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2901310月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （芝・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
1：08．7
1：07．8

良
良

12 クリノイザナミ 牝2青 54
51 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 418＋ 21：10．0 15．3�

48 マイネパシオーネ 牝2栗 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 ビッグレッドファーム 438± 0 〃 クビ 6．3�

59 ボーンレジェンド 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 464± 01：10．21 3．3�
714 ブルーヴァルキリー 牝2栗 54 藤岡 康太 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 大島牧場 432＋ 61：10．3� 9．8�
612 ノーブルサイレンス 牝2青鹿 54

53 ☆中井 裕二吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 426＋ 6 〃 クビ 8．2�
816 アポロデイライト 牝2栗 54 丸田 恭介アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 460＋ 21：10．51� 24．1	
11 サ オ ト メ 牝2鹿 54 松田 大作一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 浦河日成牧場 426－ 2 〃 クビ 12．5

36 ナ リ ノ サ チ 牝2青鹿54 丸山 元気成塚 清志氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 428－ 61：10．6� 127．9�
23 シゲルトオトウミ 牝2栗 54 津村 明秀森中 蕃氏 武市 康男 浦河 鎌田 正嗣 444＋ 41：10．7� 6．6�
35 シャドウリーフ 牝2栗 54 川須 栄彦飯塚 知一氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 450＋101：10．8クビ 88．8
815 ペイシャンスゼータ 牝2栗 54 西田雄一郎北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 468＋ 41：11．01� 142．8�
24 ハナマイシン 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太橋本 孝雄氏 栗田 博憲 浦河 鎌田 正嗣 450＋12 〃 クビ 229．7�
47 フォーエバーダンス 牝2鹿 54 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 480－ 61：11．1クビ 53．5�
510 アイディンラヴ 牝2鹿 54 上村 洋行米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田牧場 446± 0 〃 クビ 16．4�
713 カワカミマゴコロ 牝2青鹿54 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 430＋ 8 〃 アタマ 9．9�
817 ナントナント 牝2鹿 54 伊藤 工真小田切有一氏 本間 忍 新ひだか 木下牧場 418± 01：11．63 200．9�
611 パンチショット 牝2鹿 54 田辺 裕信 �ローレルレーシング 和田 正道 新冠 パカパカ

ファーム 464＋ 21：11．92 51．9�
（17頭）

売 得 金
単勝： 11，776，200円 複勝： 26，349，000円 枠連： 8，671，300円
馬連： 27，163，600円 馬単： 16，416，500円 ワイド： 15，594，100円
3連複： 41，766，900円 3連単： 57，301，200円 計： 205，038，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 390円 � 180円 � 160円 枠 連（1－4） 2，370円

馬 連 �� 5，130円 馬 単 �� 11，950円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 1，150円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 52，930円

票 数

単勝票数 計 117762 的中 � 6101（8番人気）
複勝票数 計 263490 的中 � 13521（8番人気）� 39996（2番人気）� 55254（1番人気）
枠連票数 計 86713 的中 （1－4） 2711（14番人気）
馬連票数 計 271636 的中 �� 3908（25番人気）
馬単票数 計 164165 的中 �� 1014（52番人気）
ワイド票数 計 155941 的中 �� 2485（25番人気）�� 3247（15番人気）�� 8851（2番人気）
3連複票数 計 417669 的中 ��� 5310（17番人気）
3連単票数 計 573012 的中 ��� 799（179番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―12．0―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．2―46．2―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノイザナミ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．28 新潟5着

2011．3．7生 牝2青 母 クリームパフ 母母 サマニベッピン 5戦1勝 賞金 7，750，000円

2901410月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走10時20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

47 フ ク ノ ト リ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹小沼 博氏 田中 剛 新ひだか 沖田 忠幸 460＋14 56．3 2．2�
612 メ ニ ア オ バ 牝2鹿 54 田辺 裕信江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 456＋ 4 57．04 56．7�
510 パッシオーネラヴィ 牝2鹿 54

53 ☆嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 450－ 8 57．21� 5．0�
713 ナイトアンドデイ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 萩澤 俊雄 438－ 2 〃 クビ 15．8�
816 ガーネットアイ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 386＋14 57．3クビ 74．9�
24 コスモワッショイ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム B420－ 2 57．4� 7．9	
818 マイネルセレーノ 牡2芦 55

54 ☆中井 裕二 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 藤沢牧場 444＋ 2 57．5	 29．1�

715 アクアプリンセス 牝2鹿 54 丸山 元気水谷 昌晃氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 424＋ 6 〃 ハナ 18．1�
817 クリキントン 牝2栗 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 カナイシスタッド 414－ 2 〃 ハナ 12．4
11 ヒルノバーハーバ 牡2鹿 55 松田 大作
ヒルノ 昆 貢 浦河 小島牧場 468－10 〃 ハナ 25．2�
611 プランタンポルト 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 様似 様似共栄牧場 378－10 57．71 109．6�
48 ド ー タ ン 牡2黒鹿55 木幡 初広
萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 450＋ 2 〃 アタマ 226．1�
23 バラノカオリ 牝2栗 54 柴山 雄一�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 452－ 2 57．91� 317．1�
35 ライクアラヴァー 牝2栗 54 田中 博康�ミルファーム 粕谷 昌央 新ひだか 真歌田中牧場 424＋ 8 58．11� 102．0�
59 ルレーヴドパピヨン 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 406± 0 58．52� 30．6�
36 サマーデライト 牝2青鹿 54

52 △横山 和生�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 452＋ 4 58．6� 10．4�
12 タイムトラベラー 牝2黒鹿54 黛 弘人�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 城地 清満 440＋12 58．81� 339．5�
714 ラブストロベリー 牝2栗 54 的場 勇人オールラブクラブ 南田美知雄 日高 藤本 直弘 422＋ 6 59．22� 109．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 12，191，100円 複勝： 19，589，300円 枠連： 8，907，800円
馬連： 23，442，600円 馬単： 15，001，300円 ワイド： 13，087，800円
3連複： 34，011，300円 3連単： 52，532，100円 計： 178，763，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 930円 � 180円 枠 連（4－6） 4，250円

馬 連 �� 6，320円 馬 単 �� 10，080円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 330円 �� 3，030円

3 連 複 ��� 10，380円 3 連 単 ��� 63，660円

票 数

単勝票数 計 121911 的中 � 44734（1番人気）
複勝票数 計 195893 的中 � 52245（1番人気）� 3585（11番人気）� 29820（2番人気）
枠連票数 計 89078 的中 （4－6） 1549（19番人気）
馬連票数 計 234426 的中 �� 2738（24番人気）
馬単票数 計 150013 的中 �� 1099（34番人気）
ワイド票数 計 130878 的中 �� 1459（26番人気）�� 11655（1番人気）�� 972（34番人気）
3連複票数 計 340113 的中 ��� 2420（31番人気）
3連単票数 計 525321 的中 ��� 609（195番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．0―10．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．8―33．8―44．3

上り4F44．0－3F33．5
勝馬の
紹 介

フ ク ノ ト リ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．6．23 東京14着

2011．3．23生 牡2黒鹿 母 エレガントフラッグ 母母 ジュビロレディ 5戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 コスモクラヴィス号

第３回 新潟競馬 第２日



2901510月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時50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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

713 ベルストーリー 牝4鹿 55
53 △杉原 誠人髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 高岸 順一 526＋ 81：12．0 12．2�

610 リージェンシー 牝3鹿 53 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B496－ 21：12．53 16．3�

23 カルブンクルス 牝4青 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 470＋ 21：12．71 2．0�
611 テ ツ ナ ゴ オ 牝3黒鹿53 松田 大作�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 ハナ 15．7�
22 マリーズミイ 牝3鹿 53 丸山 元気冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 B434± 0 〃 アタマ 3．8�
815 ヒヅグータス 牝4鹿 55 西田雄一郎�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 474＋121：12．8� 164．0	
58 プリサイスガール 牝3青 53 黛 弘人
グランド牧場 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 430＋ 2 〃 ハナ 58．2�
712� スターファンタジア 牝4黒鹿55 伊藤 工真下井 道博氏 石栗 龍彦 浦河 東栄牧場 486＋321：12．9クビ 284．4�
34 パーティブロッサム 牝4黒鹿 55

53 △横山 和生飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 468－ 41：13．0� 15．9
47 ディープランマ 牝4栗 55 的場 勇人深見 敏男氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 442± 01：13．21� 141．4�
814 バ ヤ ル 牝3鹿 53 柴山 雄一杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 428－101：13．3クビ 52．2�
11 メイショウジビュス 牝4鹿 55 田中 健松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 470＋ 81：13．51� 172．1�
46 ナムラドリーミー 牝5鹿 55

54 ☆中井 裕二奈村 信重氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 490＋ 41：13．6	 20．2�
59 ベイビーイッツユー 牝3栗 53 木幡 初広 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 牧 光二 日高 白井牧場 460± 01：13．81	 13．3�
35 タイセイクインス 牝4青鹿55 古川 吉洋田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 474＋10 （競走中止） 21．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，309，600円 複勝： 31，890，400円 枠連： 9，744，000円
馬連： 26，487，000円 馬単： 21，432，100円 ワイド： 15，091，000円
3連複： 38，129，300円 3連単： 73，759，300円 計： 232，842，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 260円 � 280円 � 110円 枠 連（6－7） 2，780円

馬 連 �� 7，600円 馬 単 �� 13，380円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 510円 �� 540円

3 連 複 ��� 4，430円 3 連 単 ��� 50，550円

票 数

単勝票数 計 163096 的中 � 10580（3番人気）
複勝票数 計 318904 的中 � 20780（3番人気）� 18732（4番人気）� 145709（1番人気）
枠連票数 計 97440 的中 （6－7） 2595（8番人気）
馬連票数 計 264870 的中 �� 2573（23番人気）
馬単票数 計 214321 的中 �� 1183（35番人気）
ワイド票数 計 150910 的中 �� 1784（22番人気）�� 7697（2番人気）�� 7147（3番人気）
3連複票数 計 381293 的中 ��� 6355（10番人気）
3連単票数 計 737593 的中 ��� 1077（142番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―12．6―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―46．5―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F38．1
3 10－（2，9）（8，11）（1，3，6）－14（7，15）13－12，4 4 10－（2，9）8，11（1，3，6）－（14，15）7，13－12－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベルストーリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2011．12．3 阪神1着

2009．5．2生 牝4鹿 母 オフィスガール 母母 アマミヘッド 15戦2勝 賞金 16，840，000円
〔競走中止〕 タイセイクインス号は，発走後まもなく前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 マリーズミイ号の騎手丸山元気は，発走後まもなく急に外側に斜行したことについて平成25年10月12日から平成25年10月

26日まで騎乗停止。（被害馬：3番・5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クリノアマダブラム号

2901610月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第4競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走11時20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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

69 � シンクヴェトリル 牡4鹿 57 田辺 裕信�ノースヒルズ 和田 正道 米 Boyd
Browning 558± 01：53．7 3．2�

710 メイショウシャイン 牡6鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 476＋ 61：53．91	 18．8�
711 タケルハヤテ 牡5鹿 57 柴山 雄一森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B462± 01：54．0クビ 8．1�
68 � ダノンクリエーター 牡4栗 57 松田 大作�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm 540＋10 〃 クビ 3．4�
813 エ ス ト ー ケ 牡3鹿 55 勝浦 正樹山上 和良氏 新開 幸一 新ひだか 出羽牧場 488＋ 61：54．1クビ 12．4�
45 オリオンザスター 牡3栗 55

53 △杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 502－ 4 〃 クビ 4．5	
812 ジョナパランセ 牡4栗 57

55 △横山 和生青木 基秀氏 坂口 正則 日高 グリーンヒルスタッド 496－ 41：54．31	 10．7

33 ウインラヴェリテ 牡3栗 55 丹内 祐次�ウイン 金成 貴史 浦河 大北牧場 B504＋ 41：54．4
 81．3�
57 アルスマルカート 牡5栗 57 川須 栄彦池田 正孝氏 矢作 芳人 新ひだか 矢野牧場 B474－ 21：54．5クビ 24．3�
44 マーティンゴールド 牝3栗 53

52 ☆中井 裕二大戸 志浦氏 沖 芳夫 浦河 田中スタッド 464± 0 〃 ハナ 74．5
11 � クリノタイコウ 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 450± 01：56．4大差 349．2�
22 エスケイティアラ 牝4鹿 55 水口 優也長谷川光司氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 450－ 61：57．03	 164．9�
56 ウォーターグッデイ 牝3芦 53 田中 健山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 450± 01：57．85 227．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，309，700円 複勝： 22，081，100円 枠連： 8，778，700円
馬連： 23，478，900円 馬単： 17，551，800円 ワイド： 13，691，500円
3連複： 32，781，700円 3連単： 58，663，100円 計： 191，336，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 300円 � 240円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 940円 �� 610円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 22，550円

票 数

単勝票数 計 143097 的中 � 35479（1番人気）
複勝票数 計 220811 的中 � 51552（1番人気）� 15947（7番人気）� 22011（4番人気）
枠連票数 計 87787 的中 （6－7） 12842（2番人気）
馬連票数 計 234789 的中 �� 7135（11番人気）
馬単票数 計 175518 的中 �� 3320（15番人気）
ワイド票数 計 136915 的中 �� 3563（13番人気）�� 5762（7番人気）�� 2859（18番人気）
3連複票数 計 327817 的中 ��� 5298（20番人気）
3連単票数 計 586631 的中 ��� 1920（76番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．6―12．9―12．6―13．1―13．2―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．5―49．4―1：02．0―1：15．1―1：28．3―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�シンクヴェトリル �
�
父 Master Command �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2011．12．18 中山5着

2009．2．7生 牡4鹿 母 State Cup 母母 Avie’s Fancy 10戦3勝 賞金 26，200，000円



2901710月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時50分 （芝・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：07．8

良
良

24 サフランスカイ 牡2鹿 55 丸田 恭介海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 458 ―1：11．5 2．1�
35 スープリムシチー 牝2鹿 54 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 416 ―1：11．6� 9．7�
817 ミラクルモトヒメ 牝2栗 54 勝浦 正樹黒澤 尚氏 高木 登 浦河 鳥井 征士 418 ―1：11．7� 18．5�
714 ゲ ラ ー デ 牡2鹿 55 松田 大作中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 浦河小林牧場 442 ―1：11．91� 63．2�
12 マルヨボード 牡2芦 55 藤岡 康太野村 春行氏 梅田 智之 新冠 大狩部牧場 480 ―1：12．0� 26．2�
59 マイネニンファ 牝2栗 54

53 ☆中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 444 ―1：12．21	 18．1	

612 ローズビジュー 牝2栗 54 川須 栄彦三枝 栄二氏 武藤 善則 青森 諏訪牧場 444 ―1：12．3� 19．4

11 ウインエフォート 牡2栗 55 丹内 祐次�ウイン 清水 美波 青森 青南ムラカミ

ファーム 474 ― 〃 クビ 6．2�
713 ラ ブ ク ロ ス 牝2青鹿54 村田 一誠オールラブクラブ 南田美知雄 浦河 北俣ファーム 450 ― 〃 アタマ 37．8�
715 クレシェンテ 牝2青鹿54 田辺 裕信�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 402 ―1：12．4� 17．1
510 デルマアラレチャン 牝2鹿 54 的場 勇人浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 452 ―1：12．71� 125．4�
47 ムスタングキング 牡2鹿 55 津村 明秀�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 460 ―1：12．91� 17．3�
611 クリノアルタミラ 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人栗本 博晴氏 本間 忍 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418 ― 〃 ハナ 235．5�

36 シゲルシモウサ 牡2鹿 55 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450 ―1：13．0� 9．9�
48 コスモスティキン 牡2鹿 55 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 396 ―1：13．1� 37．0�
818 ワンダフルドリーム 牡2鹿 55 嘉藤 貴行落合 幸弘氏 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 434 ―1：13．84 120．3�
23 モルフェティー 牡2青鹿55 西田雄一郎並河賢一郎氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 428 ―1：15．18 122．9�
816 マイネルラヴィベル 牡2芦 55

52 ▲伴 啓太 �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 512 ―1：21．0大差 97．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，149，000円 複勝： 20，196，300円 枠連： 10，730，900円
馬連： 24，098，600円 馬単： 17，100，400円 ワイド： 13，649，700円
3連複： 33，893，900円 3連単： 53，658，000円 計： 188，476，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 300円 � 400円 枠 連（2－3） 620円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 600円 �� 730円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 25，120円

票 数

単勝票数 計 151490 的中 � 56943（1番人気）
複勝票数 計 201963 的中 � 54141（1番人気）� 14849（4番人気）� 10336（8番人気）
枠連票数 計 107309 的中 （2－3） 12849（1番人気）
馬連票数 計 240986 的中 �� 12532（3番人気）
馬単票数 計 171004 的中 �� 6792（3番人気）
ワイド票数 計 136497 的中 �� 5869（4番人気）�� 4716（6番人気）�� 1037（41番人気）
3連複票数 計 338939 的中 ��� 3516（24番人気）
3連単票数 計 536580 的中 ��� 1577（50番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．9―12．6―12．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．9―47．5―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サフランスカイ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 トウカイテイオー 初出走

2011．4．7生 牡2鹿 母 サフランキセキ 母母 ヨドノサフラン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 ミラクルモトヒメ号は，3コーナーで内側に逃避し，また，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平地調教

注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルラヴィベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月6日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アタリクジ号

2901810月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

46 ヤマニンブルジョン 牡3栗 55 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 470＋ 81：12．1 4．2�
813 サンセルマン 牡4黒鹿57 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 458＋ 4 〃 クビ 3．7�
34 イントゥザストーム 牝4鹿 55

53 △杉原 誠人金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 424＋ 61：12．2� 7．4�

58 � アークペガサス 牡4鹿 57
54 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 B520＋121：12．41� 12．0�

45 マッシヴヒーロー 牡4鹿 57 柴山 雄一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 450＋ 41：12．61� 5．0�
712 ゼンノコリオリ 牡3鹿 55 高倉 稜大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 460＋121：12．7クビ 9．7	
69 ヒロノエンペラー 牡3青鹿55 藤岡 康太サンエイ開発� 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 454± 0 〃 ハナ 15．9

610 ミ ニ 牡3黒鹿 55

52 ▲原田 敬伍宮田 守氏 崎山 博樹 えりも 能登 浩 466＋ 4 〃 アタマ 49．6�
814 ブライテストソード 	4栗 57 田辺 裕信 �社台レースホース尾形 和幸 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478＋101：13．23 29．6
11 ウォーターサウンド 牡6栗 57

54 ▲城戸 義政山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 474＋ 21：13．62� 256．6�
22 ビリーヴマイン 牡5鹿 57 田中 博康コウトミックレーシング 伊藤 大士 新冠 大栄牧場 B460＋ 61：13．7� 101．4�
57 ノーザンハリアー 	3芦 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 むかわ 渡辺 隆 442＋ 81：13．91� 117．9�
711 アラマサウイン 牝3黒鹿53 丸田 恭介�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 480－ 41：14．0クビ 50．8�
33 トシスプリング 牝3芦 53

50 ▲原田 和真上村 叶氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 424－ 41：14．53 15．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，544，400円 複勝： 19，765，700円 枠連： 8，411，900円
馬連： 24，184，600円 馬単： 15，517，600円 ワイド： 13，108，400円
3連複： 35，837，600円 3連単： 61，007，600円 計： 191，377，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 140円 � 220円 枠 連（4－8） 450円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 330円 �� 550円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 7，890円

票 数

単勝票数 計 135444 的中 � 25789（2番人気）
複勝票数 計 197657 的中 � 38312（2番人気）� 42196（1番人気）� 19641（4番人気）
枠連票数 計 84119 的中 （4－8） 13831（1番人気）
馬連票数 計 241846 的中 �� 21575（1番人気）
馬単票数 計 155176 的中 �� 6997（2番人気）
ワイド票数 計 131084 的中 �� 10550（1番人気）�� 5743（4番人気）�� 5069（6番人気）
3連複票数 計 358376 的中 ��� 13386（2番人気）
3連単票数 計 610076 的中 ��� 5707（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．7―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．6―47．3―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンブルジョン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Danzig デビュー 2012．11．24 京都2着

2010．4．2生 牡3栗 母 ヤマニンパラダイス 母母 Althea 9戦2勝 賞金 21，600，000円
〔騎手変更〕 ゼンノコリオリ号の騎手古川吉洋は，第3競走での落馬負傷のため高倉稜に変更。
※出走取消馬 タケデンザビエル号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 トーコーレガーロ号・ヘヴンリーカラーズ号



2901910月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

45 ビービーアックス 牡5鹿 57
56 ☆嶋田 純次�坂東牧場 手塚 貴久 新冠 中本牧場 B494＋101：53．8 9．9�

22 シルバーレイショウ 牡4芦 57
55 △横山 和生池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 522± 01：54．01� 1．7�
33 マイネルソウル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 B486－ 61：54．74 13．3�
46 ガッテンキャンパス 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 446－ 61：54．8� 54．7�
34 ケツァルコアトル 牡3青鹿55 柴山 雄一�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 514－ 21：55．01� 8．1	
69 パフォームワンダー 牡3栗 55 藤岡 康太吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 420－ 61：55．21� 120．0

11 クリノアマダブラム 牝3栗 53

50 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 谷 潔 浦河 駿河牧場 440＋ 21：55．62� 60．1�
610 ア ザ ゼ ル 牡3青鹿55 高倉 稜前田 幸治氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 488＋ 41：55．81� 9．8�
712 レッドヴェロッサ 牝3栗 53 川須 栄彦 �東京ホースレーシング 友道 康夫 平取 坂東牧場 454＋ 41：57．18 178．0
58 ナーゴナーゴサユリ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム 420± 01：57．2� 523．6�
814 スリースペシャル 牡3鹿 55 松田 大作永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 B470＋ 2 〃 クビ 31．0�
57 ミストフェリーズ 牡3栗 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 斎藤 誠 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 81：57．3� 6．6�
813 グローバルハート 牝3鹿 53 丸山 元気窪田 芳郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 466＋ 61：57．93� 53．9�
711 メイショウサーフ 牝3鹿 53 水口 優也松本 和子氏 藤岡 範士 新ひだか 本桐牧場 452＋ 41：59．7大差 110．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，014，700円 複勝： 26，954，100円 枠連： 8，422，800円
馬連： 24，002，900円 馬単： 20，209，100円 ワイド： 14，239，200円
3連複： 33，819，600円 3連単： 72，569，300円 計： 215，231，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 220円 � 110円 � 220円 枠 連（2－4） 650円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 330円 �� 950円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 12，910円

票 数

単勝票数 計 150147 的中 � 12026（5番人気）
複勝票数 計 269541 的中 � 23168（4番人気）� 111986（1番人気）� 22947（6番人気）
枠連票数 計 84228 的中 （2－4） 9629（3番人気）
馬連票数 計 240029 的中 �� 20821（5番人気）
馬単票数 計 202091 的中 �� 6315（10番人気）
ワイド票数 計 142392 的中 �� 11299（4番人気）�� 3291（13番人気）�� 10584（5番人気）
3連複票数 計 338196 的中 ��� 14391（7番人気）
3連単票数 計 725693 的中 ��� 4151（36番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―12．1―13．5―13．3―12．8―13．2―12．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．2―35．3―48．8―1：02．1―1：14．9―1：28．1―1：41．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビービーアックス �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 メジロテイターン デビュー 2010．7．11 福島5着

2008．3．29生 牡5鹿 母 ダイヤターン 母母 キヨウシンタマヨリ 24戦3勝 賞金 29，230，000円
〔制裁〕 ビービーアックス号の騎手嶋田純次は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウサーフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月6日まで平地競

走に出走できない。
※クリノアマダブラム号・パフォームワンダー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2902010月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・左・外）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

23 スイートクラウン 牝3栗 53 西村 太一谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B482－ 21：47．6 30．1�
817 マイネマキアージュ 牝4黒鹿55 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 432± 01：47．81� 20．8�
59 リスヴェリアート 牡3鹿 55

54 ☆中井 裕二�G1レーシング 松元 茂樹 安平 追分ファーム 442＋ 2 〃 クビ 3．6�
48 サ ト ノ オ ー 牡5芦 57

55 △杉原 誠人里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 458－ 81：47．9クビ 3．1�
510 クールエレガンス 牡6青鹿57 平野 優臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 496＋ 2 〃 クビ 26．6�
611 ラムーレブルー 牝3栗 53 荻野 琢真 	キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 408＋ 21：48．11� 18．0

714 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± 0 〃 ハナ 15．5�
816 スズカチャンプ 牡4鹿 57

55 △横山 和生永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B482＋121：48．31� 5．4�
818� サンデンマックス 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太山田 春枝氏 伊藤 伸一 新ひだか 高橋フアーム 500＋ 4 〃 クビ 64．3
715 シゲルヘビザ 牡3黒鹿 55

52 ▲城戸 義政森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 沖田 忠幸 494＋ 61：48．4クビ 20．6�
11 � メイショウオトコギ �4栗 57 田中 健松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 470＋12 〃 ハナ 47．5�
24 トウカイクオーレ 牡4鹿 57

54 ▲原田 和真内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B444－14 〃 ハナ 34．6�
12 ソロデビュー 牝4黒鹿55 水口 優也	フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 498＋ 41：48．5� 22．1�
612 シナジーウィスパー 牝3黒鹿 53

52 ☆嶋田 純次 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 ハナ 39．7�
36 � シセイギンガ 牡7青 57 大下 智猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 458± 01：48．6クビ 31．2�
35 � スナーククラウン 牡4鹿 57

54 ▲原田 敬伍杉本 豊氏 藤岡 範士 新ひだか グランド牧場 460± 0 〃 クビ 98．7�
713 スリーケインズ 牡5芦 57 菅原 隆一永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 462－ 41：49．87 305．5�
47 メイショウスーリヤ 牝3鹿 53

50 ▲花田 大昂松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 磯野牧場 460－ 6 〃 ハナ 168．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 13，138，800円 複勝： 22，078，100円 枠連： 10，439，900円
馬連： 28，176，100円 馬単： 18，030，200円 ワイド： 15，591，000円
3連複： 40，254，600円 3連単： 69，348，100円 計： 217，056，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，010円 複 勝 � 650円 � 480円 � 180円 枠 連（2－8） 3，590円

馬 連 �� 26，600円 馬 単 �� 55，450円

ワ イ ド �� 6，290円 �� 1，710円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 29，950円 3 連 単 ��� 330，190円

票 数

単勝票数 計 131388 的中 � 3442（10番人気）
複勝票数 計 220781 的中 � 7520（11番人気）� 10599（5番人気）� 42626（2番人気）
枠連票数 計 104399 的中 （2－8） 2152（18番人気）
馬連票数 計 281761 的中 �� 782（72番人気）
馬単票数 計 180302 的中 �� 240（142番人気）
ワイド票数 計 155910 的中 �� 592（75番人気）�� 2250（17番人気）�� 3525（6番人気）
3連複票数 計 402546 的中 ��� 992（92番人気）
3連単票数 計 693481 的中 ��� 155（995番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．8―12．5―12．0―11．5―11．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．6―35．6―48．4―1：00．9―1：12．9―1：24．4―1：35．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スイートクラウン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー 2012．12．2 中山6着

2010．2．28生 牝3栗 母 マ ツ ニ シ キ 母母 ビユーテイゲラン 11戦1勝 賞金 8，290，000円



2902110月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第9競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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 6，700，000円 2，700，000円 1，700，000円 1，000，000円 670，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

610 ソレイユアルダン 牝4芦 55 丸山 元気阿部 紀子氏 高橋 文雅 浦河 林 孝輝 498－ 41：12．5 43．3�
47 ナムラビーム 牝4芦 55 津村 明秀奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 458－ 4 〃 ハナ 2．2�
815 エトルアンフルール 牝3栗 53 丸田 恭介村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 478± 0 〃 ハナ 4．8�
611 レイズオブザサン 牡4黒鹿57 松田 大作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 448± 0 〃 クビ 11．0�
58 ノボジュピター 牡7栗 57

55 △横山 和生�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 472＋ 21：12．82 16．8�
23 オリオンザプラズマ 牡3栗 55 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 462－ 4 〃 ハナ 8．1	
713 サーシスリーフ 牡3鹿 55 鮫島 良太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高野 友和 日高 豊洋牧場 480＋ 21：13．11� 6．9

712 サイレンスバード 牡3鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 手塚 貴久 新ひだか 松田牧場 502＋201：13．41� 34．0�
11 ケイアイエイト 牡3鹿 55 勝浦 正樹亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 496＋ 61：13．5� 19．9�
814 ランパスキャット 牡3黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 490＋ 21：13．71� 191．6
35 ヒダカタイザン 牡6鹿 57 伊藤 工真藤井 謙氏 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 444－121：13．8� 105．6�
22 	 スズカアタック 牡5青 57 西村 太一永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 450－ 41：13．9クビ 307．7�
46 ディアアスペン 牝3栗 53 柴山 雄一ディアレスト 田村 康仁 青森 野々宮牧場 458＋ 61：14．0� 52．1�
59 ヤマニンネレイス 牝4栗 55

52 ▲花田 大昂土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 458± 01：14．32 45．7�
34 エイプリルメロディ 牝3黒鹿53 黛 弘人岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 456＋101：14．4� 196．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，220，900円 複勝： 28，875，700円 枠連： 10，636，200円
馬連： 37，441，100円 馬単： 26，698，300円 ワイド： 18，509，000円
3連複： 50，247，600円 3連単： 98，232，900円 計： 290，861，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，330円 複 勝 � 680円 � 130円 � 180円 枠 連（4－6） 900円

馬 連 �� 6，370円 馬 単 �� 17，790円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 2，320円 �� 290円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 103，130円

票 数

単勝票数 計 202209 的中 � 3680（9番人気）
複勝票数 計 288757 的中 � 7151（10番人気）� 82284（1番人気）� 43486（3番人気）
枠連票数 計 106362 的中 （4－6） 8738（5番人気）
馬連票数 計 374411 的中 �� 4340（21番人気）
馬単票数 計 266983 的中 �� 1108（50番人気）
ワイド票数 計 185090 的中 �� 2568（20番人気）�� 1773（28番人気）�� 19067（1番人気）
3連複票数 計 502476 的中 ��� 4466（31番人気）
3連単票数 計 982329 的中 ��� 703（310番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．8―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―47．4―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソレイユアルダン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2012．3．17 中山7着

2009．5．4生 牝4芦 母 ヴィンテージ 母母 ソプラニーノ 11戦2勝 賞金 11，700，000円
〔発走状況〕 ヤマニンネレイス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アドマイヤシャドウ号・ウォーターメジャー号・キンシジェネラル号

2902210月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第10競走 ��
��2，400�

ば ん だ い ば し

萬 代 橋 特 別
発走14時50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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000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
2：24．6
2：22．1

良
良

57 トルークマクト 牡3鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 442＋ 42：26．2 4．6�
712 エ ス ペ リ ア 牡4栗 57 丸田 恭介佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 470＋18 〃 クビ 13．1�
610� テナシティー 	4黒鹿57 伊藤 工真 �サンデーレーシング 高橋 祥泰 安平 ノーザンファーム 472＋12 〃 ハナ 3．5�
813 ルミナスレッド 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 494± 02：26．41
 25．0�
69 マ ル ケ サ ス 牡4青鹿57 田辺 裕信 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468－ 82：26．61
 6．5�
34 ローレルラスター 牡3鹿 54 的場 勇人 	ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 486＋102：26．7� 40．6

814 ネオヴェリーブル 	6鹿 57 高倉 稜小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 22：27．01� 71．5�
46 マジックポスト 牡4青鹿57 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 458＋ 2 〃 クビ 7．2�
33 ローリングストーン 牡4鹿 57 津村 明秀佐々木 徹氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 488－142：27．63� 6．9
711 ガ ウ チ ョ 牡3鹿 54 松田 大作阿部 幸暉氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 474－ 62：27．7� 59．0�
22 カツラノジュピター 牡3鹿 54 水口 優也桂土地	 庄野 靖志 日高 小西 章 456± 02：28．02 237．3�
45 オースミミズホ 牝3鹿 52 中井 裕二	オースミ 荒川 義之 浦河 鮫川 啓一 460＋242：28．1� 18．2�
58 � トーセンタイガー 牡5鹿 57 丹内 祐次島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B532＋ 22：28．73� 102．1�
11 ト リ ガ ー 牡3鹿 54 丸山 元気石川 達絵氏 角田 晃一 新ひだか 筒井 征文 468－ 42：29．55 14．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，202，500円 複勝： 36，212，100円 枠連： 14，018，600円
馬連： 50，476，300円 馬単： 31，636，000円 ワイド： 22，901，600円
3連複： 66，084，800円 3連単： 121，347，100円 計： 362，879，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 320円 � 140円 枠 連（5－7） 2，270円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 970円 �� 350円 �� 750円

3 連 複 ��� 2，890円 3 連 単 ��� 18，410円

票 数

単勝票数 計 202025 的中 � 35366（2番人気）
複勝票数 計 362121 的中 � 53782（2番人気）� 22329（6番人気）� 87573（1番人気）
枠連票数 計 140186 的中 （5－7） 4570（10番人気）
馬連票数 計 504763 的中 �� 16654（10番人気）
馬単票数 計 316360 的中 �� 5839（16番人気）
ワイド票数 計 229016 的中 �� 5470（13番人気）�� 18004（1番人気）�� 7243（11番人気）
3連複票数 計 660848 的中 ��� 16926（6番人気）
3連単票数 計1213471 的中 ��� 4866（46番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．0―11．9―12．8―13．1―12．0―12．0―12．4―12．3―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．7―35．7―47．6―1：00．4―1：13．5―1：25．5―1：37．5―1：49．9―2：02．2―2：14．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トルークマクト �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 High Chaparral デビュー 2012．6．9 東京7着

2010．4．14生 牡3鹿 母 ロ ゼ 母母 ダンシングナゲット 18戦2勝 賞金 25，016，000円



2902310月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第11競走 ��
��1，400�

しんえつ

信越ステークス
発走15時25分 （芝・左）
3歳以上，24．10．6以降25．9．29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 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

23 インプレスウィナー 牡6青 57 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 454± 01：21．0 12．3�
817� オセアニアボス 牡8青鹿55 嶋田 純次�グランプリ 矢作 芳人 豪 Strawberry

Hill Stud B484－ 21：21．1� 30．2�
47 テイエムオオタカ 牡5鹿 56 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 片岡 博 494＋ 2 〃 クビ 8．2�
35 カネトシディオス 牡6黒鹿55 中井 裕二兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 高昭牧場 458＋101：21．2クビ 22．1�
24 � エーシンハーバー 牝5芦 54 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 米

Hopewell Invest-
ments LLC &
Nick Bentley

486－ 6 〃 ハナ 9．4�
48 ゴットフリート 牡3栗 53 田辺 裕信 	キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 ハナ 2．5

713 モグモグパクパク 牡3栗 53 勝浦 正樹小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 454＋12 〃 クビ 13．5�
59 ヤマニングルノイユ 牝6鹿 50 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 502－101：21．3� 61．0�
510 ウインドジャズ 牡6黒鹿52 高倉 稜岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 6 〃 ハナ 45．9
611 ユキノハリケーン 牡9鹿 48 原田 和真馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 488－ 41：21．4	 245．6�
714 ザッハトルテ 牝6芦 52 川須 栄彦永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 452＋ 2 〃 ハナ 8．4�
12 ハッピーカオル 牡6青 54 西村 太一芝山 展昌氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 456－ 2 〃 ハナ 254．6�
36 クリーンエコロジー 牡5芦 54 松田 大作石橋 和夫氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 496－ 2 〃 アタマ 23．1�
11 シャイニープリンス 牡3青鹿53 柴山 雄一小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 504± 01：21．5� 8．8�
815 キングレオポルド 牡6鹿 54 津村 明秀里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 516－ 41：21．71
 57．1�
612 クィーンズバーン 牝5黒鹿55 杉原 誠人林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464± 01：21．8� 24．0�
816� トシキャンディ 牝7鹿 54 木幡 初広上村 叶氏 天間 昭一 浦河 浦河小林牧場 B510＋ 81：22．65 80．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 44，067，900円 複勝： 65，743，300円 枠連： 38，034，000円
馬連： 166，697，000円 馬単： 88，164，300円 ワイド： 59，348，900円
3連複： 234，269，200円 3連単： 463，149，000円 計： 1，159，473，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 380円 � 810円 � 310円 枠 連（2－8） 3，630円

馬 連 �� 15，300円 馬 単 �� 27，750円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 1，440円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 40，740円 3 連 単 ��� 297，230円

票 数

単勝票数 計 440679 的中 � 28377（6番人気）
複勝票数 計 657433 的中 � 46769（7番人気）� 19438（11番人気）� 60742（2番人気）
枠連票数 計 380340 的中 （2－8） 7750（14番人気）
馬連票数 計1666970 的中 �� 8042（49番人気）
馬単票数 計 881643 的中 �� 2345（90番人気）
ワイド票数 計 593489 的中 �� 3773（47番人気）�� 10397（17番人気）�� 4219（44番人気）
3連複票数 計2342692 的中 ��� 4244（130番人気）
3連単票数 計4631490 的中 ��� 1150（774番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．7―33．9―45．4―57．3―1：09．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インプレスウィナー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2009．11．7 東京4着

2007．4．4生 牡6青 母 ケリーズビューティ 母母 ビューティークロス 31戦7勝 賞金 154，800，000円

2902410月6日 晴 良 （25新潟3）第2日 第12競走 ��
��1，600�

ま つ は ま

松 浜 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）
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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

816 ウィザーズポケット 牡4鹿 57 松田 大作�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 456± 01：35．0 4．0�
59 フ ァ ー ゴ 牝4栗 55 伊藤 工真吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 422－ 4 〃 クビ 4．6�
611 ク ロ ー チ ェ 牡4栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 530＋ 81：35．1クビ 5．9�
817 シュピッツェ 牝4鹿 55 横山 和生吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 482± 01：35．2� 20．7�
47 	 シークレットベース 牝5鹿 55 津村 明秀山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 450＋ 6 〃 ハナ 14．8�
818 グインネヴィア 牝4栗 55 田辺 裕信 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 61：35．3� 22．6	
713 エクスパーシヴ 牝3鹿 53 村田 一誠前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 484＋ 4 〃 アタマ 6．3

714 クイーンアルタミラ 牝4黒鹿55 西田雄一郎柏瀬 公子氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 486＋141：35．4� 46．4�
23 バ コ パ 牡4栗 57 勝浦 正樹畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 484＋ 61：35．5
 19．1�
612 シェイクザバーレイ 牡3鹿 55 黛 弘人 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 534± 01：35．6� 9．7
35 カカアデンカ 牝3栗 53 丸山 元気星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 B448＋ 21：35．7� 92．3�
12 ゴーイングストーン 牡4栗 57 高倉 稜林 進氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 470－12 〃 クビ 22．2�
48 イースタリーガスト 牡6黒鹿57 長岡 禎仁鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 504＋10 〃 ハナ 292．2�
715 リオグランデ 牝3鹿 53 丸田 恭介 �キャロットファーム 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444－ 81：35．91� 35．7�
36 ステラビアンカ 牡3栗 55 水口 優也�ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム 428－18 〃 ハナ 192．3�
24 ア ル カ ナ 牝3鹿 53 川島 信二�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 41：36．0� 59．2�
510 フューチャステップ 牡3鹿 55 川須 栄彦嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 468＋ 21：36．21� 60．0�
11 キボウダクリチャン 牝4栗 55 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 456＋ 61：36．94 198．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，957，200円 複勝： 48，970，400円 枠連： 21，709，900円
馬連： 76，096，900円 馬単： 41，529，800円 ワイド： 33，637，800円
3連複： 104，466，300円 3連単： 182，200，700円 計： 538，569，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 150円 � 180円 枠 連（5－8） 780円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 420円 �� 420円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 8，100円

票 数

単勝票数 計 299572 的中 � 59280（1番人気）
複勝票数 計 489704 的中 � 78471（2番人気）� 97884（1番人気）� 68147（3番人気）
枠連票数 計 217099 的中 （5－8） 20620（2番人気）
馬連票数 計 760969 的中 �� 49959（2番人気）
馬単票数 計 415298 的中 �� 12694（4番人気）
ワイド票数 計 336378 的中 �� 19839（2番人気）�� 20124（1番人気）�� 17922（3番人気）
3連複票数 計1044663 的中 ��� 42468（1番人気）
3連単票数 計1822007 的中 ��� 16621（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．0―35．9―48．6―1：00．9―1：12．4―1：23．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィザーズポケット �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．3．18 阪神4着

2009．4．18生 牡4鹿 母 オルテンシア 母母 キソティック 14戦3勝 賞金 36，904，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 エクスパーシヴ号の騎手古川吉洋は，第3競走での落馬負傷のため村田一誠に変更。
※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。
（非当選馬） 2頭 イエスミートゥー号・エバールージュ号
（非抽選馬） 1頭 シンデレラボーイ号

３レース目



（25新潟3）第2日 10月6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 191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

182，480，000円
6，960，000円
1，900，000円
16，770，000円
62，886，000円
4，940，000円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
225，882，000円
368，705，500円
158，506，000円
531，745，600円
329，287，400円
248，450，000円
745，562，800円
1，363，768，400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 3，971，907，700円

総入場人員 12，324名 （有料入場人員 10，194名）
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