ 牡４芦 ５７ 吉田 隼人田中 晴夫氏 矢作 芳人 英 Belgrave

Bloodstock ５１０－１０ ５５．４	 １４．１�
７１３ マドモアゼルノン 牝５黒鹿５５ 武士沢友治�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５２－ ２ ５５．５
 １６０．３�
３６ � エ ク レ ウ ス 牡７黒鹿５７ 柴山 雄一栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９０－ ４ 〃 ハナ ２２６．４�
６１１ アイアムノココロ 牝５青鹿５５ 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４６± ０ ５５．６クビ ２１２．８�
４７ サクラグロリアス 牡３青鹿５５ 北村 宏司�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４７６± ０ ５５．９２ １４２．５�
１２ ミスマルシゲ 牝３青鹿５３ 田中 勝春柏木 務氏 武田 博 鹿児島 坂東島 繁藤 ４１２－ １ 〃 ハナ ２８２．６�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ４４，０６９，６００円 複勝： ５４，５０４，７００円 枠連： ３５，６３２，３００円

馬連： １４３，４２１，２００円 馬単： ８３，２９７，５００円 ワイド： ４７，７３７，２００円

３連複： １７０，２５１，４００円 ３連単： ３１６，５８０，４００円 計： ８９５，４９４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １４０円 � ４５０円 � ３，１９０円 枠 連（７－８） ８９０円

馬 連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ３，０４０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ５，９８０円 �� １３，７４０円

３ 連 複 ��� ５２，６２０円 ３ 連 単 ��� １４０，１６０円

票 数

単勝票数 計 ４４０６９６ 的中 � １６７６８７（１番人気）
複勝票数 計 ５４５０４７ 的中 � １５１９２１（１番人気）� ２６２６５（８番人気）� ３１６７（１３番人気）
枠連票数 計 ３５６３２３ 的中 （７－８） ２９６００（３番人気）
馬連票数 計１４３４２１２ 的中 �� ４８５０３（８番人気）
馬単票数 計 ８３２９７５ 的中 �� ２０２８４（１０番人気）
ワイド票数 計 ４７７３７２ 的中 �� １５９８８（８番人気）�� １９１１（４９番人気）�� ８２６（７１番人気）
３連複票数 計１７０２５１４ 的中 ��� ２３８８（１２２番人気）
３連単票数 計３１６５８０４ 的中 ��� １６６７（３９２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．３―１０．５―１０．１―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．３―３２．８―４２．９

上り４F４２．１－３F３１．８
勝馬の
紹 介

エバーローズ �
�
父 ウインクリューガー �

�
母父 スピードワールド デビュー ２０１１．１２．２５ 中山１着

２００９．４．１４生 牝３栗 母 クレバーピーチ 母母 レディーパット ９戦３勝 賞金 ３２，５７８，０００円
※サクラグロリアス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２レース目



２３０９５ ９月２日 晴 良 （２４新潟３）第８日 第１１競走
近代競馬１５０周年記念 サマー２０００シリーズ

��
��２，０００�第４８回農林水産省賞典 新潟記念（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左・外）
３歳以上，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

農林水産大臣賞・新潟馬主協会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ４０，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，０００，０００円 ４，０００，０００円
付 加 賞 ６４４，０００円 １８４，０００円 ９２，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

１１ トランスワープ �７鹿 ５６ 大野 拓弥 �キャロットファーム 萩原 清 早来 ノーザンファーム ５４０＋１２１：５７．６ １４．７�

４７ � タッチミーノット 牡６黒鹿５６ 横山 典弘吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４９６－１４ 〃 クビ １８．６�
５９ アスカクリチャン 牡５鹿 ５７ 内田 博幸上野 武氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 ４９２＋ ２１：５７．７クビ １６．４�
５１０ エクスペディション 牡５栗 ５７ 浜中 俊 �社台レースホース石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０ 〃 ハナ ４．９�
６１１ ムスカテール 牡４黒鹿５２ 北村 宏司吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４ 〃 クビ ２５．８�
８１８ スマートシルエット 牝５鹿 ５３ 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４８０＋ ４ 〃 ハナ ７．７�
８１６ トーセンラー 牡４黒鹿５７ 蛯名 正義島川 	哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ４５０＋ ８１：５７．８� ４．６

３６ ケイアイドウソジン 牡６鹿 ５６ 石橋 脩 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 新冠 村田牧場 ４９６－ ２１：５７．９クビ ３９．３�
８１７ トウカイパラダイス 牡５黒鹿５６ 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 ５１４＋ ２１：５８．１１	 １３．０
２３ ナリタクリスタル 牡６黒鹿５８ 武 豊�オースミ 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ２１：５８．２� １０．０�
１２ メイショウカンパク 牡５黒鹿５６ 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４８４＋ ２１：５８．３クビ ４６．３�
４８ モンストール 牡３鹿 ５４ 柴田 善臣前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 村下農場 ４６６＋ ６１：５８．４	 ３４．５�
３５ コスモネモシン 牝５青鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 ４６２－２０ 〃 アタマ ８２．２�
７１３ ステラロッサ 牡４栗 ５５ 田辺 裕信 �社台レースホース角居 勝彦 安平 追分ファーム ５０８＋ ２ 〃 アタマ ７．１�
７１５ セイクリッドバレー 牡６栗 ５７ 吉田 豊吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４８４－１２１：５８．８２	 ８０．２�
２４ サトノパンサー 牡４鹿 ５２ 田中 勝春里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８０－ ２１：５９．０� ６５．３�
７１４ マイネイサベル 牝４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 ４８０－ ４ 〃 クビ １８．６�
６１２ アースシンボル 牝７鹿 ５１ 木幡 初広松山 増男氏 宗像 義忠 三石 城地 清満 ４９０＋２８１：５９．４２	 ２４３．４�

（１８頭）

売 得 金
単勝： １７０，８０９，４００円 複勝： ２７３，４０４，１００円 枠連： ２０９，８３６，９００円 馬連： ８２４，２９３，７００円 馬単： ３６５，５０５，２００円

ワイド： ２８２，８１２，８００円 ３連複： １，１２４，８４４，２００円 ３連単： １，９４８，３１８，９００円 ５重勝： ８５８，２９９，１００円 計： ６，０５８，１２４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ５２０円 � ４７０円 � ５１０円 枠 連（１－４） ５，３１０円

馬 連 �� １１，４９０円 馬 単 �� ２１，５６０円

ワ イ ド �� ３，８４０円 �� ３，６９０円 �� ３，２２０円

３ 連 複 ��� ４９，９５０円 ３ 連 単 ��� ３１３，１３０円

５ 重 勝
対象競走：小倉１０R／新潟１０R／札幌１１R／小倉１１R／新潟１１R

キャリーオーバー なし����� ４，５５７，０２０円

票 数

単勝票数 計１７０８０９４ 的中 � ９２００１（７番人気）
複勝票数 計２７３４０４１ 的中 � １３８８７４（１０番人気）� １５６０７５（８番人気）� １４２１９４（９番人気）
枠連票数 計２０９８３６９ 的中 （１－４） ３１１２９（２０番人気）
馬連票数 計８２４２９３７ 的中 �� ５６５１８（４３番人気）
馬単票数 計３６５５０５２ 的中 �� １２５１６（８７番人気）
ワイド票数 計２８２８１２８ 的中 �� １９２９７（４７番人気）�� ２０１１７（４５番人気）�� ２３１１７（４２番人気）
３連複票数 計１１２４８４４２ 的中 ��� １６６２２（１７５番人気）
３連単票数 計１９４８３１８９ 的中 ��� ４５９２（１０４５番人気）
５重勝票数 計８５８２９９１ 的中 ����� １３９

ハロンタイム １２．８―１１．２―１１．８―１２．１―１２．５―１２．４―１１．７―１０．９―１０．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．０―３５．８―４７．９―１：００．４―１：１２．８―１：２４．５―１：３５．４―１：４５．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４４．８―３F３３．１
３ ６－１８（７，１１，１４）９（１０，１７）１（８，１６）（２，３，１５，１３）５（４，１２） ４ ６－１８（７，１１，１４）１７（９，１０）（１，１６）（８，１５，１３）２，３（５，１２）４

勝馬の
紹 介

トランスワープ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００８．６．８ 東京３着

２００５．３．７生 �７鹿 母 ボンヌシャンス 母母 マツクホープ ２０戦７勝 賞金 １６４，５１３，０００円
〔制裁〕 タッチミーノット号の騎手横山典弘は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１８番・１１番への進路

影響）

２３０９６ ９月２日 晴 良 （２４新潟３）第８日 第１２競走 ��
��１，４００�

し ば た じ ょ う

新 発 田 城 特 別
発走１６時３０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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ５１１，０００円 １４６，０００円 ７３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

２４ ジョーオリオン 牡３栗 ５５ 北村 宏司上田けい子氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４６８＋ ２１：２０．９ ４．９�

２３ ロ ジ ハ ー ツ 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信久米田正明氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム ５００＋ ６１：２１．０� ３０．６�
１２ タガノリバレンス 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９０＋２４ 〃 クビ ２５．０�
８１６ ガーネットチャーム 牝３鹿 ５３ 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 安平 追分ファーム ４３０＋ ８１：２１．４２� ７．２�
７１４ ゴーゲッター 牡５鹿 ５７ 内田 博幸松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５２４＋ ６ 〃 クビ ６．６�
１１ サクラライジング 牡４鹿 ５７ 松岡 正海�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４６４＋ ８１：２１．５クビ １１５．３	
６１２ エパティック 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４６２－ ４１：２１．６� １．９

５９ アウトオブオーダー 牡６鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ２１：２１．８１	 １０３．９�
６１１
 ケンブリッジヒーロ 牡４栗 ５７ 柴田 善臣中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 タニグチ牧場 ４７４＋１０１：２１．９� ４１．１�
４７ グラントリノ 牝３栗 ５３ 村田 一誠加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４２８＋ ２１：２２．２２ ８３．５
４８ ヘイハチスカイ 牡３鹿 ５５ 鈴来 直人伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 ４５０－ ４１：２２．３� ９１．９�
３５ アラカメジョウ 牝３鹿 ５３ 江田 照男�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３６＋ ２１：２２．４� ３６．４�
７１３ ベ ル シ エ ロ 牝３栗 ５３ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋２２１：２２．５� ６４．０�
８１８
 パリスブルー 牝５黒鹿５５ 武士沢友治 �ブルーマネジメント小野 次郎 新冠 川上牧場 ４６０＋１６１：２２．６� ４３６．３�
３６ � アポロスカイナイト 牡４鹿 ５７ 中舘 英二アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Phillips Racing
Partnership &
John W. Phillips

４５６－ ６１：２２．９１� ２６３．８�
７１５ ルタンデスリーズ 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高木 登 新ひだか 嶋田牧場 ４８６＋１４１：２３．０� １２５．０�
５１０ ミヤジシェンロン 牡５鹿 ５７ 吉田 隼人曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 カナイシスタッド ４４４± ０ 〃 アタマ ８６．７�
８１７ ベ リ ア ル 牡４栗 ５７ 蛯名 正義田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４４６－ ６１：２３．２１	 ２９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ６９，１４２，８００円 複勝： １０２，８３７，７００円 枠連： ５４，１０１，７００円

馬連： １７７，８２８，３００円 馬単： １２３，０１８，３００円 ワイド： ７９，７９６，３００円

３連複： ２２６，９０１，７００円 ３連単： ５０３，１９２，４００円 計： １，３３６，８１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � ２３０円 � ７６０円 � ６４０円 枠 連（２－２） ５，１９０円

馬 連 �� ４，９６０円 馬 単 �� ８，２３０円

ワ イ ド �� １，８６０円 �� １，６２０円 �� ３，４９０円

３ 連 複 ��� １８，０９０円 ３ 連 単 ��� ７７，５２０円

票 数

単勝票数 計 ６９１４２８ 的中 � １１２７０１（２番人気）
複勝票数 計１０２８３７７ 的中 � １４４０７６（２番人気）� ３２０３０（８番人気）� ３８７８２（６番人気）
枠連票数 計 ５４１０１７ 的中 （２－２） ７６９５（１６番人気）
馬連票数 計１７７８２８３ 的中 �� ２６４７２（１３番人気）
馬単票数 計１２３０１８３ 的中 �� １１０３５（２２番人気）
ワイド票数 計 ７９７９６３ 的中 �� １０６１８（１６番人気）�� １２２７０（１４番人気）�� ５５５５（３０番人気）
３連複票数 計２２６９０１７ 的中 ��� ９２５７（５３番人気）
３連単票数 計５０３１９２４ 的中 ��� ４７９１（１９７番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．６―１１．２―１１．６―１１．７―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．３―３４．５―４６．１―５７．８―１：０９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーオリオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１１．１２ 東京１着

２００９．３．１４生 牡３栗 母 フミノアンタレス 母母 ザ カ リ フ ８戦２勝 賞金 ２１，８３１，０００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 アードバーク号・シュガーキッス号・スイートサンテ号・マウントビスティー号・ミヤコライジング号

５レース目
対象レース



（２４新潟３）第８日 ９月２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 １９３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

２３８，９８０，０００円
５，６７０，０００円
２，８２０，０００円
２１，８３０，０００円
６４，８７９，５００円
５，９０２，４００円
１，８５２，８００円

勝馬投票券売得金
５０７，９６９，７００円
７９３，９９９，３００円
４６３，７５６，２００円
１，７０６，３５６，６００円
９５４，８２５，２００円
６４６，５６９，５００円
２，２１６，０８２，９００円
４，００７，２５５，５００円
８５８，２９９，１００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
５ 重 勝
計 １２，１５５，１１４，０００円

総入場人員 ２２，７５２名 （有料入場人員 ）



平成２４年度 第３回新潟競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４６８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

１，６０５，３００，０００円
６，２４０，０００円
６２，５６０，０００円
１４，６７０，０００円
１４３，３９０，０００円
４９９，１８５，５００円
４３，４２７，８００円
１４，０９２，８００円

勝馬投票券売得金
３，１１３，４４８，１００円
５，０５７，０１３，３００円
２，５１４，９３３，８００円
９，３５１，７０９，０００円
５，７８７，４９２，１００円
３，６３７，３５２，９００円
１２，１４４，９９７，８００円
２２，７２７，４４４，６００円
３，５５６，７２５，１００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
５ 重 勝
計 ６７，８９１，１１６，７００円

総入場延人員 １０６，１３４名 （有料入場延人員 ７１，６４４名）


