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2903710月20日 雨 良 （25新潟3）第4日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走9時50分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．7
1：07．8

良
良

11 ウインエフォート 牡2栗 55 伊藤 工真�ウイン 清水 美波 青森 青南ムラカミ
ファーム 466－ 81：10．7 9．8�

22 ブレイクアウト 牡2青鹿55 丸田 恭介安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474＋ 41：10．91� 1．9�
33 シゲルエチゼン 牡2鹿 55 川須 栄彦森中 蕃氏 鈴木 孝志 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 464＋ 41：11．11� 72．0�
79 グ ラ ン ツ 牡2黒鹿 55

54 ☆嶋田 純次 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480－ 41：11．31� 5．8�

44 ユメノナカヘ 牝2青鹿54 嘉藤 貴行�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 小西ファーム 450－ 21：11．4� 42．4	
55 プラウドワンダー 牡2鹿 55

53 △杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 日高 メイプルファーム B462± 01：11．5� 72．4

68 カ プ チ ー ノ 牡2鹿 55 西田雄一郎小野 博郷氏 柴田 政人 新ひだか 稲葉牧場 456＋ 21：11．71� 59．4�
710 マサノクリスタル 牝2黒鹿54 太宰 啓介猪野毛雅人氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 462＋181：11．8� 6．9�
812 カルネアデス 牡2鹿 55

53 △藤懸 貴志手嶋 康雄氏 加藤 和宏 浦河 昭和牧場 446－ 61：12．01� 119．1
811 シゲルエチゴ 牡2芦 55 高倉 稜 �ブルアンドベア 川村 禎彦 日高 新井 昭二 446＋ 61：12．32 30．0�
56 アルーリングアイズ 牝2鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 392± 01：12．51 9．1�
67 コスモマンカイ 牝2黒鹿 54

53 ☆菱田 裕二 �ビッグレッドファーム 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 474± 01：13．67 12．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 10，668，500円 複勝： 22，089，100円 枠連： 5，730，200円
馬連： 19，601，800円 馬単： 15，935，200円 ワイド： 10，873，200円
3連複： 31，842，800円 3連単： 57，158，100円 計： 173，898，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 290円 � 110円 � 1，160円 枠 連（1－2） 800円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 410円 �� 4，540円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 10，720円 3 連 単 ��� 65，610円

票 数

単勝票数 計 106685 的中 � 8616（5番人気）
複勝票数 計 220891 的中 � 12309（5番人気）� 116974（1番人気）� 2379（11番人気）
枠連票数 計 57302 的中 （1－2） 5342（3番人気）
馬連票数 計 196018 的中 �� 16792（4番人気）
馬単票数 計 159352 的中 �� 4861（9番人気）
ワイド票数 計 108732 的中 �� 7360（3番人気）�� 548（41番人気）�� 1468（21番人気）
3連複票数 計 318428 的中 ��� 2193（38番人気）
3連単票数 計 571581 的中 ��� 643（211番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．4―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．7―47．1―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．0
3 1，6（3，5，7，10）（4，9）12－（2，11）－8 4 1，6（3，5，10）（4，9，7）（2，12，8）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインエフォート �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2013．10．6 新潟8着

2011．3．23生 牡2栗 母 レインボーシックス 母母 ダイナルーブル 2戦1勝 賞金 5，000，000円

2903810月20日 雨 良 （25新潟3）第4日 第2競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走10時15分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

36 アマノウインジー 牡2黒鹿55 川須 栄彦中村 孝氏 湯窪 幸雄 日高 山際 辰夫 474± 01：23．9 11．0�
818 レ ム ミ ラ ス 牝2鹿 54

52 △藤懸 貴志�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 434－ 61：24．0� 7．1�
612 ディアエトワール 牡2栗 55 的場 勇人ディアレスト 的場 均 新ひだか 山際 智 454＋ 61：24．1� 121．1�
47 キングガンホー 牡2鹿 55

54 ☆嶋田 純次 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 競優牧場 466＋10 〃 ハナ 48．0�
23 マルーンドロップ 牝2栗 54 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 454± 01：24．2� 15．5�
35 ニットギブソン 牡2青鹿55 荻野 琢真水野 英樹氏 和田 正道 日高 増尾牧場 464＋ 81：24．3� 33．1	
12 ディアメドゥーサ 牝2栗 54 柴山 雄一髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 444－ 2 〃 クビ 6．4

11 ハナマイシン 牝2栗 54

52 △横山 和生橋本 孝雄氏 栗田 博憲 浦河 鎌田 正嗣 446－ 41：24．51� 78．4�
715 セ フ ィ ー ロ 牡2鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 452－ 2 〃 クビ 2．1�
816 ハクユウドルフィン 牡2青鹿55 高倉 稜 �H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 430± 01：24．81� 76．1
24 テ ム ル 牡2栗 55 西田雄一郎畑佐 博氏 岩戸 孝樹 新ひだか 沖田 博志 422－181：25．01 33．3�
713 セトノヴィラーゴ 牝2栗 54 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 492± 01：25．1� 21．5�
714 ダンツトゥルース 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 土田農場 480－ 6 〃 クビ 56．9�
817 ウインカレント 牡2鹿 55 伊藤 工真�ウイン 高橋 祥泰 新冠 松浦牧場 478＋ 41：25．2� 107．3�
59 メイショウヒコボシ 牡2鹿 55 太宰 啓介松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 512＋ 41：25．3クビ 8．8�
48 ヴァイスヴァーサ 牝2栗 54

53 ☆菱田 裕二伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン
牧場 440＋ 6 〃 クビ 57．0�

611 マイネルセレーノ 牡2芦 55 中谷 雄太 �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 442－ 21：25．83 120．0�

510 エイユーバーチョ 牝2黒鹿54 小林 徹弥笹部 和子氏 目野 哲也 新ひだか 土田 和男 428－ 61：26．01� 203．8�
（18頭）

売 得 金
単勝： 11，919，200円 複勝： 20，333，600円 枠連： 7，775，400円
馬連： 21，862，200円 馬単： 15，373，400円 ワイド： 12，108，300円
3連複： 30，865，800円 3連単： 48，340，100円 計： 168，578，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 360円 � 240円 � 3，350円 枠 連（3－8） 1，990円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 8，280円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 14，590円 �� 10，760円

3 連 複 ��� 182，240円 3 連 単 ��� 829，660円

票 数

単勝票数 計 119192 的中 � 8591（5番人気）
複勝票数 計 203336 的中 � 15379（5番人気）� 26358（3番人気）� 1308（17番人気）
枠連票数 計 77754 的中 （3－8） 2889（8番人気）
馬連票数 計 218622 的中 �� 4660（12番人気）
馬単票数 計 153734 的中 �� 1371（28番人気）
ワイド票数 計 121083 的中 �� 2019（15番人気）�� 201（90番人気）�� 273（82番人気）
3連複票数 計 308658 的中 ��� 125（300番人気）
3連単票数 計 483401 的中 ��� 43（1455番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―35．5―47．4―1：00．3―1：12．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アマノウインジー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2013．9．29 阪神10着

2011．3．9生 牡2黒鹿 母 タイキシャイン 母母 タイキトゥインクル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 マイネルセレーノ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 アマノウインジー号の騎手川須栄彦は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）

第３回 新潟競馬 第４日



2903910月20日 雨 稍重 （25新潟3）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時45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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 シンコームーン 牝4栗 55 川須 栄彦豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 452＋ 81：52．7 4．9�
814 アグネスダリム 牝4栗 55 丸田 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 462± 01：52．91 2．3�
45 � アルティメイトラブ 牝4黒鹿55 黛 弘人 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 464＋ 41：53．53� 6．7�
610 テイケイフロックス 牝4黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 506＋ 21：53．6� 13．5�
69 ソロデビュー 牝4黒鹿55 村田 一誠�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 506＋ 81：54．02� 37．9�
33 スカルラット 牝4栃栗55 嘉藤 貴行�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム 500± 01：54．21	 9．3	
34 � ア リ ア ー ヌ 牝4鹿 55 木幡 初広岩﨑 僖澄氏 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 454－ 21：54．73 117．8

58 オールウェイズラブ 牝3鹿 53 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474－10 〃 ハナ 12．4�
813 チェルカトローバ 牝6鹿 55 柴山 雄一近藤 英二氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B454＋ 8 〃 クビ 165．1�
712 ナンヨーノキョー 牝3黒鹿 53

52 ☆嶋田 純次中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 440＋ 61：54．91� 16．0
57 アディシオン 牝3鹿 53

51 △杉原 誠人島川 利子氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 504＋ 6 〃 アタマ 23．4�
46 ア レ キ パ 牝3栗 53

51 △横山 和生吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456－11 〃 アタマ 72．7�
11 ワンダーフロレゾン 牝3鹿 53 太宰 啓介山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 436－ 61：56．07 22．5�
711 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± 01：56．21	 330．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 12，502，500円 複勝： 21，598，000円 枠連： 6，698，200円
馬連： 23，116，700円 馬単： 17，300，900円 ワイド： 13，247，800円
3連複： 33，337，300円 3連単： 56，349，800円 計： 184，151，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 130円 � 180円 枠 連（2－8） 610円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，650円

ワ イ ド �� 300円 �� 700円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 7，790円

票 数

単勝票数 計 125025 的中 � 20393（2番人気）
複勝票数 計 215980 的中 � 35603（2番人気）� 55454（1番人気）� 27425（3番人気）
枠連票数 計 66982 的中 （2－8） 8144（1番人気）
馬連票数 計 231167 的中 �� 24082（1番人気）
馬単票数 計 173009 的中 �� 7753（5番人気）
ワイド票数 計 132478 的中 �� 11765（1番人気）�� 4286（9番人気）�� 8746（3番人気）
3連複票数 計 333373 的中 ��� 18360（1番人気）
3連単票数 計 563498 的中 ��� 5345（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―13．0―13．4―12．3―12．4―12．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．3―50．7―1：03．0―1：15．4―1：28．3―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンコームーン �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 サクラローレル デビュー 2012．3．3 阪神3着

2009．3．4生 牝4栗 母 シンコールビー 母母 ダズリンデセプション 13戦3勝 賞金 22，470，000円
〔騎手変更〕 テイケイフロックス号の騎手長岡禎仁は，第3日第9競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。

2904010月20日 雨 稍重 （25新潟3）第4日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走11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

47 タイセイマスタング 牡4栗 57 太宰 啓介田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 協和牧場 554＋321：10．8 6．6�
35 � ヴィクタシア 牝4黒鹿55 柴山 雄一前原 敏行氏 千田 輝彦 米 Dr. Masa-

take Iida B498－ 41：11．22	 33．1�
713 フォースライト 牝4黒鹿55 丸田 恭介吉田 和子氏 清水 英克 浦河 小林 仁 490± 0 〃 ハナ 11．3�
23 � サウンドカスケード 牡3鹿 55 川須 栄彦増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

B498＋ 21：11．3	 6．3�
11 プリティーキャロル 牝3芦 53

51 △杉原 誠人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 452± 01：11．4クビ 6．0�
611 ヒルノケアンズ 牝3黒鹿53 川島 信二�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 462－ 41：11．61	 8．9	
46 
 アファーブル 牝4栗 55 高倉 稜飯田 正剛氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 486＋ 21：12．13 149．5

59 ニ ザ エ モ ン 牡5黒鹿 57

55 △横山 和生小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 470＋ 6 〃 クビ 7．9�
610
 ロクイチスマイル 牝4芦 55 黛 弘人栗本 博晴氏 奥平 雅士 新冠 川上 悦夫 492－ 21：12．2クビ 72．5�
815 ダイシンサーベル 牡8黒鹿 57

55 △藤懸 貴志大八木信行氏 吉田 直弘 門別 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480＋10 〃 クビ 136．4

34 シャンパンルージュ 牝3鹿 53
52 ☆嶋田 純次�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ B468± 01：12．51� 29．0�
814� エ ジ ル 牝3栗 53 吉田 隼人吉田 和美氏 木村 哲也 米

White Cloud Bloodstock,
Jeffrey Lovinger &
Pamela Lovinger

502± 01：12．71 3．7�
22 ローレルシャイニー 牡3黒鹿 55

54 ☆菱田 裕二 �ローレルレーシング 庄野 靖志 日高 豊郷牧場 470± 01：12．8� 16．9�
712� ホウショウマツエ 牝6栗 55 西田雄一郎芳賀 吉孝氏 藤原 辰雄 米 Green

Gates Farm 476± 01：13．33 32．1�
58 ベルウッドシーマ 牡3黒鹿55 平野 優鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 524＋161：13．4	 173．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 14，072，600円 複勝： 26，962，000円 枠連： 8，376，100円
馬連： 27，429，200円 馬単： 17，968，600円 ワイド： 16，686，300円
3連複： 40，823，700円 3連単： 62，147，800円 計： 214，466，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 270円 � 1，100円 � 370円 枠 連（3－4） 4，240円

馬 連 �� 13，780円 馬 単 �� 21，670円

ワ イ ド �� 4，240円 �� 1，010円 �� 4，910円

3 連 複 ��� 34，280円 3 連 単 ��� 221，580円

票 数

単勝票数 計 140726 的中 � 16840（4番人気）
複勝票数 計 269620 的中 � 29578（3番人気）� 5619（11番人気）� 19721（7番人気）
枠連票数 計 83761 的中 （3－4） 1460（23番人気）
馬連票数 計 274292 的中 �� 1470（43番人気）
馬単票数 計 179686 的中 �� 612（75番人気）
ワイド票数 計 166863 的中 �� 951（50番人気）�� 4232（14番人気）�� 819（54番人気）
3連複票数 計 408237 的中 ��� 879（115番人気）
3連単票数 計 621478 的中 ��� 207（682番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―46．4―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイマスタング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．11．26 小倉1着

2009．2．24生 牡4栗 母 キョウワモンロー 母母 プティットイル 8戦3勝 賞金 25，628，000円
〔騎手変更〕 ベルウッドシーマ号の騎手長岡禎仁は，第3日第9競走での落馬負傷のため平野優に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サイレンスバード号・スズカヘリオス号



2904110月20日 雨 稍重 （25新潟3）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走11時45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
2：03．0
1：59．9

良
良

22 キングズオブザサン 牡2芦 55 吉田 隼人 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 472 ―2：06．9 3．2�
11 タルトオポム 牡2黒鹿 55

53 △横山 和生窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 450 ―2：07．0� 9．4�
711 ポッドコンジュ 牝2栗 54 嘉藤 貴行小川眞査雄氏 斎藤 誠 洞爺湖 レイクヴィラファーム 440 ―2：07．21� 72．8�
44 オカホンコー 牡2鹿 55 川須 栄彦小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 484 ― 〃 アタマ 13．6�
812 ローレルトルネード 牡2栗 55 川島 信二 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 470 ―2：07．41� 6．2	
33 サウンドメモリー 牡2鹿 55

54 ☆菱田 裕二嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 470 ―2：07．61 19．7

69 フローラルパレード 牡2栗 55 西田雄一郎 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484 ―2：07．81	 8．6�
710 オペラハット 牡2鹿 55 小林 徹弥小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 438 ― 〃 アタマ 10．0�
57 オールドバルディー 牡2黒鹿55 丸田 恭介�G1レーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 510 ―2：08．01� 4．9
813 フロールシータ 牝2栗 54 高倉 稜 �グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 526 ―2：08．21� 16．6�
56 ベッピンハン 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 414 ―2：08．51� 33．6�
68 トップフォーカス 牡2黒鹿55 柴山 雄一�コオロ 萱野 浩二 浦河 オンワード牧場 432 ―2：09．45 74．7�
45 レオパフューム 牝2黒鹿54 木幡 初広�レオ 小野 次郎 新冠 ハクツ牧場 466 ―2：10．46 66．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，205，500円 複勝： 19，198，700円 枠連： 8，049，000円
馬連： 23，072，700円 馬単： 16，856，100円 ワイド： 12，129，100円
3連複： 30，669，200円 3連単： 50，718，000円 計： 173，898，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 180円 � 310円 � 1，660円 枠 連（1－2） 1，580円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 690円 �� 6，320円 �� 11，720円

3 連 複 ��� 47，560円 3 連 単 ��� 146，220円

票 数

単勝票数 計 132055 的中 � 32930（1番人気）
複勝票数 計 191987 的中 � 36200（1番人気）� 15802（5番人気）� 2344（13番人気）
枠連票数 計 80490 的中 （1－2） 3762（7番人気）
馬連票数 計 230727 的中 �� 9165（6番人気）
馬単票数 計 168561 的中 �� 4159（7番人気）
ワイド票数 計 121291 的中 �� 4633（5番人気）�� 457（54番人気）�� 245（73番人気）
3連複票数 計 306692 的中 ��� 476（127番人気）
3連単票数 計 507180 的中 ��� 256（490番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―13．2―14．1―13．4―12．7―12．9―12．7―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．3―37．5―51．6―1：05．0―1：17．7―1：30．6―1：43．3―1：55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．3
1
3
11（8，9）（4，10）2－12，13（5，7）1，6，3
11，9（10，2）8，4，12，13（7，1）（5，6）3

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

勝馬の
紹 介

キングズオブザサン �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2011．5．14生 牡2芦 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ローレルトルネード号の騎手川島信二は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
※フロールシータ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2904210月20日 雨 重 （25新潟3）第4日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時35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

44 ロゼッタストーン 牡4鹿 57 川須 栄彦太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 474＋ 81：51．9 7．7�
22 � テーオーダンシング �6鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 534＋ 6 〃 クビ 1．9�
11 メイプルリンカーン 牡5栗 57 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 480± 01：52．0クビ 4．9�
66 リアルマイスター 牡3鹿 55 吉田 隼人宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 484＋161：52．31� 5．1�
89 アイティテイオー 牡5栗 57 嘉藤 貴行一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 460＋ 41：52．72	 70．4�
55 ベストブライアン 牡3黒鹿55 村田 一誠岡田 勇氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 430＋ 2 〃 クビ 10．3�
77 � ラブトゥオール 牡4黒鹿57 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 476－ 41：52．8クビ 13．9	
88 � クリノタイコウ 牡4鹿 57

55 △藤懸 貴志栗本 博晴氏 成島 英春 浦河 中村 雅明 450± 01：53．54 139．0

33 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 444＋ 21：55．2大差 102．9�

（9頭）

売 得 金
単勝： 13，630，900円 複勝： 19，245，800円 枠連： 5，014，500円
馬連： 19，645，900円 馬単： 18，586，300円 ワイド： 10，266，700円
3連複： 28，586，200円 3連単： 72，592，500円 計： 187，568，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 190円 � 110円 � 140円 枠 連（2－4） 970円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 290円 �� 380円 �� 160円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 7，260円

票 数

単勝票数 計 136309 的中 � 14113（4番人気）
複勝票数 計 192458 的中 � 18029（5番人気）� 74552（1番人気）� 32397（2番人気）
枠連票数 計 50145 的中 （2－4） 3837（4番人気）
馬連票数 計 196459 的中 �� 14411（4番人気）
馬単票数 計 185863 的中 �� 5852（10番人気）
ワイド票数 計 102667 的中 �� 7862（4番人気）�� 5633（7番人気）�� 20106（1番人気）
3連複票数 計 285862 的中 ��� 21396（3番人気）
3連単票数 計 725925 的中 ��� 7382（21番人気）

ハロンタイム 13．0―11．3―12．4―13．2―12．5―12．4―12．7―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．3―36．7―49．9―1：02．4―1：14．8―1：27．5―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロゼッタストーン �

父 ディープインパクト �


母父 Spinning World デビュー 2012．1．28 東京2着

2009．4．22生 牡4鹿 母 ロ ー ズ ボ ー 母母 Minister’s Song 15戦2勝 賞金 20，600，000円
〔騎手変更〕 クリノタイコウ号の騎手長岡禎仁は，第3日第9競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。



2904310月20日 雨 重 （25新潟3）第4日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・左）

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� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

610 デリケートアーチ 牝4栃栗 55
52 ▲花田 大昂 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B470＋ 41：10．8 15．4�

712 サンマルヴィグラス 牡3鹿 55
52 ▲城戸 義政相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 502＋ 61：10．9� 27．4�

23 トウケイポイント 牡3芦 55
52 ▲伴 啓太木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 下屋敷牧場 506－ 81：11．11� 30．9�

47 アタッキングゾーン �5鹿 57 平野 優広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 506－ 6 〃 ハナ 51．1�
35 リッシンロケット 牡3芦 55

53 △杉原 誠人小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 470＋201：11．52� 25．7	
22 ケイリンチャンプ 牡3鹿 55 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 504＋141：11．6クビ 4．7

815 セイユウスマイル 牝3鹿 53

52 ☆嶋田 純次松岡 正二氏 鈴木 伸尋 新ひだか 畠山牧場 474－ 4 〃 クビ 3．0�
58 パライバトルマリン �5栗 57

54 ▲原田 和真山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 津島 優治 492＋ 81：11．8� 14．7�
611 イントゥザストーム 牝4鹿 55

53 △藤懸 貴志金子真人ホール
ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 424± 01：11．9クビ 6．3

46 ストゥーディアス 牝3鹿 53
52 ☆菱田 裕二有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 500－ 21：12．11� 59．0�

34 タオルチャン 牝3栗 53 伊藤 工真加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 岡本牧場 424－12 〃 クビ 60．5�
814� アークペガサス 牡4鹿 57 田中 健栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 B516－ 41：12．2クビ 18．7�
11 ナムラケイオス 牝4鹿 55 西村 太一奈村 信重氏 新開 幸一 新ひだか 伊藤 和明 520＋141：12．73 12．2�
59 チェリーペトルズ 牝3鹿 53

51 △横山 和生 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 464＋ 41：13．87 8．1�
713� ソニックフリート 牝5鹿 55 菅原 隆一中村 浩章氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 420－121：14．54 366．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，014，600円 複勝： 25，083，500円 枠連： 10，594，800円
馬連： 27，928，400円 馬単： 18，313，800円 ワイド： 14，957，200円
3連複： 40，151，300円 3連単： 65，590，800円 計： 218，634，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 350円 � 940円 � 860円 枠 連（6－7） 4，650円

馬 連 �� 14，730円 馬 単 �� 27，310円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 6，630円 �� 9，920円

3 連 複 ��� 130，540円 3 連 単 ��� 930，890円

票 数

単勝票数 計 160146 的中 � 8199（7番人気）
複勝票数 計 250835 的中 � 20948（5番人気）� 6690（11番人気）� 7312（10番人気）
枠連票数 計 105948 的中 （6－7） 1683（18番人気）
馬連票数 計 279284 的中 �� 1400（49番人気）
馬単票数 計 183138 的中 �� 495（88番人気）
ワイド票数 計 149572 的中 �� 1079（41番人気）�� 554（63番人気）�� 369（77番人気）
3連複票数 計 401513 的中 ��� 227（255番人気）
3連単票数 計 655908 的中 ��� 52（1620番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―12．4―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―46．4―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．8
3 ・（2，12）（7，15）（1，5，10）9，3（4，11）（8，6）（14，13） 4 ・（2，12）15（7，10）（1，5）（3，9）4（8，11）（6，14）13

勝馬の
紹 介

デリケートアーチ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．7．16 新潟9着

2009．5．9生 牝4栃栗 母 デ リ キ ッ ト 母母 エ コ ル シ ユ 21戦2勝 賞金 22，320，000円
〔騎手変更〕 アークペガサス号の騎手長岡禎仁は，第3日第9競走での落馬負傷のため田中健に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 コロカムイ号・ゼンノコリオリ号

2904410月20日 雨 稍重 （25新潟3）第4日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時35分 （芝・左・外）

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
1：56．4
1：56．1

良
良

22 ブランクヴァース 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �社台レースホース田中 清隆 千歳 社台ファーム 494－ 42：02．4 3．2�
610 コーラルタワー 牡3黒鹿55 柴山 雄一田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか 鳥谷 勝彦 452＋ 6 〃 クビ 9．6�
46 インカンデセンス 牝3鹿 53

52 ☆菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448＋ 22：02．93 10．2�

813 テイエムオペラドン 牡4鹿 57
55 △藤懸 貴志竹園 正繼氏 浜田多実雄 浦河 川越ファーム 458± 02：03．0� 19．8�

814� グランデスバル 牡5栗 57 伊藤 工真 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 486－ 62：03．1クビ 28．1	
34 デンコウアカツキ 牝3鹿 53

51 △杉原 誠人田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 490± 0 〃 アタマ 32．7

58 � コンドッティエーレ 牡4栗 57 丸田 恭介村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 478± 02：03．2クビ 3．9�
69 � トーセンビジュー �4鹿 57

54 ▲原田 和真島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 田端牧場 B448＋ 6 〃 アタマ 61．9
45 スズカチャンプ 牡4鹿 57

56 ☆嶋田 純次永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B478－ 42：03．41	 13．3�
11 ティリアンパープル 牝3鹿 53 高倉 稜飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 446－ 82：03．5
 100．2�
711 ツルマルナルト 牡4鹿 57 川須 栄彦鶴田 鈴子氏 橋口弘次郎 浦河 市川牧場 512－ 4 〃 ハナ 20．0�
33 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 村田 一誠�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 430± 02：03．92
 20．4�
57 アンブリッジローズ 牡3鹿 55

53 △横山 和生 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 436－ 62：04．0
 6．1�
712 フロールジェナ 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 444± 02：04．21
 234．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，063，300円 複勝： 23，169，100円 枠連： 10，727，600円
馬連： 29，023，500円 馬単： 20，445，200円 ワイド： 15，386，400円
3連複： 41，763，200円 3連単： 72，027，900円 計： 227，606，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 220円 � 230円 枠 連（2－6） 1，490円

馬 連 �� 1，890円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 610円 �� 620円 �� 780円

3 連 複 ��� 4，540円 3 連 単 ��� 25，270円

票 数

単勝票数 計 150633 的中 � 37373（1番人気）
複勝票数 計 231691 的中 � 48770（1番人気）� 25389（4番人気）� 24542（5番人気）
枠連票数 計 107276 的中 （2－6） 5331（7番人気）
馬連票数 計 290235 的中 �� 11339（6番人気）
馬単票数 計 204452 的中 �� 4598（9番人気）
ワイド票数 計 153864 的中 �� 6319（4番人気）�� 6254（5番人気）�� 4780（7番人気）
3連複票数 計 417632 的中 ��� 6799（11番人気）
3連単票数 計 720279 的中 ��� 2104（52番人気）

ハロンタイム 13．5―11．8―12．6―12．7―12．9―12．8―12．2―11．3―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．5―25．3―37．9―50．6―1：03．5―1：16．3―1：28．5―1：39．8―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．9
3 ・（6，7）（4，11，14）10（5，13）8－2－（1，3，9）－12 4 ・（6，7）（4，10，11，14）（5，13）8，2（1，3）9，12

勝馬の
紹 介

ブランクヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2011．12．25 阪神2着

2009．3．30生 牡4黒鹿 母 クイーンソネット 母母 エイプリルソネット 11戦2勝 賞金 32，380，000円
〔騎手変更〕 トーセンビジュー号の騎手長岡禎仁は，第3日第9競走での落馬負傷のため原田和真に変更。



2904510月20日 雨 重 （25新潟3）第4日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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

77 バサラヴォーグ 牡4芦 57 西田雄一郎湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 480± 01：52．5 2．1�
78 ミキノノボリリュウ 牡3鹿 55

54 ☆菱田 裕二谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 488＋ 41：52．6� 6．3�
11 レッドジャクソン 牡4鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 浦河 信岡牧場 544＋ 21：52．7クビ 5．5�
44 レオネプチューン 牡5鹿 57 岩部 純二�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 464－141：53．01� 33．0�
55 ワルトユニヴァース 牡6栗 57 吉田 隼人的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 456－ 2 〃 クビ 10．8�
810 イレプレイスブル 牡3黒鹿55 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470± 01：53．1� 5．9	
33 キ マ モ リ 牡3黒鹿 55

54 ☆嶋田 純次諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 444＋ 81：53．2� 13．3

22 ヤマニンティグル 牡5鹿 57 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 462－121：53．41� 48．1�
66 スカイグラフィティ 牝3芦 53

51 △横山 和生飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 478± 01：53．5� 33．4�
89 � ヤマカツポセイドン 牡4黒鹿57 太宰 啓介山田 和夫氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 466－ 41：54．45 98．5

（10頭）

売 得 金
単勝： 17，410，900円 複勝： 29，253，200円 枠連： 7，886，200円
馬連： 31，127，700円 馬単： 22，753，000円 ワイド： 14，822，100円
3連複： 40，105，400円 3連単： 90，256，600円 計： 253，615，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 150円 枠 連（7－7） 570円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 270円 �� 220円 �� 470円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，760円

票 数

単勝票数 計 174109 的中 � 67879（1番人気）
複勝票数 計 292532 的中 � 104293（1番人気）� 38459（3番人気）� 42892（2番人気）
枠連票数 計 78862 的中 （7－7） 10211（3番人気）
馬連票数 計 311277 的中 �� 38782（2番人気）
馬単票数 計 227530 的中 �� 14793（2番人気）
ワイド票数 計 148221 的中 �� 13758（2番人気）�� 18832（1番人気）�� 6917（7番人気）
3連複票数 計 401054 的中 ��� 35818（1番人気）
3連単票数 計 902566 的中 ��� 17729（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．7―13．8―12．9―12．4―12．4―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．5―51．3―1：04．2―1：16．6―1：29．0―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9
1
3
・（8，5）（7，10）4，3，9－（2，6）－1・（8，5）10（7，1）（4，3，9）（2，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バサラヴォーグ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Miswaki デビュー 2011．11．20 東京2着

2009．4．28生 牡4芦 母 ナリタランバード 母母 Quiet Liaison 11戦3勝 賞金 31，400，000円
〔騎手変更〕 ヤマニンティグル号の騎手長岡禎仁は，第3日第9競走での落馬負傷のため伊藤工真に変更。

2904610月20日 雨 稍重 （25新潟3）第4日 第10競走 ��1，800�
あ わ し ま

粟 島 特 別
発走14時40分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

817 ミヤコマンハッタン 牝4鹿 55 柴山 雄一吉田喜代司氏 土田 稔 浦河 杵臼牧場 478－ 21：48．9 5．1�
47 セトノフラッパー 牝3栗 53 田中 健難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 430－ 81：49．43 16．0�
59 フレイムコード 牝4鹿 55 丸田 恭介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 472－ 21：49．72 7．6�
816 レネットグルーヴ 牝3黒鹿53 吉田 隼人 �サンデーレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 424＋ 4 〃 クビ 16．8�
48 ラヴァズアゲイン 牝4栗 55 鮫島 良太岡 浩二氏 大久保龍志 えりも エクセルマネジメント 472－ 21：49．8� 10．1�
24 ティンホイッスル 牝3黒鹿53 嘉藤 貴行 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 大西ファーム 442－ 41：49．9� 44．4	
35 ヤマニンプードレ 牝3芦 53 伊藤 工真土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 472＋101：50．0� 12．5

11 スカイキューティー 牝3黒鹿53 川須 栄彦杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 490＋241：50．21� 4．6�
12 ゴッドフロアー 牝3鹿 53 黛 弘人広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 498＋221：50．3� 52．5
611 スピカシチー 牝4鹿 55 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 454＋14 〃 クビ 165．9�
36 � モ シ モ シ 牝3黒鹿53 杉原 誠人小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 416－ 5 〃 アタマ 70．3�
713 ミサソレムニス 牝4栗 55 太宰 啓介吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 434± 01：50．4クビ 12．3�
23 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 474－ 81：50．5� 11．5�
612 ドラゴントーク 牝3黒鹿53 木幡 初広窪田 康志氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 442＋ 6 〃 クビ 27．3�
510 ピ ュ ク シ ス 牝3青 53 菱田 裕二 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460－101：50．6	 27．0�
815 カ ナ ル ナ ニ 牝3芦 53 高倉 稜 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 486＋ 61：50．81� 10．6�
714 ナイトブルーミング 牝3芦 53 嶋田 純次平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 446－ 2 〃 クビ 61．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 21，273，300円 複勝： 37，371，000円 枠連： 17，412，700円
馬連： 57，126，900円 馬単： 33，839，000円 ワイド： 25，662，100円
3連複： 85，091，100円 3連単： 128，454，300円 計： 406，230，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 470円 � 260円 枠 連（4－8） 1，120円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 6，350円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 890円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 7，980円 3 連 単 ��� 42，900円

票 数

単勝票数 計 212733 的中 � 33291（2番人気）
複勝票数 計 373710 的中 � 58816（2番人気）� 17927（10番人気）� 38317（3番人気）
枠連票数 計 174127 的中 （4－8） 11502（3番人気）
馬連票数 計 571269 的中 �� 11770（14番人気）
馬単票数 計 338390 的中 �� 3936（13番人気）
ワイド票数 計 256621 的中 �� 3843（21番人気）�� 7300（3番人気）�� 3726（25番人気）
3連複票数 計 850911 的中 ��� 7878（12番人気）
3連単票数 計1284543 的中 ��� 2210（61番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．4―12．8―12．7―12．0―11．6―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．4―36．8―49．6―1：02．3―1：14．3―1：25．9―1：37．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤコマンハッタン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2011．6．19 中山2着

2009．3．30生 牝4鹿 母 ハッピースキャット 母母 シンミスチーフ 20戦3勝 賞金 49，461，000円



2904710月20日 雨 重 （25新潟3）第4日 第11競走 ��
��1，000�

ば く し ん

驀 進 特 別
発走15時20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 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

713 アンゲネーム �5鹿 57 丸田 恭介�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 478＋ 6 56．1 5．1�
611 グ レ カ ー レ 牝3鹿 53 嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 ラツキー牧場 438＋ 4 56．31	 15．9�
11 クリノタカラチャン 牝3黒鹿53 横山 和生栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 420± 0 56．61
 35．7�
814 タイキガラハッド 牡5栗 57 川須 栄彦�大樹ファーム 松元 茂樹 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 506± 0 〃 ハナ 13．6�
59 エ キ ナ シ ア 牝5鹿 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 490－ 4 〃 クビ 36．7	
22 オレニホレルナヨ 牡4栗 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 504＋10 56．81� 48．5

712 バルスピュール 牝4黒鹿55 吉田 隼人ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 468＋ 2 56．9� 9．3�
34 � エンプレスラブ 牝4黒鹿55 鮫島 良太 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 B514＋ 2 〃 クビ 12．9�
610 リアリティー 牝3鹿 53 杉原 誠人小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 468＋ 2 57．0クビ 20．0
58 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± 0 〃 クビ 19．3�
35 ヨシカワクン 牝3鹿 53 黛 弘人井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B464＋ 2 57．1クビ 8．4�
46 � ハイマウンテン 牝3鹿 53 太宰 啓介北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 豊郷牧場 440＋ 8 57．31	 25．5�
23  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 B442－ 2 57．61
 6．6�
815 サンマルクイーン 牝4栗 55 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 454－10 58．45 4．0�
47 � プラチナディスク 牝8鹿 55 木幡 初広吉橋 計氏 石毛 善彦 門別 新井 弘幸 466－ 8 〃 クビ 227．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，432，100円 複勝： 44，572，300円 枠連： 32，253，200円
馬連： 114，846，500円 馬単： 67，139，700円 ワイド： 40，894，000円
3連複： 173，238，600円 3連単： 300，062，400円 計： 801，438，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 460円 � 690円 枠 連（6－7） 1，320円

馬 連 �� 4，720円 馬 単 �� 8，410円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 3，870円 �� 7，700円

3 連 複 ��� 76，380円 3 連 単 ��� 323，760円

票 数

単勝票数 計 284321 的中 � 44383（2番人気）
複勝票数 計 445723 的中 � 84040（1番人気）� 23035（9番人気）� 14287（12番人気）
枠連票数 計 322532 的中 （6－7） 18088（7番人気）
馬連票数 計1148465 的中 �� 17987（18番人気）
馬単票数 計 671397 的中 �� 5893（34番人気）
ワイド票数 計 408940 的中 �� 7070（15番人気）�� 2580（59番人気）�� 1285（77番人気）
3連複票数 計1732386 的中 ��� 1674（219番人気）
3連単票数 計3000624 的中 ��� 684（1020番人気）

ハロンタイム 12．0―10．2―11．1―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．2―33．3―44．1

上り4F44．1－3F33．9
勝馬の
紹 介

アンゲネーム �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Danehill デビュー 2010．11．6 福島11着

2008．3．8生 �5鹿 母 エ ミ ナ 母母 Delilah 21戦3勝 賞金 40，540，000円

2904810月20日 雨 重 （25新潟3）第4日 第12競走 ��1，600�
と や の

鳥 屋 野 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 469，000円 134，000円 67，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

59 ダンツカナリー 牝3青鹿53 太宰 啓介山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 480＋221：38．0 5．8�
23 アドマイヤキンカク 牡3鹿 55 吉田 隼人近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442＋ 81：38．21� 4．0�
11 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 468－ 4 〃 ハナ 52．7�
58 � メイショウインロウ 牡4栗 57 高倉 稜松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 526＋101：38．41� 32．7�
814� シークレットベース 牝5鹿 55 木幡 初広山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 452＋ 2 〃 クビ 9．4�
34 ロベルクランツ 牡4鹿 57 嶋田 純次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 富菜牧場 422－ 6 〃 アタマ 4．7	
611 ピタゴラスコンマ 牡4鹿 57 村田 一誠髙瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 520－ 21：38．5� 8．3

815 マイネルコランダム 牡4青鹿57 柴山 雄一 �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 472＋ 21：38．71� 24．1�
22 ジューヴルエール 牡3黒鹿55 川須 栄彦有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：38．8	 6．1�
35 グランデアモーレ 牝3芦 53 菱田 裕二 キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 61：39．01� 11．2�
47 マイネルオラシオン 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 むかわ 市川牧場 456－ 8 〃 ハナ 175．7�
713� アカネチャン 牝4鹿 55 藤懸 貴志泉 一郎氏 西橋 豊治 新ひだか 坂本牧場 446－ 41：39．1� 58．4�
46 イースタリーガスト 牡6黒鹿57 黛 弘人鶴見 清氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム 504± 0 〃 アタマ 166．5�
610 ラブグランデー 牝6鹿 55 伊藤 工真増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム 462－18 〃 クビ 87．2�
712� チュウワダンサー 牝4芦 55 丸田 恭介中西 忍氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 448－ 61：40．48 94．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，485，700円 複勝： 41，610，300円 枠連： 20，423，100円
馬連： 69，775，600円 馬単： 43，836，800円 ワイド： 30，853，900円
3連複： 98，901，000円 3連単： 191，048，600円 計： 523，935，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 170円 � 1，210円 枠 連（2－5） 710円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 520円 �� 3，390円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 20，500円 3 連 単 ��� 81，500円

票 数

単勝票数 計 274857 的中 � 37780（3番人気）
複勝票数 計 416103 的中 � 50289（3番人気）� 83900（1番人気）� 6578（11番人気）
枠連票数 計 204231 的中 （2－5） 21273（2番人気）
馬連票数 計 697756 的中 �� 38400（4番人気）
馬単票数 計 438368 的中 �� 11580（8番人気）
ワイド票数 計 308539 的中 �� 16058（2番人気）�� 2143（36番人気）�� 1549（46番人気）
3連複票数 計 989010 的中 ��� 3562（67番人気）
3連単票数 計1910486 的中 ��� 1730（257番人気）

ハロンタイム 13．5―12．0―13．1―13．1―12．3―11．5―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．5―25．5―38．6―51．7―1：04．0―1：15．5―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．0
3 ・（3，9）13（1，5，7）15（8，12）（2，6，14）（4，11）10 4 ・（3，9）（5，7，13）15，1（8，12）14（2，6）（4，11）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンツカナリー �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー 2012．6．17 阪神2着

2010．4．20生 牝3青鹿 母 レディストロベリー 母母 Juniper Berry 9戦2勝 賞金 26，930，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 イースタリーガスト号の騎手長岡禎仁は，第3日第9競走での落馬負傷のため黛弘人に変更。
〔制裁〕 マイネルコランダム号の騎手柴山雄一は，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50，000円。（被害馬：13

番）

３レース目



（25新潟3）第4日 10月20日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重後重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 167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

166，760，000円
6，300，000円
1，760，000円
15，300，000円
55，700，500円
4，342，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
201，679，100円
330，486，600円
140，941，000円
464，557，100円
308，348，000円
217，887，100円
675，375，600円
1，194，746，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，534，021，400円

総入場人員 13，407名 （有料入場人員 11，167名）
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