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2904910月26日 雨 不良 （25新潟3）第5日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （ダート・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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

813 ウエスタンメルシー 牝2鹿 54 中舘 英二西川 賢氏 松山 康久 新ひだか ウエスタンファーム 450＋ 21：12．3 10．5�
712 オベーション 牝2鹿 54 高倉 稜岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 坂本牧場 434＋ 21：12．4� 2．6�
34 トウカイマインド 牝2鹿 54 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 446－ 61：12．82� 4．9�
814 ウィットウォーター 牝2黒鹿54 藤岡 康太鈴木 康弘氏 武 宏平 むかわ 上水牧場 440＋161：12．9� 20．7�
45 キュークッキング 牝2黒鹿 54

52 △藤懸 貴志栗嶋 豊明氏 谷 潔 新ひだか 荒谷 輝和 456－101：13．75 4．4�
57 マ イ ガ ー ル 牝2栗 54

52 △横山 和生北村 和江氏 中野 栄治 日高 増尾牧場 440＋ 6 〃 クビ 17．5�
46 スイートポーラ 牝2芦 54 川島 信二シンボリ牧場 高橋 亮 日高 シンボリ牧場 462－ 81：13．8� 90．6	
711 タケノペガサス 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太竹原 孝昭氏 作田 誠二 浦河 絵笛牧場 488＋ 21：13．9クビ 49．8

610 サマードール 牝2栗 54 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 荒木 貴宏 460＋ 4 〃 クビ 11．6�
33 ペイシャンスゼータ 牝2栗 54 伊藤 工真北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 470＋ 21：14．0� 64．5
58 サンバデジャネイロ 牝2黒鹿54 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 436－ 21：14．1クビ 62．8�
69 ペ ロ ペ ロ 牝2鹿 54 丸田 恭介中村 祐子氏 栗田 徹 日高 賀張三浦牧場 456＋ 61：14．2� 59．3�
11 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 418＋ 41：14．41� 67．4�
22 シャドウリーフ 牝2栗 54

53 ☆菱田 裕二飯塚 知一氏 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 446－ 41：14．93 19．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 10，246，300円 複勝： 19，540，800円 枠連： 5，399，900円
馬連： 20，854，900円 馬単： 15，893，300円 ワイド： 12，581，900円
3連複： 33，772，300円 3連単： 54，705，600円 計： 172，995，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 250円 � 130円 � 170円 枠 連（7－8） 860円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，480円

ワ イ ド �� 580円 �� 860円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 20，400円

票 数

単勝票数 計 102463 的中 � 7694（4番人気）
複勝票数 計 195408 的中 � 15746（5番人気）� 55028（1番人気）� 28841（3番人気）
枠連票数 計 53999 的中 （7－8） 4662（3番人気）
馬連票数 計 208549 的中 �� 10655（5番人気）
馬単票数 計 158933 的中 �� 3376（10番人気）
ワイド票数 計 125819 的中 �� 5297（5番人気）�� 3382（8番人気）�� 9242（2番人気）
3連複票数 計 337723 的中 ��� 10175（5番人気）
3連単票数 計 547056 的中 ��� 1980（49番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．1―12．8―12．1―12．1

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウエスタンメルシー �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2013．7．20 福島5着

2011．3．21生 牝2鹿 母 ウエスタンバリア 母母 ウエスタンマデリア 3戦1勝 賞金 5，700，000円
※出走取消馬 グラスルノン号（疾病〔左肩跛行〕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。
（非当選馬） 2頭 オクリモノ号・ホトトヤエ号

2905010月26日 曇 稍重 （25新潟3）第5日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時20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

67 ア ル テ 牡2栗 55 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 21：37．2 3．3�
710 モーレアモーレ 牝2栗 54 勝浦 正樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 470－ 81：37．3� 18．0�
22 パドルウィール 牡2芦 55 藤岡 康太有限会社シルク中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 61：37．4クビ 2．0�
33 クリノカンパニー 牡2鹿 55 川島 信二栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 三輪牧場 474± 0 〃 アタマ 8．4�
812 シゲルクシロ 牝2鹿 54 中舘 英二森中 蕃氏 飯田 明弘 平取 赤石牧場 466－ 41：37．82� 15．3�
56 ハ イ ク ロ ス 牡2芦 55

53 △杉原 誠人 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム B442± 01：38．01� 19．5	
55 テイエムトッピモン 牡2鹿 55

54 ☆菱田 裕二竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 440－ 41：38．31� 53．0

811 コスモアイオライト 牝2芦 54

53 ☆中井 裕二 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 猿橋 義昭 446＋ 61：38．51� 14．7�
44 サンレイロッキー 牡2鹿 55

53 △藤懸 貴志永井 啓弍氏 西橋 豊治 むかわ 新井牧場 458－101：38．6� 108．3�
68 カ シ ノ バ ル �2栗 55 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 450＋ 61：39．23� 24．5
79 ラゴアボニータ 牝2芦 54

53 ☆嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B428± 01：40．15 351．2�
11 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 410－ 81：40．31� 245．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 12，119，400円 複勝： 20，953，600円 枠連： 6，634，800円
馬連： 19，694，400円 馬単： 16，409，000円 ワイド： 11，993，800円
3連複： 28，711，200円 3連単： 57，550，100円 計： 174，066，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 270円 � 110円 枠 連（6－7） 2，410円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 3，940円

ワ イ ド �� 710円 �� 180円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 12，230円

票 数

単勝票数 計 121194 的中 � 29547（2番人気）
複勝票数 計 209536 的中 � 49272（2番人気）� 11347（5番人気）� 73856（1番人気）
枠連票数 計 66348 的中 （6－7） 2037（9番人気）
馬連票数 計 196944 的中 �� 5906（10番人気）
馬単票数 計 164090 的中 �� 3075（14番人気）
ワイド票数 計 119938 的中 �� 3524（12番人気）�� 21854（1番人気）�� 4495（8番人気）
3連複票数 計 287112 的中 ��� 12395（5番人気）
3連単票数 計 575501 的中 ��� 3474（31番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．6―12．9―12．8―11．6―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―37．0―49．9―1：02．7―1：14．3―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F34．5
3 10，12（7，9）8（3，11）（2，4）6（1，5） 4 10，12（7，9）8（3，11）（2，4）（5，6）1

勝馬の
紹 介

ア ル テ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．10．12 京都2着

2011．4．16生 牡2栗 母 ダイヤモンドクイン 母母 ハギノトツプレデイ 2戦1勝 賞金 7，800，000円

第３回 新潟競馬 第５日



2905110月26日 曇 不良 （25新潟3）第5日 第3競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走10時50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

812 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 518－ 41：51．8 2．8�
55 � ヤンキーソヴリン 	3黒鹿55 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. 490＋ 81：51．9
 30．1�
79 プラネットスコア 牡3黒鹿55 柴山 雄一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 466－ 41：52．32
 49．7�
22 ハギノブシドウ 牡3栗 55

53 △杉原 誠人日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 492± 01：52．51 40．7�
710 サトノシーザー 牡4青 57

56 ☆菱田 裕二里見 治氏 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 532＋ 81：52．71� 7．3�
56 � サダルメリク 牡6鹿 57

55 △藤懸 貴志前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne
C Chess 476－ 2 〃 アタマ 19．4�

67 スリースペシャル 牡3鹿 55 藤岡 康太永井商事	 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 B470± 01：52．91� 131．1

11 �� ベリベリハッピー 牡4黒鹿 57

56 ☆嶋田 純次足立 範子氏 黒岩 陽一 米
Marston Stud, R.
A. N. Bonnycastle
& BBA Ireland

492－ 41：53．0
 211．9�
33 ラルゴスパーダ 牡3鹿 55 津村 明秀 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム B484＋ 21：53．42
 8．7
811 サトノジェミニ 牡3鹿 55 吉田 隼人里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 434± 01：53．82
 11．9�
68 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 418－ 21：55．29 484．4�
44 � 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 534－ 62：00．1大差 2．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 13，522，900円 複勝： 24，610，200円 枠連： 6，246，100円
馬連： 22，976，100円 馬単： 17，790，100円 ワイド： 13，652，400円
3連複： 32，734，000円 3連単： 63，190，700円 計： 194，722，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 510円 � 800円 枠 連（5－8） 980円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 4，090円

ワ イ ド �� 770円 �� 1，270円 �� 7，280円

3 連 複 ��� 25，220円 3 連 単 ��� 97，980円

票 数

単勝票数 計 135229 的中 � 39132（2番人気）
複勝票数 計 246102 的中 � 71003（1番人気）� 10065（7番人気）� 5968（8番人気）
枠連票数 計 62461 的中 （5－8） 4737（6番人気）
馬連票数 計 229761 的中 �� 5390（12番人気）
馬単票数 計 177901 的中 �� 3215（17番人気）
ワイド票数 計 136524 的中 �� 4591（8番人気）�� 2664（15番人気）�� 440（38番人気）
3連複票数 計 327340 的中 ��� 958（56番人気）
3連単票数 計 631907 的中 ��� 476（246番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．3―48．8―1：00．9―1：13．2―1：26．0―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シルバーレイショウ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Siphon デビュー 2012．1．14 中山5着

2009．4．13生 牡4芦 母 キッズトゥデイ 母母 Smoke Alert 17戦2勝 賞金 28，400，000円
〔その他〕 ダノンクリエーター号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

2905210月26日 曇 稍重 （25新潟3）第5日 第4競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走11時20分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．7

良
良

817 テラノイロハ 牝4青鹿55 松田 大作寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464＋201：35．2 59．6�
12 アルマディヴァン 牝3栗 53 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 480－12 〃 クビ 28．5�
48 エ イ ン セ ル 牝3鹿 53

52 ☆菱田 裕二吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 436＋ 61：35．52 13．7�
612 フェニーチェ 牝4鹿 55

53 △横山 和生広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 464－ 21：35．6� 23．0�
611 シンジュボシ 牝3栗 53

52 ☆嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 478＋ 81：35．7� 7．9�

715 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 418－ 41：35．8クビ 5．2	
35 エメラルドヴァレー 牝5青鹿 55

53 △藤懸 貴志吉田 照哉氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム 430－ 81：36．01� 36．8

818	 ベリーフィールズ 牝5鹿 55 柴山 雄一 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 472＋ 8 〃 クビ 63．3�
47 	 アンペラトリス 牝6栗 55 荻野 琢真伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 458＋ 61：36．1クビ 107．8�
59 クロイゼリンチャン 牝3鹿 53 高倉 稜 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 北田 剛 434＋ 4 〃 ハナ 10．0
36 オーゴンチャチャ 牝3鹿 53 丹内 祐次永田 清男氏 谷原 義明 日高 田中 元寿 434± 01：36．31 49．6�
714 ベアトリッツ 牝3鹿 53 川須 栄彦 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 412－ 8 〃 クビ 3．8�
24 チェネレントラ 牝3鹿 53 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 41：36．51� 7．2�
11 スピリットレイク 牝3鹿 53 鮫島 良太 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500± 01：36．82 40．6�
816	 テラノココロ 牝4青鹿 55

54 ☆中井 裕二寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 416＋12 〃 クビ 208．0�
713 ファイアマーシャル 牝3鹿 53 丸田 恭介 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 456＋16 〃 ハナ 27．8�
510 キネオリリー 牝3栗 53 木幡 初広吉田 千津氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 512－ 21：36．9� 20．8�
23 レッドセイリング 牝3鹿 53 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480－221：37．0クビ 11．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 15，224，700円 複勝： 30，483，900円 枠連： 11，623，200円
馬連： 27，693，500円 馬単： 19，396，200円 ワイド： 17，268，400円
3連複： 45，529，100円 3連単： 67，663，400円 計： 234，882，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，960円 複 勝 � 1，890円 � 1，010円 � 500円 枠 連（1－8） 14，400円

馬 連 �� 49，730円 馬 単 �� 122，350円

ワ イ ド �� 17，300円 �� 11，640円 �� 7，280円

3 連 複 ��� 373，340円 3 連 単 ��� 4，539，600円

票 数

単勝票数 計 152247 的中 � 2015（15番人気）
複勝票数 計 304839 的中 � 4025（16番人気）� 7807（12番人気）� 17278（6番人気）
枠連票数 計 116232 的中 （1－8） 596（31番人気）
馬連票数 計 276935 的中 �� 411（106番人気）
馬単票数 計 193962 的中 �� 117（225番人気）
ワイド票数 計 172684 的中 �� 245（124番人気）�� 365（103番人気）�� 586（78番人気）
3連複票数 計 455291 的中 ��� 90（590番人気）
3連単票数 計 676634 的中 ��� 11（4047番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―12．2―12．5―12．5―11．5―10．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．8―36．0―48．5―1：01．0―1：12．5―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テラノイロハ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2011．7．17 京都4着

2009．4．18生 牝4青鹿 母 ティエッチグリーン 母母 Confirmed Dancer 13戦2勝 賞金 16，500，000円



2905310月26日 曇 不良 （25新潟3）第5日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走11時50分 （ダート・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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

47 ナモンレジェンド 牡2鹿 55 丸田 恭介�南原商事 本間 忍 日高 本間牧場 492 ―1：12．7 12．6�
23 ジ ー ニ ア イ 牡2青 55 黛 弘人井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 476 ―1：13．23 3．3�
22 モズニントク 牡2黒鹿55 松田 大作北側 雅司氏 南井 克巳 新ひだか 山野牧場 468 ―1：13．41 11．1�
34 グランベラミ 牝2鹿 54

52 △杉原 誠人飯田 訓大氏 森 秀行 日高 三城牧場 438 ―1：13．5� 19．3�
46 トミケンフアーマ 牡2鹿 55 川須 栄彦冨樫 賢二氏 上原 博之 伊達 高橋農場 B442 ―1：13．6� 31．6�
611 ファイアボール 牡2鹿 55 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 浦河 酒井牧場 486 ―1：13．92 13．7	
610 ア モ ロ ッ ソ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太 
フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム 402 ―1：14．0� 10．9�
712 スリーチアサウス 牝2鹿 54

53 ☆菱田 裕二永井商事� 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 454 ―1：14．53 14．3�
814 ディバインドーター 牝2栗 54 吉田 隼人 
サンデーレーシング 矢野 英一 日高 追分ファーム 454 ― 〃 クビ 5．4
59 ドクターナイーヴ 牡2栗 55

54 ☆中井 裕二迎 徹氏 庄野 靖志 浦河 笹島 政信 482 ―1：14．71 4．4�
11 トドロキバクシン 牡2鹿 55 村田 一誠原田昭太郎氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 526 ―1：14．8� 37．7�
35 カネトシエンパシー 牡2栗 55

53 △藤懸 貴志兼松 利男氏 日吉 正和 日高 メイプルファーム 456 ―1：15．11� 90．3�
815 テイエムキャンディ 牝2鹿 54 高倉 稜竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 テイエム牧場日高支場 420 ―1：16．8大差 90．6�
58 カミノアヴァロン 牝2鹿 54 西田雄一郎村上 正喜氏 南田美知雄 浦河 北光牧場 448 ―1：17．12 175．6�
713 カオリザワイルド 牝2鹿 54

51 ▲花田 大昂髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 426 ―1：19．1大差 244．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 13，590，500円 複勝： 18，802，600円 枠連： 8，255，300円
馬連： 20，951，300円 馬単： 15，405，000円 ワイド： 11，201，900円
3連複： 28，350，600円 3連単： 44，703，000円 計： 161，260，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 370円 � 170円 � 240円 枠 連（2－4） 1，410円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 7，190円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，530円 �� 670円

3 連 複 ��� 7，660円 3 連 単 ��� 51，710円

票 数

単勝票数 計 135905 的中 � 8520（6番人気）
複勝票数 計 188026 的中 � 11312（8番人気）� 35886（1番人気）� 19883（4番人気）
枠連票数 計 82553 的中 （2－4） 4328（6番人気）
馬連票数 計 209513 的中 �� 5185（11番人気）
馬単票数 計 154050 的中 �� 1582（32番人気）
ワイド票数 計 112019 的中 �� 2080（16番人気）�� 1759（22番人気）�� 4306（4番人気）
3連複票数 計 283506 的中 ��� 2733（24番人気）
3連単票数 計 447030 的中 ��� 638（166番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．8―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．7―35．6―48．4―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナモンレジェンド �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 マ イ ニ ン グ 初出走

2011．4．16生 牡2鹿 母 ナモンアガシ 母母 テ ン ド ラ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カオリザワイルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月26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。
（非当選馬） 5頭 オータムラヴ号・カイドウ号・サトノプロシオン号・ジョージバジー号・ティアップシンガー号

2905410月26日 曇 不良 （25新潟3）第5日 第6競走 ��1，800�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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

44 ゴールデンヒーロー 牡3鹿 55 川島 信二有限会社シルク北出 成人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 21：52．1 6．1�

11 フォルトファーレン 牡4黒鹿 57
56 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468± 01：52．31� 10．0�

810 タイセイローマン 牡4鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 498＋ 4 〃 アタマ 1．7�
78 ケイアイホクトセイ 牡3鹿 55 勝浦 正樹亀田 和弘氏 和田 正道 新ひだか 松田牧場 510＋121：52．4� 13．2�
22 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 494－ 21：52．5� 12．6�
66 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 460－ 81：52．71� 26．2	
89 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 B492＋ 61：52．8� 13．8�
55 	 ワンダーストラ 牡6栗 57 田中 健山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 B520± 01：53．97 70．4�
33 ペガサスフラッシュ 牡5栗 57

56 ☆中井 裕二松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 422＋ 6 （競走中止） 13．5
77 ハ ー デ ス 
3青 55

53 △藤懸 貴志�ターフ・スポート平田 修 日高 ナカノファーム 482＋ 4 （競走中止） 33．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 15，805，400円 複勝： 35，009，500円 枠連： 5，795，000円
馬連： 21，092，200円 馬単： 17，907，600円 ワイド： 12，455，600円
3連複： 29，083，100円 3連単： 66，418，000円 計： 203，566，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 150円 � 220円 � 110円 枠 連（1－4） 3，440円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 6，600円

ワ イ ド �� 780円 �� 210円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 17，990円

票 数

単勝票数 計 158054 的中 � 20422（2番人気）
複勝票数 計 350095 的中 � 40637（2番人気）� 21988（4番人気）� 185815（1番人気）
枠連票数 計 57950 的中 （1－4） 1244（12番人気）
馬連票数 計 210922 的中 �� 4946（10番人気）
馬単票数 計 179076 的中 �� 2003（18番人気）
ワイド票数 計 124556 的中 �� 3313（9番人気）�� 17734（1番人気）�� 9587（3番人気）
3連複票数 計 290831 的中 ��� 14266（4番人気）
3連単票数 計 664180 的中 ��� 2725（60番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．4―12．9―12．4―12．3―12．9―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．3―49．2―1：01．6―1：13．9―1：26．8―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンヒーロー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．9 阪神5着

2010．2．2生 牡3鹿 母 プリンセスゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 13戦2勝 賞金 20，800，000円
〔競走中止〕 ハーデス号は，最後の直線コースで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。

ペガサスフラッシュ号は，最後の直線コースで，転倒した「ハーデス」号に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中
止。



2905510月26日 曇 稍重 （25新潟3）第5日 第7競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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
1：56．4
1：56．1

良
良

45 レイヌドネージュ 牝3鹿 53
51 △横山 和生 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 478＋ 42：01．8 19．1�

11 インナーアージ 牝3鹿 53 伊藤 工真 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 424－ 2 〃 ハナ 3．1�
46 � 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 454－ 8 〃 クビ 3．5�

33 レッドベルフィーユ 牝3栗 53
51 △杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 400－102：02．01 12．1�

814 レッドオーディン 牡3鹿 55
54 ☆中井 裕二 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 440＋ 82：02．1� 15．0	

69 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 486－102：02．2� 12．9

57 ガ ウ チ ョ 牡3鹿 55 西村 太一阿部 幸暉氏 松山 将樹 浦河 桑田フアーム 476＋ 22：02．3� 62．4�
58 エルヴィスバローズ 牡5鹿 57

54 ▲伴 啓太猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 494－ 4 〃 クビ 57．5�

610 テイエムレンジャー 牡3鹿 55
54 ☆菱田 裕二竹園 正繼氏 岩元 市三 浦河 木村牧場 490＋ 82：02．4� 5．7

22 コスミックワンダー 牡3鹿 55
52 ▲城戸 義政吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 488－ 22：02．71� 36．3�

711 ルネッタアスール 牝4鹿 55 田中 健青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 460＋ 62：02．8� 14．3�
813 ヴュルデバンダム 牝4青鹿55 荻野 琢真山科 統氏 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 448± 02：03．33 155．8�
712� トーセンシーザー �4黒鹿 57

54 ▲花田 大昂島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 472± 02：03．4� 23．3�
34 � カシノペンダント 牝4栗 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 青森 諏訪牧場 450＋ 22：03．5� 97．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，588，900円 複勝： 22，913，100円 枠連： 7，713，300円
馬連： 22，786，700円 馬単： 17，016，500円 ワイド： 13，784，100円
3連複： 34，267，600円 3連単： 58，347，400円 計： 191，417，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 340円 � 150円 � 140円 枠 連（1－4） 620円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 6，590円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 960円 �� 280円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 28，730円

票 数

単勝票数 計 145889 的中 � 6030（8番人気）
複勝票数 計 229131 的中 � 12708（8番人気）� 44898（2番人気）� 51457（1番人気）
枠連票数 計 77133 的中 （1－4） 9227（1番人気）
馬連票数 計 227867 的中 �� 5707（12番人気）
馬単票数 計 170165 的中 �� 1906（26番人気）
ワイド票数 計 137841 的中 �� 3091（15番人気）�� 3265（12番人気）�� 14185（1番人気）
3連複票数 計 342676 的中 ��� 7382（7番人気）
3連単票数 計 583474 的中 ��� 1499（69番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―36．1―48．9―1：01．4―1：14．3―1：26．7―1：38．5―1：49．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイヌドネージュ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．9．30 中山6着

2010．3．23生 牝3鹿 母 イルネージュ 母母 ジュウニヒトエ 12戦1勝 賞金 11，870，000円
〔騎手変更〕 カシノペンダント号の騎手藤懸貴志は，第6競走での落馬負傷のため二本柳壮に変更。
〔発走状況〕 ルネッタアスール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

2905610月26日 曇 稍重 （25新潟3）第5日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

817 シゲルオレンジ 牝4黒鹿55 岡田 祥嗣森中 蕃氏 服部 利之 青森 諏訪牧場 474＋ 2 56．8 19．6�
715 サウンドアドバイス 牝3栗 53 勝浦 正樹加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 450＋ 2 〃 クビ 10．3�
48 ケイアイウィルゴー 牝3鹿 53 吉田 隼人亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 464＋ 2 56．9クビ 8．2�
714 トランドネージュ 牝4栗 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 松山 康久 安平 追分ファーム 488－ 6 57．11� 2．9�
36 レヴァンタール �4鹿 57 川須 栄彦岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 450± 0 〃 クビ 6．6�
47 オ ー パ ル ス �5芦 57 丸田 恭介広尾レース	 黒岩 陽一 新ひだか 大典牧場 498＋ 4 57．2� 24．5

713	 ミッドナイトリバー 牝4鹿 55 丹内 祐次小林 薫氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 418－12 57．3� 35．2�
611 オードゥルルド 牝4青鹿 55

53 △横山 和生 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 482－12 57．4
 108．3�
818 ラブチャーミー 牝7鹿 55

52 ▲伴 啓太増田 陽一氏 和田 雄二 新ひだか 松田 三千雄 446－ 5 〃 クビ 45．2
12 メイショウジビュス 牝4鹿 55

54 ☆中井 裕二松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 464－ 6 57．61 46．1�
612 フレンチナデシコ 牝4鹿 55

53 △杉原 誠人古川 智洋氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム 420－ 8 〃 ハナ 110．9�

816 ヴェンセール 牡3鹿 55 西田雄一郎桐谷 茂氏 堀井 雅広 日高 田端牧場 472＋12 57．91
 11．8�
510	 シンボリゾンネ 牡5栗 57

54 ▲花田 大昂シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 526－10 〃 クビ 11．5�
24 ファンアットコート 牝3鹿 53 中谷 雄太�ミルファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 2 58．0クビ 244．6�
35 ジャパンイモン 牝3栗 53 黛 弘人井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 438＋ 2 58．21� 7．0�
11 セルリアンスバル 牡3芦 55 松田 大作�イクタ 田中 章博 新冠 村本牧場 444＋ 2 〃 ハナ 48．5�
59 ハ ピ シ ン 牝5黒鹿55 藤岡 康太副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 464± 0 58．41� 62．6�
23 ローザペルラ 牝6鹿 55 小林 徹弥吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 454－ 4 59．25 144．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 16，693，700円 複勝： 26，354，000円 枠連： 14，894，400円
馬連： 31，719，100円 馬単： 20，585，200円 ワイド： 16，848，800円
3連複： 56，347，600円 3連単： 91，753，600円 計： 275，196，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 590円 � 300円 � 340円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 6，930円 馬 単 �� 17，770円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 1，360円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 17，890円 3 連 単 ��� 106，140円

票 数

単勝票数 計 166937 的中 � 6716（8番人気）
複勝票数 計 263540 的中 � 10775（9番人気）� 25246（4番人気）� 21266（5番人気）
枠連票数 計 148944 的中 （7－8） 15882（2番人気）
馬連票数 計 317191 的中 �� 3382（29番人気）
馬単票数 計 205852 的中 �� 855（68番人気）
ワイド票数 計 168488 的中 �� 1856（30番人気）�� 3077（15番人気）�� 2903（19番人気）
3連複票数 計 563476 的中 ��� 2325（59番人気）
3連単票数 計 917536 的中 ��� 638（352番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―10．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．6―33．8―44．4

上り4F44．8－3F34．2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルオレンジ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2011．7．17 京都7着

2009．3．9生 牝4黒鹿 母 ダーリングベリー 母母 エーエスファースト 20戦2勝 賞金 18，100，000円
〔騎手変更〕 シゲルオレンジ号の騎手藤懸貴志は，第6競走での落馬負傷のため岡田祥嗣に変更。



2905710月26日 曇 重 （25新潟3）第5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

59 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± 01：11．3 5．3�

815� アースパイプ 牡4栗 57
55 △杉原 誠人窪田 康志氏 尾形 和幸 新ひだか 千代田牧場 B480± 0 〃 アタマ 6．6�

23 コマノガレオス 牡4鹿 57 松田 大作長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 532＋ 4 〃 クビ 6．2�
35 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 460＋ 2 〃 ハナ 2．5�
47 ゼンノコリオリ 牡3鹿 55 川島 信二大迫久美子氏 高橋 亮 浦河 中村 雅明 460± 01：11．51 22．8�
34 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 494－ 8 〃 クビ 49．8�
46 メイショウゾンビ 牡4鹿 57 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 486＋ 21：11．6クビ 16．6	
712 ヒロノエンペラー 牡3青鹿55 高倉 稜サンエイ開発
 庄野 靖志 新冠 新冠橋本牧場 452－ 2 〃 クビ 15．1�
11 ドンビザッツウェイ 牡6鹿 57 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 490＋ 41：11．7クビ 42．3�
58 チェリーミルズ 牝3鹿 53

50 ▲伴 啓太 H.H．シェイク・ハムダン 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 466± 01：11．8� 22．0

814 デンコウリョウ �5芦 57 岡田 祥嗣田中 康弘氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 476－ 6 〃 クビ 109．5�
22 ベルモントキーラ 牝5青鹿 55

53 △横山 和生 �ベルモントファーム勢司 和浩 新冠 ベルモント
ファーム 480－ 41：12．01 66．7�

611 オ リ ジ ン �5鹿 57 川須 栄彦岡田 牧雄氏 佐山 優 浦河 桑田フアーム 470＋ 81：12．31	 19．6�
713 ラブグランデー 牝6鹿 55 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム 468＋ 61：12．4� 74．1�
610� タ カ ミ ル 牡4芦 57

54 ▲花田 大昂村田 滋氏 嶋田 潤 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 496± 01：13．14 249．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，012，600円 複勝： 31，813，700円 枠連： 10，368，900円
馬連： 34，209，100円 馬単： 25，098，900円 ワイド： 18，835，200円
3連複： 51，706，500円 3連単： 93，633，900円 計： 284，678，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 210円 � 200円 枠 連（5－8） 1，200円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 620円 �� 640円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，870円 3 連 単 ��� 19，810円

票 数

単勝票数 計 190126 的中 � 28619（2番人気）
複勝票数 計 318137 的中 � 49079（2番人気）� 39802（4番人気）� 43363（3番人気）
枠連票数 計 103689 的中 （5－8） 6384（5番人気）
馬連票数 計 342091 的中 �� 17308（4番人気）
馬単票数 計 250989 的中 �� 6069（7番人気）
ワイド票数 計 188352 的中 �� 7555（4番人気）�� 7259（5番人気）�� 7197（6番人気）
3連複票数 計 517065 的中 ��� 9866（6番人気）
3連単票数 計 936339 的中 ��� 3489（36番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―12．4―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―46．6―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リージェンシー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Singspiel デビュー 2012．11．24 京都3着

2010．3．14生 牝3鹿 母 ヴェルヴェットクイーン 母母 Velvet Moon 10戦2勝 賞金 17，800，000円
〔騎手変更〕 オリジン号の騎手藤懸貴志は，第6競走での落馬負傷のため川須栄彦に変更。

2905810月26日 曇 稍重 （25新潟3）第5日 第10競走 ��
��2，400�

ひ め か わ

姫 川 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

68 オリジナルスマイル �3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 506＋162：31．4 21．0�
67 ダノンフェニックス 牡5黒鹿57 松田 大作�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456－ 2 〃 クビ 2．1�
44 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 490－ 42：31．5クビ 14．6�
56 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 464－ 62：31．6	 5．4�
55 キネオストロング 牡3黒鹿54 伊藤 工真吉田 千津氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム B476＋ 62：31．81
 26．5	
811 ジ ェ ラ ル ド �4栗 57 川須 栄彦 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 490＋ 4 〃 クビ 5．2

79 マジックポスト 牡4青鹿57 津村 明秀鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 福岡 清 454－ 42：32．01 19．7�
812 マキハタテノール 牡4鹿 57 高倉 稜�槇本牧場 吉村 圭司 日高 槇本牧場 498－ 22：32．32 15．9�
22 メジロダイボサツ 牡5鹿 57 中舘 英二岩﨑 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 460＋ 42：32．4� 35．9
11 カネトシカトリーヌ 牝4鹿 55 菱田 裕二兼松 利男氏 日吉 正和 新ひだか 田上 稔 442－ 42：32．5	 74．0�
33 ネオヴェリーブル �6鹿 57 藤岡 康太小林 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 492－ 42：33．03 98．8�
710 ヴェリタラブ 牝3鹿 52 木幡 初広山科 統氏 二ノ宮敬宇 浦河 バンダム牧場 444－ 42：33．21
 12．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，245，700円 複勝： 33，719，700円 枠連： 10，997，100円
馬連： 41，861，900円 馬単： 29，947，500円 ワイド： 20，836，100円
3連複： 58，771，000円 3連単： 112，298，600円 計： 329，677，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 470円 � 140円 � 370円 枠 連（6－6） 2，820円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，360円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 3，080円 �� 800円

3 連 複 ��� 10，670円 3 連 単 ��� 77，900円

票 数

単勝票数 計 212457 的中 � 7990（8番人気）
複勝票数 計 337197 的中 � 14831（8番人気）� 89027（1番人気）� 20263（7番人気）
枠連票数 計 109971 的中 （6－6） 2886（9番人気）
馬連票数 計 418619 的中 �� 11142（12番人気）
馬単票数 計 299475 的中 �� 3479（23番人気）
ワイド票数 計 208361 的中 �� 4587（14番人気）�� 1601（36番人気）�� 6692（7番人気）
3連複票数 計 587710 的中 ��� 4068（38番人気）
3連単票数 計1122986 的中 ��� 1064（241番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．7―13．1―14．4―14．7―13．6―12．0―12．1―12．2―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．5―36．2―49．3―1：03．7―1：18．4―1：32．0―1：44．0―1：56．1―2：08．3―2：19．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オリジナルスマイル �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．7．21 新潟5着

2010．5．18生 �3鹿 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 8戦2勝 賞金 15，632，000円
〔騎手変更〕 ネオヴェリーブル号の騎手藤懸貴志は，第6競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
〔制裁〕 オリジナルスマイル号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



2905910月26日 曇 稍重 （25新潟3）第5日 第11競走 ��
��1，800�

う お の が わ

魚 野 川 特 別
発走15時25分 （芝・左・外）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

815 タツミリュウ 牡5栗 57 的場 勇人�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 496－ 21：47．0 9．5�
47 ゴールドブライアン 牡5青鹿57 吉田 隼人杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 462＋ 4 〃 クビ 5．0�
22 ロードエフォール 牡5黒鹿57 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 486＋ 21：47．1� 14．3�
23 グッドカフェ 	5青鹿57 高倉 稜杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 480－ 61：47．31
 15．4�
58 エパティック 牝5鹿 55 津村 明秀村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 466－ 8 〃 ハナ 3．2	
712 マルタカシクレノン 牡5青鹿57 川島 信二國立 治氏 山内 研二 浦河 細道牧場 504＋141：47．4クビ 63．8

611 カフェリュウジン 牡3鹿 55 藤岡 康太西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 520－ 2 〃 クビ 9．3�
713� アルティスト 牡6鹿 57 二本柳 壮塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 486± 01：47．5クビ 68．9�
34 オペラダンシング 牡4黒鹿57 勝浦 正樹鈴木 可一氏 尾形 充弘 浦河 谷川牧場 458－ 41：47．7� 8．7
59 フィロパトール 牝4鹿 55 嶋田 純次高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 466＋ 61：47．8� 38．7�
35 ヤ ヤ ラ ー ラ 牝4鹿 55 丸田 恭介星野 壽市氏 相沢 郁 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋ 41：48．01 11．6�
814 ローレルソラン 牡5鹿 57 黛 弘人 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 458± 01：48．31� 20．9�
11 ヒカルアカツキ 	6青鹿57 横山 和生高橋 光氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 454－ 2 〃 クビ 41．1�
46 インダクティ 牝5黒鹿55 木幡 初広 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 404＋ 21：48．4� 23．4�
610 ナムラハヤテ 牡4黒鹿57 松田 大作奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 458＋ 41：48．82� 37．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，485，500円 複勝： 48，861，100円 枠連： 27，671，300円
馬連： 100，782，400円 馬単： 55，890，300円 ワイド： 42，523，200円
3連複： 157，898，100円 3連単： 255，230，600円 計： 716，342，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 300円 � 200円 � 370円 枠 連（4－8） 1，290円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，280円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 11，200円 3 連 単 ��� 65，410円

票 数

単勝票数 計 274855 的中 � 22923（5番人気）
複勝票数 計 488611 的中 � 41901（3番人気）� 73869（2番人気）� 31221（8番人気）
枠連票数 計 276713 的中 （4－8） 15854（5番人気）
馬連票数 計1007824 的中 �� 30751（6番人気）
馬単票数 計 558903 的中 �� 7393（20番人気）
ワイド票数 計 425232 的中 �� 11422（8番人気）�� 4465（33番人気）�� 10124（9番人気）
3連複票数 計1578981 的中 ��� 10411（34番人気）
3連単票数 計2552306 的中 ��� 2880（195番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―11．8―12．3―12．3―11．9―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．4―34．8―46．6―58．9―1：11．2―1：23．1―1：34．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タツミリュウ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2010．10．2 中山1着

2008．3．25生 牡5栗 母 メイショウユウゼン 母母 ローマステーション 23戦4勝 賞金 66，933，000円
〔騎手変更〕 マルタカシクレノン号の騎手藤懸貴志は，第6競走での落馬負傷のため川島信二に変更。

2906010月26日 曇 稍重 （25新潟3）第5日 第12競走 ��
��1，400�

てらどまり

寺 泊 特 別
発走16時00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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

47 � ヒ ュ ウ マ 牡3鹿 55 吉田 隼人林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 494＋ 61：21．7 2．2�
611 シルクフラッシュ 牡5芦 57 伊藤 工真有限会社シルク金成 貴史 新冠 中村農場 458± 0 〃 ハナ 7．0�
24 コ リ ー ヌ 牝4鹿 55 横山 和生�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 456± 0 〃 ハナ 16．2�
35 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 532＋ 21：21．91 4．6�
714	 ラ ン ザ ン 牡4栗 57 村田 一誠橋本 忠雄氏 高橋 祥泰 新ひだか 畠山牧場 B486± 0 〃 クビ 13．0	
12 	 カハラビスティー 牝4黒鹿55 勝浦 正樹備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 510± 01：22．11
 44．0

48 マ デ ュ ー ロ 牡3鹿 55 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 484－ 2 〃 クビ 14．5�
36 � スナイプビッド 牡5鹿 57 川須 栄彦 �社台レースホース大久保龍志 米 Fontainebleau

Farm Inc. 494＋ 21：22．31 24．1�
818 クランドールゲラン 牡4黒鹿57 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 484＋ 21：22．4� 103．5
816 ゴーゲッター 牡6鹿 57 木幡 初広松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 532－ 2 〃 ハナ 32．6�
612 バリローチェ 牝3黒鹿53 菱田 裕二 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B456＋ 81：22．61
 61．5�
11 プレイアップ 牝3鹿 53 高倉 稜 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 61：22．7� 22．5�
59 ハギノソフィア 牝3栗 53 津村 明秀安岡美津子氏 鮫島 一歩 日高 天羽 禮治 466－101：22．91� 32．2�
817 スイートブライアー 牝4鹿 55 丸田 恭介�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント 450＋16 〃 ハナ 79．2�
715 トキノサコン 牡5栗 57 平野 優田中 準市氏 矢野 照正 新冠 川上 悦夫 492± 01：23．0� 105．7�
23 	 トーセンサイレンス 牡5黒鹿57 黛 弘人島川 �哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム B466＋101：23．1� 346．0�
713 コスモルーシー 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高野 友和 浦河 惣田 英幸 462± 01：23．31 126．1�
510 ショウナンアンカー 3栗 55 松田 大作国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 446－101：23．93� 207．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，664，900円 複勝： 53，462，100円 枠連： 21，399，800円
馬連： 69，146，600円 馬単： 42，051，300円 ワイド： 36，460，200円
3連複： 98，681，500円 3連単： 176，750，800円 計： 530，617，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 210円 � 330円 枠 連（4－6） 790円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 450円 �� 820円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 14，060円

票 数

単勝票数 計 326649 的中 � 119265（1番人気）
複勝票数 計 534621 的中 � 131484（1番人気）� 65277（3番人気）� 33045（6番人気）
枠連票数 計 213998 的中 （4－6） 20170（2番人気）
馬連票数 計 691466 的中 �� 51449（2番人気）
馬単票数 計 420513 的中 �� 20918（3番人気）
ワイド票数 計 364602 的中 �� 21354（2番人気）�� 10862（6番人気）�� 6549（15番人気）
3連複票数 計 986815 的中 ��� 19148（7番人気）
3連単票数 計1767508 的中 ��� 9281（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．2―46．0―58．3―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒ ュ ウ マ �
�
父 Any Given Saturday �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2012．11．18 京都6着

2010．3．14生 牡3鹿 母 Moravia 母母 Gold Canyon 11戦2勝 賞金 36，537，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 9頭 オレハメジャー号・カシノワルツ号・コアレスドラゴン号・ゴールデンオーラ号・サクラダムール号・

スリーキャピトル号・セルリアンレッド号・ノーブリー号・ビリオネア号



（25新潟3）第5日 10月26日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 173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
6，000，000円
1，780，000円
15，300，000円
56，812，500円
4，498，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
212，200，500円
366，524，300円
136，999，100円
433，768，200円
293，390，900円
228，441，600円
655，852，600円
1，142，245，700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 3，469，422，900円

総入場人員 8，915名 （有料入場人員 7，289名）
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