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22133 9月7日 晴 良 （26新潟2）第12日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

815 オーロラッシュ 牡2鹿 54 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 428＋ 21：12．4 8．6�

713� ウォリアーズソウル 牡2鹿 54 蛯名 正義 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana

Farms, LLC 512＋ 41：12．82� 2．9�
58 ドリームメモリー 牝2鹿 54 江田 照男田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 門別牧場 456－ 61：13．43� 54．1�
23 エヴリホープ 牝2栗 54 大野 拓弥�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 430± 01：13．61	 4．9�
47 ジ ェ ロ ニ モ 牡2栗 54 西田雄一郎平本 敏夫氏 松永 康利 様似 林 時春 452－ 4 〃 ハナ 55．2�
35 レースノワエ 牡2鹿 54 横山 典弘 �ローレルレーシング 大和田 成 新冠 長浜牧場 466＋101：13．81� 26．0	
814 アラマサファスリ 牝2鹿 54 的場 勇人
アラキファーム 的場 均 新冠 アラキフアーム 474± 01：13．9クビ 320．3�
22 ム サ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行
ミルファーム 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 21：14．11� 6．3�
46 フロイラインシチー 牝2鹿 54 田中 勝春 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 438－ 81：14．31� 6．8
59 アウトリーチ 牡2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 オリエント牧場 430－121：14．4クビ 77．5�
34 ヘ ッ ト ロ ー 牡2青鹿54 柴田 大知
谷川牧場 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 472＋101：14．61	 140．6�
11 スパイホップ 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也河原 義宏氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 B478＋ 81：14．7
 156．7�
712 ラ イ メ イ 牡2栗 54 嶋田 純次 
スピードファーム和田正一郎 浦河 市川牧場 446＋ 8 〃 ハナ 314．7�
610 ア ト ラ ン タ 牡2鹿 54 北村 宏司桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 518＋14 〃 ハナ 6．0�
611 トミケンモヴェール 牡2栗 54 石橋 脩冨樫 賢二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B456＋101：15．55 79．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，340，600円 複勝： 36，586，900円 枠連： 14，188，900円
馬連： 51，809，100円 馬単： 30，267，200円 ワイド： 24，748，400円
3連複： 66，994，100円 3連単： 95，109，600円 計： 340，044，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 230円 � 170円 � 930円 枠 連（7－8） 1，060円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，640円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 11，690円 3 連 単 ��� 60，430円

票 数

単勝票数 計 203406 的中 � 18725（6番人気）
複勝票数 計 365869 的中 � 42823（4番人気）� 67048（2番人気）� 7778（9番人気）
枠連票数 計 141889 的中 （7－8） 10295（5番人気）
馬連票数 計 518091 的中 �� 30969（5番人気）
馬単票数 計 302672 的中 �� 7658（11番人気）
ワイド票数 計 247484 的中 �� 12381（5番人気）�� 1670（34番人気）�� 3048（19番人気）
3連複票数 計 669941 的中 ��� 4298（31番人気）
3連単票数 計 951096 的中 ��� 1141（169番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．8―12．2―12．3―12．9

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーロラッシュ �
�
父 パーソナルラッシュ �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2014．7．12 福島2着

2012．3．10生 牡2鹿 母 モエレサンタマリア 母母 ピサノガレー 4戦1勝 賞金 10，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ケイアイトレジャー号・ナニスンネン号・マタンギ号・ヨイチナデシコ号
（非抽選馬） 1頭 シンザンユウコク号

22134 9月7日 晴 良 （26新潟2）第12日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時40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
1：46．6
1：45．9

良
良

817 アドマイヤピンク 牝2栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450－ 41：48．2 6．1�
612 ウインスペクトル 牡2鹿 54 伊藤 工真�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 444＋ 41：48．41� 10．0�
48 ハイオンザリスト 牡2鹿 54 田中 勝春田中 春美氏 新開 幸一 浦河 大成牧場 446－ 6 〃 クビ 6．6�
36 ウナギノボリ 牡2鹿 54 蛯名 正義小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 438± 01：48．5クビ 1．8�
818 シグナルアロー 牡2鹿 54 北村 宏司榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 462＋ 61：48．6� 12．0�
12 ベ ル メ ー ル 牝2鹿 54 江田 照男畑佐 博氏 水野 貴広 新冠 細川農場 486－ 4 〃 クビ 44．0	
11 マイネルインプレス 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 むかわ 新井牧場 440＋ 81：48．7クビ 58．1

35 ウップスアデイジイ 牡2鹿 54 戸崎 圭太平賀 久枝氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 534＋ 61：48．91� 14．4�
23 マリーズラン 牝2鹿 54 二本柳 壮冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 466＋ 21：49．0クビ 474．1�
510 クインズマルシアノ 牡2鹿 54 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新冠 隆栄牧場 480－ 61：49．21� 142．1
59 タムザブランシュ 牡2芦 54 吉田 豊神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 474＋ 61：49．62� 85．7�
715 トーセンラブリー 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム B464± 01：49．7クビ 370．8�
47 マイネルヴェッケン 牡2鹿 54 嘉藤 貴行 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 大平牧場 466＋ 21：49．8	 143．4�
714 ソフォニスバ 牝2栗 54 柴田 未崎岡田 繁幸氏 栗田 博憲 新冠 コスモヴューファーム 436＋ 2 〃 アタマ 337．5�
611 ガルフスター 牝2黒鹿54 宮崎 北斗谷掛 龍夫氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 61：50．01� 411．5�
24 ヨザクラマスミ 牝2栗 54 柴田 善臣上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 418± 01：50．32 26．7�
713 ウェルカミング 牝2青鹿54 M．エスポジート 下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 446＋ 21：50．83 59．1�

（伊）

816 ゼ ツ ミ ョ ウ 牡2黒鹿54 武士沢友治内田 玄祥氏 高橋 文雅 むかわ 真壁 信一 422－ 61：53．4大差 469．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，994，700円 複勝： 36，669，000円 枠連： 16，383，100円
馬連： 49，613，400円 馬単： 32，489，500円 ワイド： 26，881，300円
3連複： 61，905，900円 3連単： 92，951，900円 計： 339，888，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 240円 � 220円 枠 連（6－8） 1，520円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 980円 �� 830円 �� 870円

3 連 複 ��� 5，110円 3 連 単 ��� 25，460円

票 数

単勝票数 計 229947 的中 � 30036（2番人気）
複勝票数 計 366690 的中 � 52452（2番人気）� 37904（4番人気）� 43975（3番人気）
枠連票数 計 163831 的中 （6－8） 8318（6番人気）
馬連票数 計 496134 的中 �� 15704（10番人気）
馬単票数 計 324895 的中 �� 5310（15番人気）
ワイド票数 計 268813 的中 �� 6951（11番人気）�� 8373（7番人気）�� 7968（8番人気）
3連複票数 計 619059 的中 ��� 9082（15番人気）
3連単票数 計 929519 的中 ��� 2646（70番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．1―47．4―1：00．1―1：12．5―1：24．7―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤピンク �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 High Yield デビュー 2014．8．3 新潟7着

2012．2．29生 牝2栗 母 ストゥデンテッサ 母母 Student Body Pres 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 ウインスペクトル号の騎手伊藤工真は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゼツミョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月7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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アップリズム号・アポロクラウド号・カンタベリーキッズ号・サダムルーティン号・サンクタリリアス号・

ファインサム号・ブラウンシップ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第２回 新潟競馬 第12日



22135 9月7日 晴 良 （26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）

牝，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

35 スエヒロフィオーレ 牝3鹿 54 戸崎 圭太�みどり住宅 金成 貴史 浦河 三枝牧場 448＋ 41：55．3 4．1�
611 スウィートレイラニ 牝3鹿 54 大野 拓弥金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 安平 ノーザンファーム 456＋ 81：55．72� 7．2�
712 タカラフローリック 牝3芦 54 蛯名 正義村山 義男氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 480＋121：56．23 2．2�
11 ミルノワール 牝3青鹿54 田中 勝春 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 462± 01：56．3クビ 30．7�
814 モンサンアルビレオ 牝3栗 54 的場 勇人山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 466－ 81：56．4� 15．9�
58 イ ト ハ ユ リ 牝3芦 54 M．エスポジート 	サンデーレーシング 相沢 郁 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 41：57．03� 44．7

（伊）

34 エンプレスアイル 牝3鹿 54 武士沢友治黒岩 晴男氏 藤原 辰雄 平取 高橋 啓 B460＋ 4 〃 クビ 20．2�
22 ジョイフルステップ 牝3栗 54

51 ▲伴 啓太 	キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B410－ 21：57．1� 106．7�
23 シ ナ モ ン 牝3栗 54 江田 照男村島 昭男氏 小野 次郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450± 01：57．31� 44．0
59 トーアリズム 牝3鹿 54

51 ▲原田 和真高山ランド� 栗田 博憲 豊浦トーア牧場 B486＋ 4 〃 アタマ 30．9�
610 リトルトリンケット 牝3鹿 54 吉田 豊窪田 康志氏 高橋 文雅 平取 中川 隆 B476± 01：58．04 54．3�
47 アロングマイハート 牝3鹿 54 石橋 脩 	社台レースホース的場 均 安平 追分ファーム 452＋ 61：58．42� 114．6�
46 ルシランセドール 牝3鹿 54 杉原 誠人 	サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 01：59．46 46．8�
713 ナムラヒロイン 牝3鹿 54 嘉藤 貴行奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 454＋ 81：59．5� 212．1�
815 コンフォータブル 牝3青鹿54 伊藤 工真石瀬 浩三氏 尾形 和幸 新冠 樋渡 信義 488＋ 22：01．7大差 6．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，234，800円 複勝： 31，876，700円 枠連： 15，771，200円
馬連： 52，374，200円 馬単： 34，241，900円 ワイド： 26，852，900円
3連複： 64，150，600円 3連単： 96，666，700円 計： 345，169，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 180円 � 130円 枠 連（3－6） 1，190円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 510円 �� 270円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 8，290円

票 数

単勝票数 計 232348 的中 � 44418（2番人気）
複勝票数 計 318767 的中 � 70107（1番人気）� 36434（3番人気）� 68658（2番人気）
枠連票数 計 157712 的中 （3－6） 10199（5番人気）
馬連票数 計 523742 的中 �� 26424（5番人気）
馬単票数 計 342419 的中 �� 9479（9番人気）
ワイド票数 計 268529 的中 �� 12656（5番人気）�� 28339（1番人気）�� 14995（3番人気）
3連複票数 計 641506 的中 ��� 35843（2番人気）
3連単票数 計 966667 的中 ��� 8451（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．0―36．4―49．8―1：02．9―1：15．7―1：29．1―1：42．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．6
1
3
13（12，15）－10，9－（8，6）（1，3）（4，11）－2（7，14，5）
5（13，15，9，11）12，10（6，3）1，2（8，4）（14，7）

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

勝馬の
紹 介

スエヒロフィオーレ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．9 東京7着

2011．3．17生 牝3鹿 母 シャドーウィップ 母母 スタニングブロー 9戦1勝 賞金 6，990，000円
〔制裁〕 スエヒロフィオーレ号の騎手戸崎圭太は，3コーナー手前で内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〕 コンフォータブル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月7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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トロージャンアート号
（非抽選馬） 2頭 アロマフレグランス号・キスカラハジメヨウ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22136 9月7日 晴 良 （26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）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：01．4良

67 エリタージュ 牝4鹿 58 難波 剛健佐々木雄二氏 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 468＋223：07．2 14．8�
79 ドクタールキア 牝4鹿 58 大江原 圭松岡 悟氏 根本 康広 日高 庄野牧場 450－ 6 〃 クビ 9．8�
812 オリオンザアルファ 牡7黒鹿60 蓑島 靖典平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 B478＋ 63：07．3クビ 2．1�
811 レッドティムール 牝5青鹿58 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528＋ 4 〃 クビ 7．2�
44 � プロジェクトブルー 牡7鹿 60 山本 康志 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 B512－ 23：07．51� 3．6�
22 タマモダイナミック 牡6鹿 60 林 満明タマモ� 中竹 和也 新ひだか 前田牧場 528＋ 23：09．09 8．6	
55 トーセンエスプリ 牝3栗 56 浜野谷憲尚島川 
哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 458＋ 23：09．42	 34．4�
68 フ リ メ ー ル 牝3栗 56 小野寺祐太�ミルファーム 畠山 重則 えりも エクセルマネジメント 422± 03：09．93 264．7
710 フレイムワンダー 牡3栗 58 上野 翔伊東 純一氏 中川 公成 新冠 新冠橋本牧場 B470＋ 23：12．7大差 187．6�
56 ビッグプレゼンター 牡5鹿 60 鈴木 慶太西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 乾 皆雄 482＋ 23：13．55 103．7�
33 � アストロフォンテン 牡5鹿 60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 増尾牧場 472＋ 2 〃 アタマ 172．8�
11 � トミケンブリランテ 
4黒鹿60 石神 深一冨樫 賢二氏 松永 康利 えりも エクセルマネジメント 484± 03：14．45 43．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，425，900円 複勝： 19，677，600円 枠連： 13，131，400円
馬連： 37，736，300円 馬単： 25，694，700円 ワイド： 17，046，700円
3連複： 50，793，200円 3連単： 93，425，600円 計： 276，931，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 280円 � 220円 � 130円 枠 連（6－7） 4，320円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 11，390円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 880円 �� 460円

3 連 複 ��� 4，830円 3 連 単 ��� 50，850円

票 数

単勝票数 計 194259 的中 � 10454（6番人気）
複勝票数 計 196776 的中 � 14106（6番人気）� 19811（5番人気）� 52810（1番人気）
枠連票数 計 131314 的中 （6－7） 2352（13番人気）
馬連票数 計 377363 的中 �� 5981（15番人気）
馬単票数 計 256947 的中 �� 1691（34番人気）
ワイド票数 計 170467 的中 �� 3249（15番人気）�� 4872（12番人気）�� 10219（3番人気）
3連複票数 計 507932 的中 ��� 7877（18番人気）
3連単票数 計 934256 的中 ��� 1332（145番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．4－3F 38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エリタージュ �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 スキャターザゴールド デビュー 2012．12．15 阪神8着

2010．2．27生 牝4鹿 母 ラ テ ィ エ ラ 母母 メガミゲラン 障害：7戦1勝 賞金 10，600，000円
〔制裁〕 タマモダイナミック号の騎手林満明は，7号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番）

レッドティムール号の騎手五十嵐雄祐は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



22137 9月7日 晴 良 （26新潟2）第12日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時30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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

11 ハナズプルメリア 牝2黒鹿54 伊藤 工真M．タバート氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 416 ―1：24．7 27．2�
612 サイレンスムーン 牝2黒鹿54 田辺 裕信鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 494 ―1：24．8� 7．5�
12 ナ ミ カ ゼ 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太松岡 孝一氏 加藤 和宏 新冠 芳住 鉄兵 394 ―1：25．12 193．2�
24 ア ラ マ サ ル 牡2鹿 54 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 460 ― 〃 クビ 41．7�
817 プ ラ セ ン タ 牝2青鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 436 ― 〃 ハナ 82．5�
611 ヴィアージェン 牡2栗 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 496 ―1：25．31� 6．4	
59 コ マ ク サ 牡2黒鹿54 武士沢友治江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 460 ― 〃 クビ 294．7

510 サノタイクーン 牡2鹿 54 木幡 初広ビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 464 ―1：25．4クビ 22．0�
713 ジュビリーライン 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 412 ― 〃 ハナ 13．9�
36 ハニーズダンス 牝2栗 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 小野 次郎 浦河 丸村村下

ファーム 420 ― 〃 アタマ 172．4
816 パ オ ロ ッ サ 牝2鹿 54 M．エスポジート 岡田 牧雄氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 462 ―1：25．61� 19．9�

（伊）

47 オ ヤ カ タ 牡2栗 54 田中 勝春吉田 勝利氏 森 秀行 浦河 北俣 牧夫 484 ―1：25．7� 8．6�
714 マテンロウプリマ 牝2青鹿54 戸崎 圭太寺田千代乃氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 426 ―1：25．8� 13．7�
23 ダイワコンプリート 牡2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 508 ― 〃 クビ 2．1�
818 テ ッ プ シ ー 牝2芦 54 江田 照男平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 450 ―1：26．12 82．4�
35 ラ ブ キ ッ ス 牝2黒鹿54 蛯名 正義石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：26．31� 38．5�
715 リ ガ ド ー ル 牝2栗 54 石橋 脩 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 456 ―1：26．4� 62．5�
48 テイエムセンシャ 牡2青鹿54 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 田中 裕之 520 ―1：27．03� 191．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，632，100円 複勝： 34，164，400円 枠連： 20，915，500円
馬連： 53，583，300円 馬単： 30，588，100円 ワイド： 26，471，400円
3連複： 65，738，300円 3連単： 90，977，400円 計： 350，070，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 660円 � 320円 � 4，190円 枠 連（1－6） 4，140円

馬 連 �� 10，340円 馬 単 �� 22，200円

ワ イ ド �� 2，980円 �� 18，790円 �� 16，050円

3 連 複 ��� 189，620円 3 連 単 ��� 1，608，740円

票 数

単勝票数 計 276321 的中 � 8105（9番人気）
複勝票数 計 341644 的中 � 13511（9番人気）� 31616（5番人気）� 1910（17番人気）
枠連票数 計 209155 的中 （1－6） 3911（17番人気）
馬連票数 計 535833 的中 �� 4014（34番人気）
馬単票数 計 305881 的中 �� 1033（71番人気）
ワイド票数 計 264714 的中 �� 2328（35番人気）�� 361（107番人気）�� 423（97番人気）
3連複票数 計 657383 的中 ��� 260（321番人気）
3連単票数 計 909774 的中 ��� 41（2173番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―24．1―36．2―48．8―1：01．1―1：12．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハナズプルメリア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Green Desert 初出走

2012．2．21生 牝2黒鹿 母 スイートフルーレ 母母 Kenbu 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ジュビリーライン号の騎手木幡初也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）

ハナズプルメリア号の騎手伊藤工真は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12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 シースレス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22138 9月7日 晴 良 （26新潟2）第12日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00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

58 サタンズクラウン 牡3栗 56 田辺 裕信 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 540＋ 61：12．2 2．7�
59 ダイワバリュー 牡3青 56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 494－ 41：12．41� 7．1�
815 シゲルキシュウ 牡3芦 56 横山 典弘森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 長浜 秀昭 488＋ 61：12．61� 22．9�
35 ロングアンドリーン 牝3鹿 54 吉田 豊飯田 良枝氏 戸田 博文 新ひだか 千代田牧場 482＋ 41：12．91� 17．8�
610 ビーチドラゴン �3黒鹿56 伊藤 工真窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 520± 0 〃 アタマ 174．9�
713 ライクアラヴァー 牝3栗 54 二本柳 壮�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 真歌田中牧場 424＋ 21：13．11� 237．1	
47 ニットギブソン 牡3青鹿56 岩田 康誠水野 英樹氏 和田 正道 日高 増尾牧場 468＋ 81：13．42 18．5

611 スローライフ 牝3栗 54 柴田 善臣村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 482－ 2 〃 ハナ 3．3�
22 デザイアドライブ 牝3黒鹿 54

51 ▲木幡 初也片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 B460＋ 21：13．5クビ 136．8�
23 ハ ッ ツ オ フ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 464－ 21：13．6� 6．2�
34 ジョイフルハニー 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太髙野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 448－ 41：13．91� 143．4�
814 トレトレボーラー 牝3鹿 54 大庭 和弥�髙昭牧場 池上 昌弘 浦河 高昭牧場 494＋101：14．11 292．7�
11 ノワールアンジュ 牝3黒鹿54 田中 勝春 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 492－ 21：14．31 11．8�
46 アイガウマレタヒ 牝3鹿 54 武士沢友治西山 茂行氏 古賀 史生 新冠 川上牧場 436＋ 61：14．83 338．4�
712 ジューヌノーブル 牡3栗 56

53 ▲原田 和真岡田 牧雄氏 池上 昌弘 様似 様似共栄牧場 472＋ 21：16．07 60．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，083，300円 複勝： 38，118，000円 枠連： 17，146，200円
馬連： 62，031，800円 馬単： 34，808，800円 ワイド： 28，374，400円
3連複： 71，708，400円 3連単： 113，043，200円 計： 395，314，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 210円 � 350円 枠 連（5－5） 1，150円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，160円 �� 2，680円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 24，800円

票 数

単勝票数 計 300833 的中 � 87395（1番人気）
複勝票数 計 381180 的中 � 91351（1番人気）� 45288（4番人気）� 21939（7番人気）
枠連票数 計 171462 的中 （5－5） 11528（4番人気）
馬連票数 計 620318 的中 �� 43000（3番人気）
馬単票数 計 348088 的中 �� 13910（4番人気）
ワイド票数 計 283744 的中 �� 16287（3番人気）�� 6160（15番人気）�� 2562（27番人気）
3連複票数 計 717084 的中 ��� 6678（28番人気）
3連単票数 計1130432 的中 ��� 3304（85番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．3―12．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．5―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．4―3F38．0
3 9，13－（8，14）（1，10）（5，3，15）（2，4，12）11－7－6 4 9，13－（8，14）10（1，3，15）（2，5）4（7，11）12，6

勝馬の
紹 介

サタンズクラウン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2014．2．24 東京4着

2011．5．15生 牡3栗 母 オリーブクラウン 母母 ベ リ ア ー ニ 5戦1勝 賞金 9，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ジャズコンボ号・マンハッタンヘンジ号・メテオーロ号



22139 9月7日 晴 良 （26新潟2）第12日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時30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

23 セルバンテス 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 426＋ 62：01．3 2．5�
715 レッドウォーリア 牡3黒鹿56 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B500－ 4 〃 クビ 8．0�
48 ピ ー キ ー 牡3鹿 56 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 464± 02：01．4� 3．9�
35 ローゼクヴァルツ 牝3青 54 田辺 裕信保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446± 02：01．61� 5．6�
818 グラズヘイム 牡3鹿 56 木幡 初広 �サンデーレーシング 上原 博之 安平 追分ファーム 484－ 42：02．02	 168．5	
612 サマーブリーズ 牡3黒鹿56 西田雄一郎飯田 正剛氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 448＋ 42：02．31� 134．0

816 クインズフローリー 牝3鹿 54 梶 晃啓 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 426－ 22：02．62 49．8�
24 マ マ ア ル パ 牝3鹿 54 北村 宏司 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 414－ 42：02．7	 42．9�
817 ヘヴンリーシチー 牝3青 54 M．エスポジート �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 幾千世牧場 B422＋ 42：03．02 10．8

（伊）

510 クインズジャーニー 牡3鹿 56 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新冠 隆栄牧場 B490－102：03．2� 17．0�
611 ディープフォンテン 牡3栗 56

53 ▲木幡 初也吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 田中 裕之 B470＋ 2 〃 アタマ 148．4�
714 キネオブレイブ 
3栗 56 二本柳 壮吉田 千津氏 松永 康利 安平 追分ファーム 442－ 22：03．62	 103．7�
59 コスモトレント 牝3栗 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム B482－ 2 〃 アタマ 29．5�
12 アンテプリッツ 牝3栗 54 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 418－ 8 〃 クビ 96．6�
11 ペイシャンスオウ 牝3栗 54 田中 勝春北所 直人氏 高橋 義博 様似 髙村 伸一 446± 02：03．81 151．3�
47 スマイルエンジェル 牝3栗 54 江田 照男堀口 晴男氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 422＋ 82：05．39 161．6�
36 デルママツタロウ 牡3黒鹿56 吉田 豊浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 472＋ 82：06．15 86．3�
713 タ ケ シ ク ン 牡3鹿 56

53 ▲原田 和真吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 岡田スタツド 460＋122：07．48 75．4�
（18頭）

売 得 金
単勝： 23，969，200円 複勝： 36，377，400円 枠連： 19，599，900円
馬連： 66，890，300円 馬単： 37，391，200円 ワイド： 30，752，500円
3連複： 73，493，700円 3連単： 122，742，100円 計： 411，216，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 170円 � 130円 枠 連（2－7） 910円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 390円 �� 210円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 5，320円

票 数

単勝票数 計 239692 的中 � 74160（1番人気）
複勝票数 計 363774 的中 � 81768（1番人気）� 45420（3番人気）� 77685（2番人気）
枠連票数 計 195999 的中 （2－7） 16554（3番人気）
馬連票数 計 668903 的中 �� 52650（3番人気）
馬単票数 計 373912 的中 �� 18563（4番人気）
ワイド票数 計 307525 的中 �� 18578（3番人気）�� 43544（1番人気）�� 14001（5番人気）
3連複票数 計 734937 的中 ��� 51782（2番人気）
3連単票数 計1227421 的中 ��� 16711（8番人気）

ハロンタイム 12．4―10．4―11．6―13．1―11．8―12．3―12．8―12．7―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―22．8―34．4―47．5―59．3―1：11．6―1：24．4―1：37．1―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．9
1
3

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

2
4

17（14，11）13，15（7，12）10（5，9）－（1，4）16，8（3，6）＝2，18・（17，11，12）15（14，4）（13，9，3，16）10（7，5）（1，8）（2，6）18
勝馬の
紹 介

セルバンテス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．22 中山4着

2011．5．28生 牡3黒鹿 母 ファインセラ 母母 ビ ワ ハ イ ジ 8戦1勝 賞金 10，510，000円
〔制裁〕 ママアルパ号の騎手北村宏司は，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・16番）
〔その他〕 タケシクン号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕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。
※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 タイヨウロマン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22140 9月7日 晴 良 （26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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

611 プレミアステイタス 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 474＋ 81：48．0 4．9�
24 � レインボーラヴラヴ 牝3青鹿52 大野 拓弥飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 448＋ 41：48．1� 6．4�
817� チャペルプリンセス 牝5栗 55 M．エスポジート 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 462＋ 8 〃 クビ 13．5�
（伊）

816 ポップアップハート 牡4栗 57 嘉藤 貴行丸山 担氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 500＋101：48．2クビ 20．2�
59 アドマイヤイチバン 牝4青鹿55 岩田 康誠近藤 利一氏 戸田 博文 日高 シンボリ牧場 486－ 61：48．3� 3．2�
12 ロングシャドウ 牡4青鹿57 蛯名 正義飯塚 知一氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492± 0 〃 クビ 9．5	
510 ファーストオーサー 牡3黒鹿 54

51 ▲伴 啓太石橋 英郎氏 勢司 和浩 新冠 小泉牧場 478＋ 41：48．4� 84．7

713 サ ト ノ オ ー 牡6芦 57 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 466＋10 〃 ハナ 15．1�
36 テイエムブシドー �4鹿 57 柴田 善臣竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 オリエント牧場 454＋ 2 〃 ハナ 30．9�
714 マイネルシャルフ 牡3鹿 54 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B482－ 31：48．5� 88．8�
715 リュクサンブール 牡3鹿 54

51 ▲木幡 初也村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460＋ 21：48．6	 23．7�
35 ラインカグラ 牝3黒鹿52 吉田 豊大澤 繁昌氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 434－ 2 〃 ハナ 20．3�
47 コーラルタワー 牡4黒鹿57 田辺 裕信田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 450＋ 61：48．7クビ 9．6�
818 チ ュ ロ 牝3黒鹿52 的場 勇人エデンアソシエーション 牧 光二 日高 天羽牧場 450－ 41：49．23 81．8�
11 スイートクラウン 牝4栗 55 田中 勝春谷田 元彦氏 新開 幸一 新ひだか 福岡 清 B498＋ 21：49．41 55．5�
23 トモロマイスター 牡7黒鹿57 江田 照男戸賀 智子氏 武市 康男 平取 清水牧場 460＋10 〃 クビ 159．3�
612� デンジャラー 牝3黒鹿52 西田雄一郎 �静内白井牧場 南田美知雄 日高 木村牧場 442＋ 61：50．67 354．4�
48 � エムエムロゼオ 牡5栗 57

54 ▲石川裕紀人ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 450＋ 41：51．77 265．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 30，352，400円 複勝： 51，147，600円 枠連： 24，257，100円
馬連： 89，875，500円 馬単： 43，610，100円 ワイド： 40，920，500円
3連複： 99，655，300円 3連単： 141，726，200円 計： 521，544，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 210円 � 270円 枠 連（2－6） 2，270円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，270円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 29，240円

票 数

単勝票数 計 303524 的中 � 49144（2番人気）
複勝票数 計 511476 的中 � 66971（2番人気）� 64710（3番人気）� 45115（5番人気）
枠連票数 計 242571 的中 （2－6） 8262（11番人気）
馬連票数 計 898755 的中 �� 41550（3番人気）
馬単票数 計 436101 的中 �� 11436（7番人気）
ワイド票数 計 409205 的中 �� 14847（3番人気）�� 8180（11番人気）�� 7240（14番人気）
3連複票数 計 996553 的中 ��� 10246（18番人気）
3連単票数 計1417262 的中 ��� 3513（55番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．4―48．1―1：01．0―1：13．5―1：25．4―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．5
3 14，18－15－9（8，11，12）（4，13）7（5，17）1，16，10（2，6）3 4 ・（14，18）－15－9（8，11，12）（4，7，13）（5，17）（1，16）（2，10，6）3

勝馬の
紹 介

プレミアステイタス �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．7．14 福島13着

2011．2．16生 牝3黒鹿 母 ステイトリーデイズ 母母 ステイトリーダンス 9戦2勝 賞金 20，500，000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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 テンカイチ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



22141 9月7日 晴 良 （26新潟2）第12日 第9競走 ��
��1，800�

り ょ う つ わ ん

両 津 湾 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000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

44 メイショウオオゼキ �4鹿 57 木幡 初広松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B482＋ 41：53．2 69．6�
812	 エルドリッジ 牡4青鹿57 柴田 善臣一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 520＋ 2 〃 クビ 1．7�
22 ポルスターシャイン 牡4鹿 57 江田 照男平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 468－ 41：53．52 5．1�
57 リンガスクリフ 牡6栗 57 田中 勝春伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 506＋ 81：53．6
 39．9�
45 コスモラヴモア 牡3鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 484＋141：53．91� 46．8�
813 バイタルフォルム 牡4黒鹿57 大野 拓弥髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 486＋ 21：54．0
 7．3	
33 モリトリュウコ 牡4鹿 57 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 金成吉田牧場 476＋ 61：54．42
 39．5

69 キネオフライト 牡3栗 54 北村 宏司吉田 千津氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 6 〃 アタマ 11．3�
711 ペプチドウインド 牡4鹿 57 戸崎 圭太沼川 一彦氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 468＋ 61：54．5クビ 28．7�
68 	 サンマルヴィエント 牡6栗 57 武士沢友治相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 484－ 21：55．77 218．0
56 �	 インプロスペクト 牡4黒鹿57 岩田 康誠前田 幸治氏 和田正一郎 米 Avalon

Farms, Inc. 530＋ 61：56．76 36．8�
11 タイセイポラリス 牡4栗 57 蛯名 正義田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 488＋ 21：57．01� 16．4�
710 ウォースピリッツ 牡4黒鹿57 M．エスポジート 有限会社シルク武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B494＋ 81：59．1大差 23．3�
（伊）

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，600，400円 複勝： 83，797，500円 枠連： 27，825，600円
馬連： 105，500，800円 馬単： 67，150，500円 ワイド： 45，974，200円
3連複： 116，305，300円 3連単： 238，775，000円 計： 721，929，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，960円 複 勝 � 680円 � 110円 � 150円 枠 連（4－8） 2，190円

馬 連 �� 5，940円 馬 単 �� 20，900円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 2，830円 �� 180円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 111，540円

票 数

単勝票数 計 366004 的中 � 4204（12番人気）
複勝票数 計 837975 的中 � 11005（12番人気）� 489242（1番人気）� 86036（2番人気）
枠連票数 計 278256 的中 （4－8） 9845（7番人気）
馬連票数 計1055008 的中 �� 13743（17番人気）
馬単票数 計 671505 的中 �� 2409（49番人気）
ワイド票数 計 459742 的中 �� 6744（17番人気）�� 3427（33番人気）�� 84031（1番人気）
3連複票数 計1163053 的中 ��� 11958（22番人気）
3連単票数 計2387750 的中 ��� 1552（262番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―35．5―47．9―1：00．8―1：14．6―1：27．6―1：40．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F38．6
1
3
10－13（6，12）－（1，11）（2，5，4）－（3，7，9）－8
10（13，12，11，4）（6，1，2，5）7（3，9）－8

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

勝馬の
紹 介

メイショウオオゼキ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Easy Goer デビュー 2012．7．21 新潟1着

2010．3．26生 �4鹿 母 トランクイルデイズ 母母 Kissogram Girl 14戦2勝 賞金 22，793，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウォースピリッツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月7日まで平地競

走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22142 9月7日 晴 良 （26新潟2）第12日 第10競走
不屈の闘士

��
��1，600�オフサイドトラップカップ

発走15時10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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

44 ウィケットキーパー 牝5鹿 55 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B452－ 41：35．2 17．3�
45 マイネルアウラート 牡3黒鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 454＋ 8 〃 アタマ 16．0�
812 リグヴェーダ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 472＋20 〃 ハナ 1．7�
69 フ ァ ー ゴ 牝5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－ 21：35．3クビ 7．7�
22 ビッグスマイル 牝6黒鹿55 横山 典弘西森 鶴氏 的場 均 新冠 小泉 学 458± 0 〃 ハナ 51．9	
710 ラスヴェンチュラス 牝5鹿 55 田辺 裕信西見 徹也氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 420＋ 2 〃 クビ 6．2

33 フェアブレシア �5鹿 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 506－ 61：35．4クビ 43．3�
56 ドラゴンライズ 牡6鹿 57 田中 勝春窪田 芳郎氏 栗田 徹 新ひだか 千代田牧場 484± 0 〃 クビ 135．3�
711 タマモトッププレイ 牡5黒鹿57 戸崎 圭太タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 506＋101：35．5クビ 10．2
57 ディープサウンド 牡6鹿 57 北村 宏司増田 雄一氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466－ 21：35．81	 115．4�
11 ザ ラ ス ト ロ 牡4鹿 57 西田雄一郎高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 488＋ 61：35．9	 11．3�
813 アートフェスタ 牡3黒鹿55 柴田 善臣森山 進氏 本間 忍 浦河 丸幸小林牧場 498＋ 41：36．11
 70．5�
68 ロードランパート 牡6鹿 57 江田 照男 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 41：36．2
 116．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 47，701，000円 複勝： 72，828，800円 枠連： 33，447，200円
馬連： 133，334，500円 馬単： 74，364，100円 ワイド： 50，450，800円
3連複： 148，622，900円 3連単： 298，360，800円 計： 859，110，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 290円 � 280円 � 110円 枠 連（4－4） 8，020円

馬 連 �� 7，470円 馬 単 �� 18，210円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 640円 �� 540円

3 連 複 ��� 4，590円 3 連 単 ��� 63，730円

票 数

単勝票数 計 477010 的中 � 22043（7番人気）
複勝票数 計 728288 的中 � 43057（7番人気）� 45393（6番人気）� 297318（1番人気）
枠連票数 計 334472 的中 （4－4） 3232（18番人気）
馬連票数 計1333345 的中 �� 13821（24番人気）
馬単票数 計 743641 的中 �� 3062（51番人気）
ワイド票数 計 504508 的中 �� 6774（24番人気）�� 20578（7番人気）�� 25159（5番人気）
3連複票数 計1486229 的中 ��� 24265（15番人気）
3連単票数 計2983608 的中 ��� 3394（183番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．4―12．6―11．5―11．2―10．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―37．0―49．6―1：01．1―1：12．3―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．1
3 3－6（2，12）1，7，11（4，5）13，9，10，8 4 3－6（2，12）（1，7）（4，11）（9，5）13，10，8

勝馬の
紹 介

ウィケットキーパー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Smart Strike デビュー 2011．10．8 東京6着

2009．3．3生 牝5鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar 25戦4勝 賞金 56，141，000円
※出走取消馬 アスコルティ号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※フェアブレシア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



22143 9月7日 晴 良 （26新潟2）第12日 第11競走
JRA60周年記念 サマー2000シリーズ

��
��2，000�第50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，25．8．31以降26．8．31まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

農林水産大臣賞・新潟馬主協会会長賞（1着）
賞 品

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

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

713 マーティンボロ 牡5青鹿56 N．ローウィラー 吉田 和美氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446± 01：58．3 4．6�
（豪）

816 クランモンタナ 牡5芦 54 柴田 善臣 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B476± 0 〃 クビ 8．8�
715 ラストインパクト 牡4青鹿57 川田 将雅有限会社シルク松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 4 〃 ハナ 6．5�
714 トーセンジャガー 牡6青 54 武士沢友治島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 490± 01：58．4� 230．1�
48 アロマカフェ 牡7黒鹿55 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 478＋ 81：58．5� 26．5	
818 アスカクリチャン 牡7鹿 57．5 柴田 大知栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 B494－ 2 〃 クビ 70．5

59 ニューダイナスティ 牡5鹿 55 吉田 豊 �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 474± 0 〃 ハナ 12．4�
24 エックスマーク 牡5鹿 55 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：58．82 36．1
817 ヴィクトリースター 牡6鹿 53 M．エスポジート �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 464± 01：58．9� 70．5�

（伊）

23 メイショウナルト �6鹿 57．5 田辺 裕信松本 好雄氏 武田 博 浦河 鎌田 正嗣 452＋ 4 〃 ハナ 10．9�
612 ユールシンギング 牡4鹿 57．5 北村 宏司 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 530－ 21：59．0クビ 7．0�
11 ダ コ ー ル 牡6鹿 56 横山 典弘�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント 470－ 41：59．31	 14．4�
36 カルドブレッサ 牡6栗 55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 18．8�
510 コアレスドラード 牡6栗 53 杉原 誠人小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 458＋ 21：59．93� 244．5�
47 アドマイヤタイシ 牡7黒鹿56 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋10 〃 クビ 16．9�
12 マ デ イ ラ 牡5栗 54 江田 照男 �キャロットファーム 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 492＋ 82：00．0クビ 138．0�
611 レインスティック 牡7栗 55 大野 拓弥 �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム B460＋142：00．42� 106．3�
35 ステラウインド 牡5黒鹿54 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 478＋ 42：00．61� 6．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 159，168，500円 複勝： 261，794，500円 枠連： 147，501，100円 馬連： 832，500，600円 馬単： 293，417，700円
ワイド： 274，627，900円 3連複： 1，123，159，900円 3連単： 1，786，918，500円 5重勝： 635，627，900円 計： 5，514，716，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 300円 � 260円 枠 連（7－8） 1，120円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 960円 �� 830円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 6，340円 3 連 単 ��� 28，290円

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

キャリーオーバー 444，939，530円的中なし

票 数

単勝票数 計1591685 的中 � 274513（1番人気）
複勝票数 計2617945 的中 � 438410（1番人気）� 205896（5番人気）� 252574（4番人気）
枠連票数 計1475011 的中 （7－8） 101815（3番人気）
馬連票数 計8325006 的中 �� 305684（4番人気）
馬単票数 計2934177 的中 �� 60554（7番人気）
ワイド票数 計2746279 的中 �� 73702（4番人気）�� 86295（3番人気）�� 43730（17番人気）
3連複票数 計11231599 的中 ��� 132754（9番人気）
3連単票数 計17869185 的中 ��� 45790（35番人気）
5重勝票数 差引計6356279（返還計145614） 的中なし

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―35．9―47．3―59．0―1：11．2―1：23．1―1：34．8―1：45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マーティンボロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Nureyev デビュー 2012．3．4 阪神5着

2009．8．20生 牡5青鹿 母 ハルーワソング 母母 Morn of Song 20戦7勝 賞金 161，374，000円
〔制裁〕 マーティンボロ号の騎手N．ローウィラーは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて平成26年9月13日から

平成26年10月5日まで騎乗停止。（被害馬：7番・1番・3番・9番・8番）
※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 サウンドリアーナ号・シセイオウジ号・ボレアス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

22144 9月7日 晴 良 （26新潟2）第12日 第12競走 ��
��1，000�

ら い こ う

雷 光 特 別
発走16時30分 （芝・直線）
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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

818 ブライトチェリー 牝4芦 55 田中 勝春 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム 460－ 4 55．1 4．3�
23 � カ カ リ ア 牝3鹿 53 岩田 康誠加藤 春夫氏 武井 亮 様似 様似共栄牧場 472－ 2 55．2	 5．6�
36 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B440－ 2 55．3
 10．2�
611 キョウエイボヌール 牝3栗 53 戸崎 圭太田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 B468＋12 55．51	 18．4�
510� ザゲームイズオン 牡5鹿 57 木幡 初也大塚 亮一氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 502＋ 6 55．6クビ 64．1�
59 ブリッツカイザー 牡3栗 55 柴田 善臣岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 500＋14 55．7
 8．4�
612 ヨシカワクン 牝4鹿 55 大野 拓弥井上 一郎氏 矢野 英一 様似 中脇 一幸 B456＋ 6 〃 クビ 4．6	
713 ミラクルピッチ 牝5黒鹿55 田辺 裕信松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 土居 忠吉 452＋ 2 55．8クビ 13．4

11 グラスルノン 牝3鹿 53 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 480＋ 6 〃 クビ 39．9�
48 � アステールネオ 牝4栗 55 横山 典弘鈴木 伸昭氏 的場 均 新ひだか 静内山田牧場 470＋ 6 〃 ハナ 17．7
715� イッセキニチョウ 牡5鹿 57 岩部 純二山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 460± 0 55．9
 28．5�
714 アードバーク 牡5鹿 57 原田 和真石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 480± 0 〃 ハナ 77．4�
817 ダークアイリス 牝5栗 55 柴田 大知中村 光利氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム 506＋ 4 56．1
 107．3�
24 ラ ド ゥ ガ 牝4鹿 55 西田雄一郎石川 幸司氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 460＋ 8 56．2	 67．2�
816 グ レ カ ー レ 牝4鹿 55 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 442＋ 4 〃 クビ 10．0�
12 セ イ ク ラ ベ 牝4青鹿55 杉原 誠人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 安達 洋生 474＋12 56．41� 300．4�
47 フリュクティドール 牝3鹿 53 武士沢友治�ミルファーム 田中 清隆 日高 戸川牧場 418＋ 2 56．5	 187．1�
35 � エヌワイグレース 牝5鹿 55 伊藤 工真サンアンドコム 和田 正道 新ひだか 前川牧場 480± 0 57．35 223．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 81，762，700円 複勝： 106，777，700円 枠連： 62，903，900円
馬連： 218，032，400円 馬単： 101，194，700円 ワイド： 91，337，600円
3連複： 282，995，100円 3連単： 455，406，900円 計： 1，400，411，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 190円 � 240円 枠 連（2－8） 900円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 560円 �� 890円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 15，950円

票 数

単勝票数 計 817627 的中 � 149839（1番人気）
複勝票数 計1067777 的中 � 162873（2番人気）� 152418（3番人気）� 105890（4番人気）
枠連票数 計 629039 的中 （2－8） 53807（2番人気）
馬連票数 計2180324 的中 �� 121311（2番人気）
馬単票数 計1011947 的中 �� 28127（3番人気）
ワイド票数 計 913376 的中 �� 42979（3番人気）�� 25748（9番人気）�� 27839（7番人気）
3連複票数 計2829951 的中 ��� 56008（5番人気）
3連単票数 計4554069 的中 ��� 20688（15番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．8―10．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．3―33．1―43．5

上り4F43．0－3F32．8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブライトチェリー �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．2．10 東京5着

2010．3．20生 牝4芦 母 エーピーモモ 母母 サ ヤ カ 19戦3勝 賞金 47，006，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 テルミドール号
（非抽選馬） 8頭 アポロデイライト号・エクスプローラー号・スノークラフト号・ダイワミストレス号・ホークインザブルー号・

ポークチョップ号・ヨアケ号・リアリティー号

５レース目



（26新潟2）第12日 9月7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

227，950，000円
10，500，000円
2，500，000円
20，440，000円
69，648，000円
5，927，400円
1，833，600円

勝馬投票券売得金
523，265，600円
809，816，100円
413，071，100円
1，753，282，200円
805，218，500円
684，438，600円
2，225，522，700円
3，626，103，900円
635，627，900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 11，476，346，600円

総入場人員 17，772名 （有料入場人員 15，254名）



平成26年度 第2回新潟競馬 総計

競走回数 144回 出走延頭数 2，220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

2，491，230，000円
8，320，000円
105，820，000円
20，060，000円
223，540，000円
815，670，500円
65，087，600円
21，312，000円

勝馬投票券売得金
5，472，793，800円
8，328，913，900円
3，997，629，600円
15，286，151，400円
7，992，019，900円
6，472，150，500円
18，873，061，600円
32，321，941，400円
3，972，376，200円
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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 102，717，038，300円

総入場延人員 143，035名 （有料入場延人員 120，740名）
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