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21133 9月1日 曇 稍重 （25新潟2）第12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

713 マジックタイム 牝2黒鹿 54
52 △杉原 誠人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：35．0 7．7�

611 チ ュ ロ 牝2黒鹿54 戸崎 圭太エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 466－ 21：35．1� 2．0�
510 ケンタッキーミント 牝2青鹿54 田中 勝春長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 472－ 41：35．73� 6．2�
11 キンショーウズシオ 牡2芦 54 江田 照男礒野日出夫氏 根本 康広 新冠 森永 聡 484－ 21：36．12� 55．5�
23 コスモカパルア 牝2栗 54 嘉藤 貴行 �ビッグレッドファーム 清水 美波 日高 北田 剛 440＋ 4 〃 ハナ 31．3�
24 サクラエフォート 牡2黒鹿54 田辺 裕信	さくらコマース久保田貴士 新ひだか 伊藤 敏明 476－ 81：36．31� 106．2

35 ヴァンデミエール 牝2鹿 54

53 ☆嶋田 純次�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 ビッグレッドファーム 436＋ 21：36．51� 71．8�
818 エリーフェアリー 牝2鹿 54 内田 博幸谷川 正純氏 松永 康利 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 484± 01：36．6� 6．2�
715 カシノカーム 牡2芦 54

51 ▲花田 大昂柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 452＋ 81：36．81� 178．6
714 ボーノボーノ 牝2栗 54 北村 宏司友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 444－ 6 〃 クビ 30．3�
816 ブラックメイプル 牡2鹿 54 大野 拓弥松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 水丸牧場 488－ 41：36．9� 12．3�
817 モーレアモーレ 牝2栗 54 西村 太一�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 488＋ 8 〃 クビ 423．3�
59 ダンディーライアン 牡2鹿 54 梶 晃啓 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 田原橋本牧場 494－ 21：37．0クビ 11．7�
612 ブラックソヴリン 牝2芦 54

51 ▲山崎 亮誠平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 452＋ 2 〃 ハナ 469．9�
36 マイネアイライン 牝2鹿 54 伊藤 工真 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム 394＋ 21：37．1	 139．0�
48 プラウドワンダー 牡2鹿 54 西田雄一郎伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム 466－ 21：37．31 414．8�
47 ドリームヴィジョン 牡2芦 54 武士沢友治セゾンレースホース	 大江原 哲 浦河 ダイヤモンドファーム 436－ 21：37．61	 256．9�
12 マイネルパナケーア 牡2鹿 54 松岡 正海 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 新ひだか 沖田 忠幸 422－ 61：38．02� 180．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，792，800円 複勝： 44，291，200円 枠連： 14，579，500円
馬連： 50，847，700円 馬単： 35，235，100円 ワイド： 25，664，300円
3連複： 64，773，000円 3連単： 108，073，700円 計： 367，257，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 210円 � 120円 � 180円 枠 連（6－7） 700円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 400円 �� 830円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，020円 3 連 単 ��� 15，180円

票 数

単勝票数 計 237928 的中 � 24457（4番人気）
複勝票数 計 442912 的中 � 44572（4番人気）� 139782（1番人気）� 56969（3番人気）
枠連票数 計 145795 的中 （6－7） 15539（3番人気）
馬連票数 計 508477 的中 �� 41159（4番人気）
馬単票数 計 352351 的中 �� 11326（8番人気）
ワイド票数 計 256643 的中 �� 16198（4番人気）�� 6950（10番人気）�� 19868（2番人気）
3連複票数 計 647730 的中 ��� 23742（6番人気）
3連単票数 計1080737 的中 ��� 5255（40番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．2―12．6―12．1―11．8―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．3―35．5―48．1―1：00．2―1：12．0―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジックタイム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．14 福島2着

2011．2．15生 牝2黒鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

21134 9月1日 曇 不良 （25新潟2）第12日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10時40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

815 スターオブミューズ 牝3鹿 54 田中 勝春藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 476＋ 61：12．5 14．5�
35 シャツカストライン 牡3鹿 56 大野 拓弥古川 智洋氏 佐藤 吉勝 新冠 隆栄牧場 500± 01：12．6� 3．3�
22 クルトメッシュ 牡3黒鹿56 松岡 正海�G1レーシング 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 484＋ 61：12．7� 17．1�
611 エムオータイガー 牡3栗 56 横山 典弘大浅 貢氏 尾形 和幸 日高 藤本 直弘 490＋ 21：12．8クビ 8．8�
34 ジーランディア 牡3芦 56 内田 博幸池谷 誠一氏 的場 均 浦河 斉藤 政志 508＋161：13．43� 14．0�
11 ドラゴンブラザーズ 牡3鹿 56 北村 宏司窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 B470－161：13．5� 18．5	
23 ル ザ ン ク 牝3黒鹿 54

52 △杉原 誠人村島 昭男氏 松山 将樹 日高 広富牧場 428－ 61：13．6� 106．1

610 ハニーハンター 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 490＋16 〃 クビ 516．6�
58 ニキーヤダイヤ 牝3栗 54 柴田 善臣池田 豊治氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 472＋ 21：13．7クビ 2．2
59 ヨイチピース 牡3栗 56 江田 照男加藤 興一氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 438－ 81：14．44 260．5�
713 オーハッピーデイ 牡3栗 56 的場 勇人塩川 和則氏 高木 登 新ひだか 西村 和夫 464－ 21：14．82� 275．2�
46 ミサノササメユキ 牝3鹿 54

51 ▲花田 大昂竹森 幹雄氏 小野 次郎 新冠 中央牧場 450＋ 21：15．01 518．1�
712 ローレルトリップ 牡3栗 56 田辺 裕信 �ローレルレーシング 武藤 善則 新冠 高瀬牧場 466＋10 〃 クビ 15．1�
47 シセイカンキ 牝3黒鹿54 木幡 初広猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 428 ―1：16．27 38．3�
814 キタノマティーニ 牝3青鹿54 村田 一誠北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 見上牧場 422－141：16．3クビ 86．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，533，700円 複勝： 38，949，100円 枠連： 12，026，100円
馬連： 49，649，300円 馬単： 35，629，400円 ワイド： 24，303，300円
3連複： 63，953，900円 3連単： 117，814，700円 計： 365，859，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 500円 � 150円 � 370円 枠 連（3－8） 2，400円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 8，360円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 4，140円 �� 660円

3 連 複 ��� 14，330円 3 連 単 ��� 85，330円

票 数

単勝票数 計 235337 的中 � 12870（5番人気）
複勝票数 計 389491 的中 � 16230（8番人気）� 95736（2番人気）� 23822（5番人気）
枠連票数 計 120261 的中 （3－8） 3703（11番人気）
馬連票数 計 496493 的中 �� 10567（13番人気）
馬単票数 計 356294 的中 �� 3147（27番人気）
ワイド票数 計 243033 的中 �� 5254（13番人気）�� 1373（32番人気）�� 9599（8番人気）
3連複票数 計 639539 的中 ��� 3295（40番人気）
3連単票数 計1178147 的中 ��� 1019（225番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．8―12．7―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．7―47．4―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スターオブミューズ �
�
父 シベリアンホーク �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2013．4．6 福島4着

2010．3．18生 牝3鹿 母 スターオブアディラ 母母 デピュティアディラ 5戦1勝 賞金 5，350，000円

第２回 新潟競馬 第12日



21135 9月1日 曇 不良 （25新潟2）第12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

23 ジオメトリー 牡3栗 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 粕谷 昌央 新冠 新冠橋本牧場 492＋101：52．2 4．5�
58 シルバーフォンテン 牡3芦 56 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 えりも 寺井 文秀 466± 01：52．3� 20．5�
47 ラッキーチケット 牡3鹿 56 北村 宏司 �キャロットファーム 勢司 和浩 浦河 ミルファーム 488＋ 81：53．04 6．9�
22 レッドレガーロ 牡3鹿 56 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 550＋ 81：53．21 22．6�
11 ウインプライズ 牡3鹿 56 田辺 裕信�ウイン 高橋 祥泰 新冠 石田牧場 454－ 61：53．52 18．7	
34 ボーラキアーラ 牝3黒鹿 54

53 ☆嶋田 純次 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 ノーザンファーム B468＋ 21：53．7� 4．7

59 ブラックジャック 牡3青鹿56 的場 勇人北駿競走馬組合 水野 貴広 新冠 長浜牧場 468＋ 4 〃 ハナ 20．1�
712 ネ ス 牝3青 54 嘉藤 貴行楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 438－ 6 〃 クビ 190．2�
610 フレンチボールド 牡3栗 56

53 ▲山崎 亮誠大原 詔宏氏 土田 稔 浦河 有限会社
大原ファーム 430± 01：53．91	 307．0

35 キネオハレー 牡3鹿 56 大野 拓弥吉田 千津氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 B490＋ 61：54．22 3．8�
46 
 ドラゴンロックス 牡3鹿 56 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 剛 米 Joseph W.

Sutton 512＋ 41：54．3クビ 11．0�
814 アポロンバローズ 牡3黒鹿56 五十嵐雄祐猪熊 広次氏 尾形 和幸 新冠 石郷岡 雅樹 508＋ 61：54．4� 26．7�
713
 ヒシパシフィック 牡3鹿 56 石橋 脩阿部 雅英氏 手塚 貴久 米 Masa-

ichiro Abe 472－ 41：55．57 14．2�
611 カロミオベン 牝3栗 54 小野寺祐太�ターフ・スポート木村 哲也 浦河 荻伏三好フ

アーム 450－ 81：55．6� 305．4�
815 サトノリーブラ 牡3鹿 56

54 △杉原 誠人里見 治氏 的場 均 新ひだか 千代田牧場 546－ 41：56．98 269．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，200，500円 複勝： 42，866，900円 枠連： 17，025，000円
馬連： 53，837，500円 馬単： 32，690，900円 ワイド： 25，909，800円
3連複： 68，874，400円 3連単： 112，837，000円 計： 376，242，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 560円 � 250円 枠 連（2－5） 1，880円

馬 連 �� 4，860円 馬 単 �� 7，730円

ワ イ ド �� 1，570円 �� 690円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 10，060円 3 連 単 ��� 61，060円

票 数

単勝票数 計 222005 的中 � 39344（2番人気）
複勝票数 計 428669 的中 � 75154（2番人気）� 16488（9番人気）� 46325（4番人気）
枠連票数 計 170250 的中 （2－5） 6687（7番人気）
馬連票数 計 538375 的中 �� 8185（21番人気）
馬単票数 計 326909 的中 �� 3123（32番人気）
ワイド票数 計 259098 的中 �� 3990（21番人気）�� 9804（5番人気）�� 3510（28番人気）
3連複票数 計 688744 的中 ��� 5054（37番人気）
3連単票数 計1128370 的中 ��� 1364（215番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．2―13．0―12．7―12．4―13．1―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―35．4―48．4―1：01．1―1：13．5―1：26．6―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．7
1
3
4（5，6）13－8（3，11）14（1，7）－12＝9－10，2＝15
4（6，13）（5，8）（1，3）（12，11）7，14－9－2－10＝15

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

勝馬の
紹 介

ジオメトリー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．10．13 東京7着

2010．4．5生 牡3栗 母 ビューティバランス 母母 ヘリオトロープ 10戦1勝 賞金 8，390，000円

21136 9月1日 曇 稍重 （25新潟2）第12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

57 ネオレボルーション �7青鹿60 横山 義行 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム 498－ 83：05．6 21．6�
69 ローレルエルヴェル 牡8鹿 60 草野 太郎 �ローレルレーシング 星野 忍 静内 池田牧場 452＋ 63：06．66 15．5�
813 ピカピカテッタ 牡6鹿 62 金子 光希西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 名古屋 一征 490＋10 〃 クビ 19．3�
34 ミラクルオブレナ 牡5黒鹿62 中村 将之平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 526－ 23：07．23� 3．8�
11 リキサンヒーロー 牡6栗 60 大江原 圭 �ハイパワー商事 高木 登 新冠 村田牧場 B472＋ 23：07．3� 3．7	
711 セクシイスイート 牝5鹿 58 蓑島 靖典平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 508＋ 63：07．4クビ 14．8

712 オウケンウッド 牡5芦 60 石神 深一福井 明氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 ハナ 22．8�
33 ボンバルディエーレ �7芦 60 鈴木 慶太吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 470－ 63：07．72 7．9�
22 アドマイヤサイモン 牡5栗 60 西谷 誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 ハナ 18．7
58 � セフティーフライト 牡4栗 60 難波 剛健原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム 452－ 43：08．33� 6．9�
46 � モ ル エ ラ ン �8青鹿60 上野 翔 �ユートピア牧場 松山 将樹 登別 ユートピア牧場 470－ 83：08．4	 137．0�
45 シンボリルルド �6鹿 60 山本 康志シンボリ牧場 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 460＋ 63：08．5� 28．1�
814
 ウ マ テ ッ ク 牡5黒鹿60 高野 和馬石橋 和夫氏 二ノ宮敬宇 米 Dr. Masa-

take Iida 456＋ 63：08．6	 14．0�
610 アイティゴールド 牡5黒鹿60 浜野谷憲尚一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 488± 03：10．09 73．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，092，400円 複勝： 26，090，400円 枠連： 15，893，000円
馬連： 40，215，900円 馬単： 25，991，200円 ワイド： 17，847，100円
3連複： 56，191，600円 3連単： 85，360，000円 計： 283，681，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 680円 � 370円 � 680円 枠 連（5－6） 2，530円

馬 連 �� 11，890円 馬 単 �� 32，910円

ワ イ ド �� 3，360円 �� 4，560円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 86，400円 3 連 単 ��� 538，430円

票 数

単勝票数 計 160924 的中 � 5879（10番人気）
複勝票数 計 260904 的中 � 9805（9番人気）� 20146（5番人気）� 9771（10番人気）
枠連票数 計 158930 的中 （5－6） 4644（12番人気）
馬連票数 計 402159 的中 �� 2497（43番人気）
馬単票数 計 259912 的中 �� 583（102番人気）
ワイド票数 計 178471 的中 �� 1314（44番人気）�� 962（56番人気）�� 1007（52番人気）
3連複票数 計 561916 的中 ��� 480（197番人気）
3連単票数 計 853600 的中 ��� 117（1174番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 49．2－3F 36．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネオレボルーション �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Avenue of Flags デビュー 2008．12．14 中山2着

2006．3．19生 �7青鹿 母 リアリーハッピー 母母 Dear Laura 障害：8戦2勝 賞金 25，400，000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） 2頭 オンワードシェルタ号・レンディル号



21137 9月1日 雨 稍重 （25新潟2）第12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
1：46．0

良
良

33 プリンスダム 牡2黒鹿54 浜中 俊 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 478 ―1：51．9 1．8�
55 トーセンソユーズ 牡2栗 54 戸崎 圭太島川 �哉氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 490 ―1：52．11� 5．4�
22 ピ ー キ ー 牡2鹿 54 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 470 ―1：52．42 27．1�
66 マイネルゼーラフ 牡2青鹿54 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 490 ― 〃 クビ 16．7	
44 レイズアスピリット 牡2青 54 蛯名 正義 �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 458 ―1：52．72 8．0

77 マイネルクロノス 牡2鹿 54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 新ひだか タイヘイ牧場 454 ―1：52．8クビ 16．2�
810 ツクバアスリート 牡2栗 54 田辺 裕信荻原 昭二氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 454 ― 〃 ハナ 36．0�
11 ヴィンセンツイヤー 牡2栗 54 内田 博幸 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 482 ―1：52．9� 10．7
78 サクラプレミア 牡2黒鹿54 横山 典弘�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 木田 祐博 478 ―1：53．22 11．7�
89 スズカヴァンガード 牡2栗 54 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 496 ―1：54．37 98．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 29，548，100円 複勝： 45，547，300円 枠連： 11，163，200円
馬連： 44，176，700円 馬単： 35，545，100円 ワイド： 20，511，700円
3連複： 52，435，300円 3連単： 118，302，300円 計： 357，229，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 460円 枠 連（3－5） 470円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 210円 �� 790円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 7，120円

票 数

単勝票数 計 295481 的中 � 135387（1番人気）
複勝票数 計 455473 的中 � 196861（1番人気）� 74486（2番人気）� 13185（8番人気）
枠連票数 計 111632 的中 （3－5） 17694（1番人気）
馬連票数 計 441767 的中 �� 71655（1番人気）
馬単票数 計 355451 的中 �� 38383（1番人気）
ワイド票数 計 205117 的中 �� 30961（1番人気）�� 5712（10番人気）�� 3639（17番人気）
3連複票数 計 524353 的中 ��� 14118（8番人気）
3連単票数 計1183023 的中 ��� 12265（16番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―12．1―13．2―13．5―12．6―11．9―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―36．5―49．7―1：03．2―1：15．8―1：27．7―1：39．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンスダム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．2．9生 牡2黒鹿 母 マリーシャンタル 母母 ダイナカール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 レイズアスピリット号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成25年9月7日から

平成25年9月15日まで騎乗停止。（被害馬：10番・7番）

21138 9月1日 雨 稍重 （25新潟2）第12日 第6競走 ��
��2，000�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
2：00．2
1：56．1

良
良

611 ヤマトダイアンサス 牝3栃栗54 北村 宏司みの商事� 大竹 正博 日高 山際 辰夫 474＋ 22：01．8 5．7�
817 イオンドライブ 牡3鹿 56 的場 勇人 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム B444－ 42：02．43� 7．6�
35 ミシシッピデルタ 牡3芦 56 戸崎 圭太難波 経雄氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 458± 02：02．93 3．0�
715 イメージガール 牝3黒鹿54 蛯名 正義飯田 政子氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 450＋ 22：03．0� 4．7�
23 アースミッション 牡3栗 56 松岡 正海前原 敏行氏 伊藤 大士 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 442＋10 〃 ハナ 79．5�
612 ティリアンパープル 牝3鹿 54 田中 勝春飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 454＋ 42：03．1� 75．3	
713	 ダイナドラゴン 牡3黒鹿 56

54 △杉原 誠人窪田 康志氏 藤沢 和雄 米
B P Walden
Jr., H Sexton
& P Steinberg

496 ―2：03．31
 20．8

48 マンハッタンテルス 牝3黒鹿54 浜中 俊吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 川島牧場 470＋ 8 〃 ハナ 25．5�
36 メモリアルメイト 牝3栗 54

53 ☆嶋田 純次大迫久美子氏 松山 康久 新ひだか オギオギ牧場 442－ 32：03．51� 117．0�
11 シャドウゲーム 牡3鹿 56 内田 博幸飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 ハナ 7．4
47 プリズンブレーク 牡3青 56 大野 拓弥細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 中本 隆志 B432－ 62：03．6� 33．9�
24 モンサンデューン 牡3鹿 56 嘉藤 貴行山下 新一氏 菊沢 隆徳 むかわ 桑原牧場 474－14 〃 ハナ 31．3�
12 テンジンハルカゼ 牝3黒鹿 54

51 ▲山崎 亮誠�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 420± 02：03．92 45．4�
816 カンボレバン 牡3鹿 56 田辺 裕信有限会社シルク木村 哲也 浦河 日の出牧場 476＋ 22：04．64 46．2�
59 チョコタクン 牡3鹿 56 柴山 雄一ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 462＋ 62：04．81� 120．8�
818 ミラクルチャーム 牝3栗 54 柴田 善臣窪田 康志氏 古賀 慎明 新ひだか 千代田牧場 506－ 42：05．01 45．0�
510 マックスシュテルン 牡3鹿 56 武士沢友治藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 498－ 42：05．63� 311．9�
714 ドリームブレイズ 牡3鹿 56 石神 深一セゾンレースホース� 田島 俊明 安平 追分ファーム B444－ 42：06．13 187．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，941，200円 複勝： 41，744，400円 枠連： 17，192，800円
馬連： 62，695，800円 馬単： 37，820，600円 ワイド： 27，645，600円
3連複： 71，023，500円 3連単： 115，178，700円 計： 397，242，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 190円 � 130円 枠 連（6－8） 1，560円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，060円

ワ イ ド �� 680円 �� 390円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 14，160円

票 数

単勝票数 計 239412 的中 � 33253（3番人気）
複勝票数 計 417444 的中 � 48915（4番人気）� 52537（3番人気）� 106997（1番人気）
枠連票数 計 171928 的中 （6－8） 8150（7番人気）
馬連票数 計 626958 的中 �� 21925（7番人気）
馬単票数 計 378206 的中 �� 6884（14番人気）
ワイド票数 計 276456 的中 �� 9573（7番人気）�� 18235（2番人気）�� 14512（4番人気）
3連複票数 計 710235 的中 ��� 27499（4番人気）
3連単票数 計1151787 的中 ��� 6006（28番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―12．9―12．3―12．9―12．8―11．9―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．0―47．9―1：00．2―1：13．1―1：25．9―1：37．8―1：49．7

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤマトダイアンサス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Garde Royale デビュー 2012．12．8 中山9着

2010．4．25生 牝3栃栗 母 ノエラロワイヤル 母母 Beautywal 9戦1勝 賞金 10，760，000円
※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 シングンジャガー号
（非抽選馬） 3頭 ガンシップ号・テンカイチ号・リップル号



21139 9月1日 雨 不良 （25新潟2）第12日 第7競走 ��1，800�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

47 ディアグリスター 牡3鹿 54 吉田 豊ディアレスト 高橋 裕 新冠 松浦牧場 478＋ 21：51．8 8．8�
610 エルシェロアスール 牝3栗 52

49 ▲山崎 亮誠山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 458－ 21：51．9� 19．2�
713 ファイブタブレット 牡3栗 54 戸崎 圭太 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 482－ 21：52．0� 1．5�
35 ラクリモーサ 牝4青鹿55 柴山 雄一 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 456－ 41：52．1� 6．3�
814� チェリーサターン 牡3栗 54 北村 宏司櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 北俣 牧夫 508－ 41：52．2� 10．5	
815 ランドブリーズ 牝3鹿 52 松岡 正海西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 480－ 41：52．41	 26．4

23 アズマユニヴァース 牡5栗 57 大庭 和弥田島 大史氏 武市 康男 浦河 川越ファーム 474－ 21：52．5� 94．2�
11 サルジェンツチェリ 牡3芦 54 武士沢友治加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 470＋ 21：52．71� 28．4�
34 キョウエイショウリ 牡5黒鹿57 伊藤 工真田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 468－ 41：53．12� 91．0
58 � グランデスバル 牡5栗 57

55 △杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 B488＋ 21：54．27 110．2�
611� ドクトルコスモ 牝4栗 55

52 ▲原田 和真湯澤 寛氏 松永 康利 浦河 畔高牧場 438＋ 2 〃 ハナ 160．7�
712 ウィッシュアゲン 牝6鹿 55

52 ▲長岡 禎仁浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 480－ 21：54．52 330．2�
59 フレンチナデシコ 牝4鹿 55 大野 拓弥古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下

ファーム 428＋321：54．92� 258．2�
22 � スプレッドイーグル 牡4鹿 57 西田雄一郎石橋 松蔵氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 B482－ 4 〃 アタマ 213．6�
46 レッドオブガバナー 牡5鹿 57 田中 勝春髙橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B498＋ 62：01．0大差 18．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 29，324，700円 複勝： 81，769，800円 枠連： 20，015，600円
馬連： 61，354，800円 馬単： 51，604，900円 ワイド： 28，686，500円
3連複： 77，949，900円 3連単： 176，806，900円 計： 527，513，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 200円 � 360円 � 110円 枠 連（4－6） 4，620円

馬 連 �� 8，180円 馬 単 �� 17，850円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 250円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，780円 3 連 単 ��� 41，730円

票 数

単勝票数 計 293247 的中 � 26429（3番人気）
複勝票数 計 817698 的中 � 50609（3番人気）� 21915（7番人気）� 551370（1番人気）
枠連票数 計 200156 的中 （4－6） 3204（12番人気）
馬連票数 計 613548 的中 �� 5540（22番人気）
馬単票数 計 516049 的中 �� 2134（38番人気）
ワイド票数 計 286865 的中 �� 3689（20番人気）�� 34075（1番人気）�� 14452（6番人気）
3連複票数 計 779499 的中 ��� 20713（10番人気）
3連単票数 計1768069 的中 ��� 3127（111番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―35．8―48．9―1：01．5―1：13．8―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
・（8，9，10）（3，12，13）－5，11，1，7，2－15－14＝4－6・（8，10）13（3，9）（12，7）5，11，1，15（2，14）＝4＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアグリスター �
�
父 テレグノシス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2012．6．2 東京4着

2010．3．29生 牡3鹿 母 ストームイメージ 母母 スーパードレス 16戦2勝 賞金 20，370，000円
〔制裁〕 ランドブリーズ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドオブガバナー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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 スイートワルツ号・バシニアティヴ号・リネンウインド号・ワルトユニヴァース号

21140 9月1日 曇 重 （25新潟2）第12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

713 ユールシンギング 牡3鹿 54 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 522＋ 41：47．3 3．8�
59 ダイアゴナルクロス 牝3鹿 52 大野 拓弥 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 488± 01：47．72� 16．7�
24 � チャペルプリンセス 牝4栗 55

54 ☆嶋田 純次有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 4 〃 クビ 13．6�

11 ロジメジャー 牡4黒鹿57 内田 博幸久米田正明氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 492－ 21：47．8� 7．6�
817 カ ケ ダ シ 牡3鹿 54 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 500－ 41：47．9� 5．1	
12 ウイングドウィール 牝4黒鹿55 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 アタマ 5．1

23 � アンバサドゥール 牡4鹿 57 松岡 正海伊藤 元庸氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 458－ 21：48．0� 38．1�
714 ジェラテリアバール 牝3黒鹿52 戸崎 圭太吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 494＋121：48．1� 9．3�
816 パリソワール 牡4栗 57

54 ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 430－ 61：48．2クビ 182．5
612 マイネルコランダム 牡4青鹿57 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 41：48．41 42．7�
818 ポップアップハート 牡3栗 54 浜中 俊丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 494＋ 41：48．5� 13．3�
715� サンデンマックス 牡5鹿 57

54 ▲山崎 亮誠山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 496－ 4 〃 クビ 171．4�
36 モンプレジール 牡3鹿 54 西田雄一郎平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 456＋ 21：48．71	 149．7�
47 エフティシリウス 牡3青鹿54 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 444－ 21：49．44 63．1�
510� トーセンビクトリア 牝4鹿 55 田辺 裕信島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 420－14 〃 ハナ 75．1�
48 ステージナーヴ 牡4黒鹿57 木幡 初広 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 426－ 41：49．71� 135．0�
611 トウカイクオーレ 牡4鹿 57 柴田 善臣内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B458＋ 81：50．12� 72．0�
35 クールエレガンス 牡6青鹿57 柴山 雄一臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 494＋101：50．2クビ 27．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，392，200円 複勝： 56，556，000円 枠連： 32，449，700円
馬連： 81，314，800円 馬単： 46，240，900円 ワイド： 35，662，000円
3連複： 98，682，100円 3連単： 158，624，200円 計： 540，921，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 510円 � 360円 枠 連（5－7） 2，690円

馬 連 �� 3，650円 馬 単 �� 6，560円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 930円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 11，890円 3 連 単 ��� 57，960円

票 数

単勝票数 計 313922 的中 � 66604（1番人気）
複勝票数 計 565560 的中 � 108360（1番人気）� 24564（8番人気）� 37793（6番人気）
枠連票数 計 324497 的中 （5－7） 8918（10番人気）
馬連票数 計 813148 的中 �� 16464（16番人気）
馬単票数 計 462409 的中 �� 5205（27番人気）
ワイド票数 計 356620 的中 �� 6582（15番人気）�� 9725（10番人気）�� 3935（27番人気）
3連複票数 計 986821 的中 ��� 6127（41番人気）
3連単票数 計1586242 的中 ��� 2020（174番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．0―47．5―59．9―1：12．2―1：24．0―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．1
3 1，5，9，11（2，14，16）（4，15）（6，17）（8，10）（13，18）12，3＝7 4 1，5，9（2，11）（14，16）6（4，15）（8，17）（12，10，13，18）3－7

勝馬の
紹 介

ユールシンギング �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．1．27 東京3着

2010．4．25生 牡3鹿 母 ジョリーノエル 母母 クリスマスツリー 6戦2勝 賞金 19，780，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ノーブルジュピタ号・ルネッタアスール号
（非抽選馬） 3頭 クロスボウ号・サトノヒーロー号・プレイアップ号



21141 9月1日 曇 重 （25新潟2）第12日 第9競走 ��
��1，400�

む ら か み

村 上 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 9，900，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 990，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

24 ショウナンダイチ 牡3鹿 54 柴田 善臣国本 哲秀氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464± 01：22．0 13．8�

11 サクラダムール 牡3鹿 54 柴山 雄一�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 西村 和夫 478＋121：22．1� 20．2�
59 ラインロバート 牡4青鹿57 嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 468－ 21：22．52	 199．1�
48 
 ダークマレイン 牝4鹿 55 田辺 裕信門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 454± 01：22．6� 5．3�
12 ブライトチェリー 牝3芦 52 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 466－ 61：22．7クビ 8．4�
612 リアリーラヴユー 牝5鹿 55 戸崎 圭太吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 464－ 4 〃 ハナ 5．8	
816
 ナスノシベリウス 牝4芦 55 内田 博幸
須野牧場 和田 正道 米

B. P. Walden Jr., J.
Stuart & Unbridled’s
Song Syndicate

506＋ 6 〃 クビ 4．2�
510 スワンボート 牡3鹿 54 横山 典弘田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 454＋ 21：22．8クビ 27．2�
35 イヴピアジェ 牝3青鹿52 江田 照男�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋12 〃 ハナ 9．5
611� キングロンシャープ 牡5栗 57 大野 拓弥小林 久義氏 中川 公成 浦河 三枝牧場 482－ 2 〃 ハナ 38．8�
817 ベ ラ ベ ラ 牡3栗 54 浜中 俊中村 祐子氏 田中 清隆 日高 サンバマウン

テンファーム 448＋ 21：22．9	 15．1�
818� チュウワダンサー 牝4芦 55 山崎 亮誠中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 454－ 41：23．21� 446．1�
715
 ヒシラストガイ 牡3栗 54 池添 謙一阿部 雅英氏 久保田貴士 米 Masa-

ichiro Abe 476－ 21：23．62	 17．7�
713 ヤサカオディール 牝4黒鹿55 的場 勇人志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 八木 常郎 428＋ 21：23．81 251．5�
36 
 アスペンサミット 牝3鹿 50 吉田 豊吉田 和美氏 高橋 文雅 豪 Mr B Hudson,

Mrs JA Hudson B472－ 41：23．9	 14．6�
23 アサクサウタヒメ 牝4黒鹿55 村田 一誠田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 446± 01：24．22 171．8�
714 トシスプリング 牝3芦 52 北村 宏司上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 428＋161：24．41	 72．1�
47 ハクサンレガシー 牡3青鹿54 松岡 正海河﨑 五市氏 田村 康仁 新ひだか 田湯牧場 450－ 61：24．5クビ 29．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，566，200円 複勝： 63，286，300円 枠連： 31，496，500円
馬連： 111，767，400円 馬単： 57，548，200円 ワイド： 43，284，100円
3連複： 131，594，400円 3連単： 206，100，400円 計： 678，643，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 530円 � 550円 � 5，470円 枠 連（1－2） 3，520円

馬 連 �� 13，140円 馬 単 �� 25，930円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 35，380円 �� 34，240円

3 連 複 ��� 603，210円 3 連 単 ��� 2，493，480円

票 数

単勝票数 計 335662 的中 � 19189（6番人気）
複勝票数 計 632863 的中 � 33495（6番人気）� 31684（7番人気）� 2771（16番人気）
枠連票数 計 314965 的中 （1－2） 6606（16番人気）
馬連票数 計1117674 的中 �� 6282（52番人気）
馬単票数 計 575482 的中 �� 1638（101番人気）
ワイド票数 計 432841 的中 �� 3167（47番人気）�� 299（114番人気）�� 309（110番人気）
3連複票数 計1315944 的中 ��� 161（473番人気）
3連単票数 計2061004 的中 ��� 61（2427番人気）

ハロンタイム 12．7―10．4―11．5―12．0―12．4―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．1―34．6―46．6―59．0―1：10．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．4
3 18，7，8（4，5）（1，6，15）（10，13）2（14，12）9，3，16，11，17 4 18，7，8（4，5）15，1（10，13）（2，6）（9，12）（3，14，16）（17，11）

勝馬の
紹 介

ショウナンダイチ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Victory Note デビュー 2012．8．11 新潟6着

2010．1．30生 牡3鹿 母 ビートリックスキッド 母母 Laquifan 10戦2勝 賞金 23，202，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カフヴァール号
（非抽選馬） 7頭 エポワス号・グラントリノ号・スピーディユウマ号・トルピドトウショウ号・モエレプレジデント号・

レッドストラーダ号・ロベルクランツ号

21142 9月1日 曇 不良 （25新潟2）第12日 第10競走 ��
��1，800�

き り ん ざ ん

麒 麟 山 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54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

47 タ ナ ト ス 牡5黒鹿57 柴田 善臣榮 義則氏 森 秀行 日高 三城牧場 450－ 81：50．3 5．1�
22 � サクラレグナム 牡4栗 57 戸崎 圭太�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 508－ 21：50．51	 1．7�
58 アサクサポイント 
5青鹿57 吉田 豊田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474＋ 21：51．03 18．5�
610 ゴールドロジャー 牡5黒鹿57 大野 拓弥�ターフ・スポート粕谷 昌央 新冠 村田牧場 510＋181：51．1� 177．5�
815 スズカヴィグラス 牡4鹿 57 横山 典弘永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 B490± 0 〃 ハナ 6．9	
712 オメガスパーキング 牡4鹿 57 北村 宏司原 �子氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B480＋ 8 〃 クビ 11．8

814 シルクエステート 牡7青 57 内田 博幸有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 460＋ 2 〃 ハナ 12．0�
23 � シルクプラズマ 牡5黒鹿57 石橋 脩有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 466＋ 21：51．52 66．7�
713 タイセイワイルド 牡6鹿 57 木幡 初広田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 476－ 21：51．6 49．6
11 トーセンセカイオー 牡4鹿 57 池添 謙一島川 �哉氏 松山 康久 新冠 秋田牧場 490＋ 6 〃 ハナ 21．0�
59 トップオブカハラ 牡6芦 57 松岡 正海横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 488± 0 〃 ハナ 84．7�
35 � ニチリンローレル 牡5栗 57 村田 一誠岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 496－161：52．23 347．7�
611 シベリアンファクト 牡6栗 57 柴山 雄一藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 484＋ 21：52．41	 287．0�
34 � マイネルクローバー 牡5栗 57 武士沢友治浜野順之助氏 藤沢 則雄 青森 イズモリファーム 494－ 41：53．03 258．8�

（14頭）
46 メジロカトリーヌ 牝6鹿 55 長岡 禎仁岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 46，459，500円 複勝： 83，654，600円 枠連： 33，709，000円
馬連： 126，878，600円 馬単： 82，212，300円 ワイド： 45，038，100円
3連複： 146，628，100円 3連単： 326，205，300円 計： 890，785，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 110円 � 260円 枠 連（2－4） 490円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 230円 �� 720円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 9，400円

票 数

単勝票数 差引計 464595（返還計 366） 的中 � 72372（2番人気）
複勝票数 差引計 836546（返還計 625） 的中 � 116274（2番人気）� 357651（1番人気）� 48982（5番人気）
枠連票数 差引計 337090（返還計 156） 的中 （2－4） 51792（2番人気）
馬連票数 差引計1268786（返還計 3215） 的中 �� 190748（1番人気）
馬単票数 差引計 822123（返還計 2061） 的中 �� 42640（4番人気）
ワイド票数 差引計 450381（返還計 1383） 的中 �� 58730（1番人気）�� 13629（10番人気）�� 21058（6番人気）
3連複票数 差引計1466281（返還計 6293） 的中 ��� 67192（3番人気）
3連単票数 差引計3262053（返還計 13659） 的中 ��� 25617（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．1―49．0―1：01．8―1：14．2―1：26．6―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タ ナ ト ス �
�
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 2010．11．7 京都1着

2008．4．12生 牡5黒鹿 母 ジョウノビクトリア 母母 ミヤビサクラコ 35戦3勝 賞金 102，214，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔出走取消〕 メジロカトリーヌ号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため出走取消。
※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 サンマルボス号

２レース目



21143 9月1日 曇 稍重 （25新潟2）第12日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第49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，24．9．1以降25．8．25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 490，000円 140，000円 70，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

34 コスモネモシン 牝6青鹿52 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 富田 恭司 466＋ 41：58．9 65．3�
69 エクスペディション 牡6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 446± 0 〃 クビ 11．7�
58 ファタモルガーナ �5鹿 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 荒川 義之 新冠 小泉 学 484＋ 41：59．11 11．1�
33 ダ コ ー ル 牡5鹿 56 内田 博幸�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 458－ 81：59．2� 5．5�
610 ニューダイナスティ 牡4鹿 55 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：59．51	 4．8	
46 レインスティック 牡6栗 53 武士沢友治 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 クビ 159．0

22 ニシノメイゲツ 牡6青鹿53 江田 照男西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 446－ 41：59．6	 137．4�
45 カ リ バ ー ン �6鹿 53 田中 勝春 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 472＋ 21：59．7クビ 174．5�
711 ブリッジクライム 牝4鹿 51 横山 典弘吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 ハナ 5．2
11 サンシャイン 牝4黒鹿52 石橋 脩青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 434－ 21：59．8� 9．2�
57 カルドブレッサ 牡5栗 54 蛯名 正義 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 482－102：01．07 6．7�
814 ア カ ン サ ス 牝5青 53 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 442± 02：01．21 43．8�
712 ラッキーバニラ 牡6青鹿53 吉田 豊吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B500－ 22：01．41� 72．6�
813 トレイルブレイザー 牡6鹿 58 北村 宏司前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント 496＋ 2 〃 ハナ 5．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 161，112，800円 複勝： 247，959，300円 枠連： 113，823，600円 馬連： 636，113，700円 馬単： 312，036，000円
ワイド： 195，265，000円 3連複： 858，169，300円 3連単： 1，735，263，900円 5重勝： 701，203，100円 計： 4，960，946，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，530円 複 勝 � 1，380円 � 390円 � 360円 枠 連（3－6） 800円

馬 連 �� 20，450円 馬 単 �� 58，620円

ワ イ ド �� 4，570円 �� 5，610円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 58，340円 3 連 単 ��� 558，010円

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

キャリーオーバー なし����� 129，371，980円

票 数

単勝票数 計1611128 的中 � 19461（10番人気）
複勝票数 計2479593 的中 � 42184（10番人気）� 176341（8番人気）� 197591（7番人気）
枠連票数 計1138236 的中 （3－6） 105757（2番人気）
馬連票数 計6361137 的中 �� 22958（43番人気）
馬単票数 計3120360 的中 �� 3929（94番人気）
ワイド票数 計1952650 的中 �� 10428（43番人気）�� 8468（46番人気）�� 29473（27番人気）
3連複票数 計8581693 的中 ��� 10857（121番人気）
3連単票数 計17352639 的中 ��� 2295（870番人気）
5重勝票数 差引計7012031（返還計 10834） 的中 ����� 4

ハロンタイム 13．0―11．1―11．5―12．0―12．3―12．4―11．9―11．4―10．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．1―35．6―47．6―59．9―1：12．3―1：24．2―1：35．6―1：46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモネモシン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2009．9．27 中山8着

2007．3．11生 牝6青鹿 母 デ ュ プ レ 母母 Child Prodigy 29戦3勝 賞金 197，124，000円

21144 9月1日 晴 稍重 （25新潟2）第12日 第12競走 ��
��1，000�

い な ず ま

稲 妻 特 別
発走16時30分 （芝・直線）
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 14，400，000円 5，800，000円 3，600，000円 2，200，000円 1，440，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

817 レモンチャン 牝3栗 52 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 454－ 4 56．1 7．1�
815� アポロノカンザシ 牝5栗 55 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B444－ 2 〃 クビ 9．7�
713 アンゲネーム 	5鹿 57 浜中 俊�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 472± 0 56．2
 16．8�
611 ヨシカワクン 牝3鹿 52 戸崎 圭太井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B460＋ 2 56．3� 5．8�
59 グ レ カ ー レ 牝3鹿 52 武士沢友治 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 434－ 2 〃 アタマ 37．3	
612 コンサートレディ 牝4鹿 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 464－ 6 56．4クビ 4．4

24 ニシノモレッタ 牝6栗 55 村田 一誠西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 514＋ 8 56．5
 28．6�
510 バルスピュール 牝4黒鹿55 大野 拓弥ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 466－ 2 〃 クビ 6．5�
48 エ キ ナ シ ア 牝5鹿 55 松岡 正海�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 494－ 4 56．6クビ 38．7
11 パシオンルージュ 牝5鹿 55 石橋 脩吉田 和美氏 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 482＋ 2 〃 ハナ 12．7�
714 フリートアロー 牡4栗 57 杉原 誠人矢野 秀春氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 502＋ 4 57．02� 24．3�
816 プロスペラスマム 牝6鹿 55 原田 和真本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 516± 0 〃 ハナ 264．2�
12 オレニホレルナヨ 牡4栗 57 池添 謙一 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 494± 0 57．1クビ 27．9�
47 ヤサカシャイニー 牝5栗 55 嶋田 純次志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 466＋ 6 57．2� 95．2�
35 カゼニタツライオン 牡3栗 54 内田 博幸小田切 光氏 音無 秀孝 新ひだか 田中 裕之 510＋ 2 〃 アタマ 13．9�
36 クリノタカラチャン 牝3黒鹿52 横山 典弘栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 422＋18 〃 クビ 14．0�
23 � コーリンハッピー 牝5芦 55 木幡 初広伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 474－ 2 57．94 182．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 74，227，400円 複勝： 111，732，900円 枠連： 70，728，800円
馬連： 252，032，400円 馬単： 98，912，200円 ワイド： 82，461，800円
3連複： 267，927，800円 3連単： 466，721，500円 計： 1，424，744，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 310円 � 300円 � 460円 枠 連（8－8） 2，760円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 2，410円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 16，020円 3 連 単 ��� 79，040円

票 数

単勝票数 計 742274 的中 � 82758（4番人気）
複勝票数 計1117329 的中 � 97863（5番人気）� 103075（4番人気）� 59551（7番人気）
枠連票数 計 707288 的中 （8－8） 18919（13番人気）
馬連票数 計2520324 的中 �� 58502（10番人気）
馬単票数 計 989122 的中 �� 10320（23番人気）
ワイド票数 計 824618 的中 �� 17374（9番人気）�� 8334（35番人気）�� 10417（21番人気）
3連複票数 計2679278 的中 ��� 12347（55番人気）
3連単票数 計4667215 的中 ��� 4358（224番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．7―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―33．0―44．2

上り4F44．1－3F33．8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レモンチャン �
�
父 デュランダル �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー 2012．6．30 福島8着

2010．4．12生 牝3栗 母 コールミースーン 母母 コールミーネイム 9戦3勝 賞金 31，221，000円
※プロスペラスマム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

５レース目



（25新潟2）第12日 9月1日（日曜日） 曇一時雨後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重一時重
不良

競走回数 12回 出走頭数 186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

249，210，000円
8，040，000円
2，380，000円
22，770，000円
67，058，000円
5，722，800円
1，785，600円

勝馬投票券売得金
515，191，500円
884，448，200円
390，102，800円
1，570，884，600円
851，466，800円
572，279，300円
1，958，203，300円
3，727，288，600円
701，203，100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 11，171，068，200円

総入場人員 22，948名 （有料入場人員 ）



平成25年度 第2回新潟競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，256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

2，470，660，000円
8，320，000円
115，540，000円
21，080，000円
220，500，000円
797，906，000円
66，166，200円
21，657，600円

勝馬投票券売得金
5，175，044，700円
8，546，648，300円
3，798，532，400円
14，616，421，400円
8，401，845，700円
5，778，559，300円
18，091，846，000円
34，129，735，600円
4，185，352，900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
5 重 勝
計 102，723，986，300円

総入場延人員 161，971名 （有料入場延人員 118，151名）
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