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25025 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時10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

12 スミレタンポポ 牝2鹿 54
51 ▲木幡 初也海谷 幸司氏 金成 貴史 浦河 高野牧場 404＋ 41：10．3 19．6�

11 ナミノリゴリラ 牝2黒鹿54 田中 勝春小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 大江牧場 448－ 21：10．51� 17．2�
48 ノーモアベット 牡2青鹿54 柴山 雄一髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 448＋10 〃 クビ 4．9�
35 ヴィクトリーノース 牝2栗 54 田辺 裕信古賀 慎一氏 谷原 義明 平取 川向高橋育

成牧場 458－ 2 〃 ハナ 27．8�
36 スマイルミーティア 牝2黒鹿54 北村 宏司保坂 和孝氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム 434± 01：10．81� 4．0�
510 エースナンバー 牡2黒鹿54 吉田 隼人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 484－ 2 〃 クビ 69．1	
611 マニワプリンセス 牝2鹿 54 横山 典弘�サンライズ 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 436－ 61：10．9� 31．5

714 ノーフェイト 牝2栗 54 武士沢友治髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 小島牧場 450＋ 21：11．0� 11．1�
815 トーセンヌーヴォー 牡2栗 54 松岡 正海島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 454＋ 21：11．31� 117．0
817 クリノスイートピー 牝2黒鹿54 江田 照男栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 434－12 〃 ハナ 137．6�
713 ラビットボーテ 牝2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太西村 静子氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 426＋ 4 〃 クビ 16．9�
24 コーリンバロック �2栗 54 津村 明秀伊藤 恵子氏 小野 次郎 平取 中川 隆 450－ 21：11．4� 109．0�
23 アライドメジャーズ 牡2栗 54 戸崎 圭太木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 438± 01：11．5クビ 12．1�
47 アドニスステラ 牡2鹿 54 大野 拓弥平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 須崎牧場 436± 01：11．81� 162．6�
816 ブレッザバラーレ 牝2栗 54 吉田 豊森岡 幸人氏 田島 俊明 浦河 谷口牧場 426－ 41：11．9� 41．5�
612 ツクバレガーロ 牡2栗 54 柴田 善臣細谷 武史氏 蛯名 利弘 日高 坂田牧場 458－ 21：12．0クビ 3．1�
59 アクティブボス 牡2青 54 丸山 元気髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 472± 01：12．42� 238．2�

（17頭）

売 得 金
単勝： 20，102，500円 複勝： 33，846，800円 枠連： 15，854，100円
馬連： 51，054，600円 馬単： 29，095，000円 ワイド： 27，442，200円
3連複： 69，728，600円 3連単： 95，158，900円 計： 342，282，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 510円 � 500円 � 200円 枠 連（1－1） 9，320円

馬 連 �� 10，710円 馬 単 �� 21，200円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 1，520円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 17，060円 3 連 単 ��� 144，020円

票 数

単勝票数 計 201025 的中 � 8173（8番人気）
複勝票数 計 338468 的中 � 15701（7番人気）� 16027（6番人気）� 52992（3番人気）
枠連票数 計 158541 的中 （1－1） 1317（25番人気）
馬連票数 計 510546 的中 �� 3692（35番人気）
馬単票数 計 290950 的中 �� 1029（68番人気）
ワイド票数 計 274422 的中 �� 2508（32番人気）�� 4669（19番人気）�� 4963（18番人気）
3連複票数 計 697286 的中 ��� 3064（52番人気）
3連単票数 計 951589 的中 ��� 479（422番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．8―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．5―46．3―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スミレタンポポ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．8．30 新潟4着

2012．4．20生 牝2鹿 母 ジーアイジェーン 母母 ナナコフレスコ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出走取消馬 セイウンオセアン号（疾病〔感冒〕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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エンジェルミナ号・カシノトラダマシイ号・カシノリコーダー号・ベニイモン号・ホワイトウインド号

25026 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3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

612 レッドルモンド 牡2青鹿54 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B496－ 41：48．5 2．3�
12 ニシノオタケビ 牡2鹿 54 田辺 裕信西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 468＋ 2 〃 クビ 4．9�
48 ウインフォーエバー 牝2鹿 54 柴田 大知�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 456－ 41：49．03 11．8�
715 エースオブエース 牡2黒鹿54 大野 拓弥前田 晋二氏 小笠 倫弘 平取 北島牧場 452± 0 〃 アタマ 10．3�
713 トーセンカナロア 牡2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 460± 01：49．21� 95．8	
36 スクリーンショット 牡2栗 54 三浦 皇成桑畑 �信氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 428＋ 6 〃 ハナ 6．3

24 	 ギャルソンヌ 牝2鹿 54 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 英

Brendan Boyle
& Yeo Barton
Bloodstock

460＋ 41：49．3クビ 19．7�
818 デトロイトカフェ 牝2黒鹿54 石橋 脩 Him Rock Racing 矢野 英一 浦河 小島牧場 446－ 41：49．51
 75．6�
817 ベ ン ガ ル 牡2鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 高柳 瑞樹 浦河 杵臼牧場 454－ 2 〃 クビ 14．3
59 サウスポールツアー 牝2栗 54 吉田 隼人海谷 幸司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 416－ 21：49．6� 47．2�
714 エレガントソング 牝2黒鹿54 吉田 豊 �シルクレーシング 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 474± 01：50．02� 57．9�
816 トーセンマリオン 牝2栗 54 武士沢友治島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 450－ 81：50．1� 133．0�
47 プラチナムスタング 牝2芦 54

51 ▲伴 啓太竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 472± 01：50．2クビ 138．8�
23 パーソナルホウセキ 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 菅原 泰夫 新冠 辻 和明 392－ 6 〃 ハナ 361．9�
35 モントレーベイ 牡2芦 54 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 日高 白井牧場 448－12 〃 クビ 50．9�
11 ヨザクラマスミ 牝2栗 54

51 ▲長岡 禎仁上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 畠山牧場 420＋ 21：50．3クビ 184．4�
510 ラパンルージュ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗後藤 英成氏 田中 剛 新ひだか 服部 牧場 470＋201：50．51
 91．4�
611 スプリームゴールド 牝2芦 54 田中 勝春 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408＋ 61：50．92� 19．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，895，400円 複勝： 40，261，200円 枠連： 14，511，400円
馬連： 49，679，800円 馬単： 28，363，700円 ワイド： 27，546，200円
3連複： 65，014，200円 3連単： 91，127，100円 計： 339，399，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 160円 � 240円 枠 連（1－6） 640円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 330円 �� 550円 �� 900円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 10，300円

票 数

単勝票数 計 228954 的中 � 77443（1番人気）
複勝票数 計 402612 的中 � 115799（1番人気）� 63083（2番人気）� 31874（4番人気）
枠連票数 計 145114 的中 （1－6） 17355（1番人気）
馬連票数 計 496798 的中 �� 53932（1番人気）
馬単票数 計 283637 的中 �� 18742（1番人気）
ワイド票数 計 275462 的中 �� 23237（1番人気）�� 12665（5番人気）�� 7292（10番人気）
3連複票数 計 650142 的中 ��� 18462（6番人気）
3連単票数 計 911271 的中 ��� 6412（15番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―12．6―12．4―12．3―11．7―11．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．3―35．2―47．8―1：00．2―1：12．5―1：24．2―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F36．0
3 12＝（10，4）（1，2，14）（8，11）（6，15）13（7，18）9，5，17，16，3 4 12＝（10，4）－（1，2，14）（8，6，11，15）（7，13，18）（5，9）17－16，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レッドルモンド �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Forest Camp デビュー 2014．9．6 新潟2着

2012．4．4生 牡2青鹿 母 カロンセギュール 母母 Yesterdays Gone 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クインズマルシアノ号・ソフォニスバ号

第３回 新潟競馬 第３日



25027 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3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 4，000，000円 1，600，000円 1，000，000円 600，000円 400，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

58 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 B466± 01：52．7 9．5�
22 マリアフィオーレ 牝3黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 432＋ 21：54．6大差 13．7�
712 ドナアヴィード 牝3芦 54 北村 宏司久保田 定氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 448＋ 8 〃 ハナ 2．3�
46 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 454－ 2 〃 クビ 6．6�
713 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 460－ 21：55．34 29．6�
815 プロテクション 牝3黒鹿54 伊藤 工真 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 468－ 4 〃 クビ 16．6	
611 キ ナ ウ 牝3黒鹿54 三浦 皇成荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486± 01：55．61� 26．1

47 ワッグルダンス 牝3栗 54 柴田 大知 �キャロットファーム 伊藤 大士 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420－11 〃 アタマ 57．1�
11 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 476－ 41：56．45 4．5
610 コウジンシュリー 牝3鹿 54 吉田 隼人加藤 興一氏 松山 将樹 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：57．35 161．1�
34 クィーンオブシバ 牝3鹿 54 武士沢友治小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 490－ 21：58．04 11．9�
35 ユーヌベルファム 牝3鹿 54 丸田 恭介飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 444－10 〃 ハナ 87．4�
23 ロークワット 牝3青鹿54 黛 弘人山岸 桂市氏 奥平 雅士 日高 シンボリ牧場 456－101：58．53 100．6�
814 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 436－121：59．67 381．2�
59 ハニーフォンテン 牝3栗 54 吉田 豊吉橋 計氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 452－121：59．7クビ 128．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，400，300円 複勝： 41，344，000円 枠連： 13，754，400円
馬連： 51，085，200円 馬単： 31，089，200円 ワイド： 27，341，700円
3連複： 64，395，400円 3連単： 103，884，000円 計： 356，294，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 310円 � 390円 � 120円 枠 連（2－5） 7，110円

馬 連 �� 7，780円 馬 単 �� 13，240円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 500円 �� 630円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 52，700円

票 数

単勝票数 計 234003 的中 � 19576（4番人気）
複勝票数 計 413440 的中 � 26152（5番人気）� 19233（7番人気）� 137480（1番人気）
枠連票数 計 137544 的中 （2－5） 1498（21番人気）
馬連票数 計 510852 的中 �� 5087（22番人気）
馬単票数 計 310892 的中 �� 1760（40番人気）
ワイド票数 計 273417 的中 �� 3113（25番人気）�� 14850（4番人気）�� 11242（7番人気）
3連複票数 計 643954 的中 ��� 9431（19番人気）
3連単票数 計1038840 的中 ��� 1429（166番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．4―13．2―13．3―12．7―12．5―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．9―49．1―1：02．4―1：15．1―1：27．6―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

モンサンアルビレオ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．2．17 東京10着

2011．5．19生 牝3栗 母 マヤノメメント 母母 ネ ガ ノ 6戦1勝 賞金 5，760，000円
〔その他〕 ハニーフォンテン号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クィーンオブシバ号・ユーヌベルファム号・ロークワット号・ジョイフルハニー号は，「タイムオーバー

による出走制限」のため，平成26年10月20日まで平地競走に出走できない。
コウジンシュリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年11月20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 リトルトリンケット号

25028 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （芝・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，000，000円 1，600，000円 1，000，000円 600，000円 400，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．2
1：56．1

良
良

47 ファイネストアワー 牡3栗 56 蛯名 正義矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 444－ 62：00．6 6．4�
713 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± 0 〃 ハナ 3．4�
818 マイソウルメイト 牝3黒鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 浦河 大北牧場 470＋10 〃 アタマ 40．6�
23 カ ラ エ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428± 02：00．81� 200．0�
816 ハートオブジュン 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也林 啓二氏 松山 将樹 浦河 信成牧場 486＋ 62：00．9� 18．8	
510 ミスアシング 牝3鹿 54 石橋 脩市川 義美氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 422± 02：01．0クビ 44．0

12 ピ ー キ ー 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 464± 0 〃 クビ 5．3�
817 アプレイザル 牡3黒鹿56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 476± 02：01．1	 20．6�
715 ユーカリノカゼ 牝3鹿 54 西田雄一郎吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 B462＋ 42：01．2	 32．0
48 ゴールドクラウス 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太磯波 勇氏 高木 登 新ひだか 城地 和義 462± 02：01．3クビ 7．2�
59 トーセンマルシェ 牝3黒鹿54 三浦 皇成島川 �哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 480± 02：01．51� 19．7�
11 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 448＋ 22：01．71	 10．9�
35 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 482－ 22：02．02 66．7�
612 エ ル ト ン ト 牡3鹿 56 柴田 善臣山本 英俊氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 502＋ 82：02．21 59．1�
611 ボールドジュニア 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 444± 02：02．73 63．7�
714 パスファインダー 牡3鹿 56 M．エスポジート �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 476± 02：03．44 16．1�

（伊）

24 ビューロクラート 牡3鹿 56 北村 宏司 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 460－ 82：04．14 27．4�
36 マイネルセントラム 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 516 ―2：04．2� 171．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 25，686，200円 複勝： 43，855，100円 枠連： 22，586，100円
馬連： 52，599，700円 馬単： 28，855，900円 ワイド： 31，686，300円
3連複： 70，543，400円 3連単： 102，227，100円 計： 378，039，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 170円 � 840円 枠 連（4－7） 520円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，760円

ワ イ ド �� 530円 �� 5，170円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 18，450円 3 連 単 ��� 103，800円

票 数

単勝票数 計 256862 的中 � 31639（3番人気）
複勝票数 計 438551 的中 � 53797（3番人気）� 78999（1番人気）� 10309（13番人気）
枠連票数 計 225861 的中 （4－7） 33191（2番人気）
馬連票数 計 525997 的中 �� 31616（2番人気）
馬単票数 計 288559 的中 �� 7823（6番人気）
ワイド票数 計 316863 的中 �� 16696（2番人気）�� 1498（58番人気）�� 3221（28番人気）
3連複票数 計 705434 的中 ��� 2867（56番人気）
3連単票数 計1022271 的中 ��� 714（301番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―22．8―34．2―46．2―58．0―1：10．3―1：23．2―1：36．0―1：48．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．4
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ファイネストアワー �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 El Prado デビュー 2013．9．22 中山5着

2011．3．11生 牡3栗 母 シフォンベール 母母 シンフォーミー 12戦1勝 賞金 10，650，000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 キングロイ号
※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。



25029 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時30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

58 ファイアフライ 牝2栗 54 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438 ―1：13．9 19．8�

46 タイセイレグルス 牡2鹿 54 川須 栄彦田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 辻 牧場 466 ―1：14．11� 22．0�
815 ハイアーヴォルト 牡2鹿 54 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 浦河 昭和牧場 454 ―1：14．2クビ 5．6�
814 クィーンパレット 牝2鹿 54 石橋 脩井上 久光氏 柴田 政人 新冠 大栄牧場 440 ―1：14．52 4．7�
712 ジャイアントアイ 牡2栗 54 大野 拓弥島田 久氏 松山 将樹 浦河 村中牧場 484 ―1：14．71 107．4�
713 トーセンメリッサ 牝2青 54 戸崎 圭太島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 464 ― 〃 ハナ 1．8	
34 サ ク ラ モ チ 牡2鹿 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 真歌田中牧場 446 ― 〃 クビ 47．8

35 エイコオヴィグラス 牡2鹿 54 吉田 豊木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 470 ―1：15．55 22．3�
22 テンプルオブラブ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 430 ―1：16．13� 72．2
610 エマーブルバターユ 牡2芦 54

51 ▲長岡 禎仁平本 敏夫氏 蛯名 利弘 浦河 絵笛牧場 438 ―1：16．73� 50．1�
23 バッドイナフ 牡2栗 54 大庭 和弥グリーンスウォード武井 亮 新ひだか 鹿嶋牧場 476 ―1：16．8� 200．3�
611 ベリサリウス 牡2青鹿54 松岡 正海髙橋 益秀氏 水野 貴広 新ひだか 下屋敷牧場 498 ― 〃 クビ 89．0�
59 カンタベリーバロン 牡2鹿 54 二本柳 壮峰 哲馬氏 二本柳俊一 新冠 佐藤 静子 466 ―1：17．01� 110．3�
11 オープンマーケット 牡2黒鹿54 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 494 ―1：17．1� 14．2�
47 コスモエポール 牡2青 54 柴田 大知岡田 繁幸氏 畠山 重則 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 506 ―1：17．95 107．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，617，700円 複勝： 32，378，100円 枠連： 16，788，100円
馬連： 43，152，400円 馬単： 33，048，800円 ワイド： 24，123，500円
3連複： 52，519，800円 3連単： 99，059，900円 計： 323，688，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 520円 � 650円 � 250円 枠 連（4－5） 7，810円

馬 連 �� 12，990円 馬 単 �� 30，980円

ワ イ ド �� 3，120円 �� 1，650円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 26，810円 3 連 単 ��� 226，550円

票 数

単勝票数 計 226177 的中 � 9120（5番人気）
複勝票数 計 323781 的中 � 15518（5番人気）� 11947（7番人気）� 38503（3番人気）
枠連票数 計 167881 的中 （4－5） 1665（19番人気）
馬連票数 計 431524 的中 �� 2573（29番人気）
馬単票数 計 330488 的中 �� 800（58番人気）
ワイド票数 計 241235 的中 �� 1974（28番人気）�� 3808（15番人気）�� 2935（20番人気）
3連複票数 計 525198 的中 ��� 1469（68番人気）
3連単票数 計 990599 的中 ��� 317（447番人気）

ハロンタイム 12．2―11．6―12．4―12．9―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．8―36．2―49．1―1：01．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．7
3 ・（6，8）（2，12）（11，14）15－（5，13）－（3，4）－（1，7）9－10 4 ・（6，8，12）（2，14）（11，15）5，13－4，3－1－7（10，9）

勝馬の
紹 介

ファイアフライ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Unbridled’s Song 初出走

2012．3．20生 牝2栗 母 ギフトオブソング 母母 Quality Gift 1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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カンタベリーマミー号・ノーブルヴィーナス号・フジマサジャンボ号

25030 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （芝・左・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

611 ネオルミエール 牡2栗 54 北村 宏司 �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472 ―1：38．8 1．8�
817 クラージュシチー 牡2栗 54 柴田 善臣 �友駿ホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか 幌村牧場 480 ― 〃 クビ 7．9�
48 ハイドンセット 牡2鹿 54

51 ▲石川裕紀人池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 454 ―1：39．65 56．4�
713 カッテカテグリーン 牝2栗 54 田辺 裕信斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 424 ―1：39．7クビ 14．3�
35 テイエムレジェンド 牡2鹿 54 江田 照男竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 木田牧場 440 ―1：39．91 20．7	
47 キスザスターズ 牡2鹿 54 戸崎 圭太 P.G．ファッジ氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476 ―1：40．0� 4．5

714 ラブリーメイク 牝2鹿 54 三浦 皇成 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 462 ―1：40．1� 25．1�
11 ヴァンドデセール 牝2鹿 54 松岡 正海�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 梅田牧場 424 ― 〃 クビ 64．5�
510 ストレートプレイ 牝2鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース小島 太 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430 ―1：40．2� 14．1
612 コスモニンブル 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 430 ―1：40．3� 160．9�
816 フジハイドランジア 牝2黒鹿54 丹内 祐次藤田 達男氏 清水 英克 新冠 佐藤 信広 424 ― 〃 ハナ 248．0�
59 ファストクリス 牝2鹿 54 津村 明秀飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 436 ―1：40．51	 51．3�
36 イマジンシチー 牡2芦 54 M．エスポジート �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 504 ―1：40．6� 51．3�
（伊）

12 ユ ノ 牝2芦 54 柴山 雄一�ミルファーム 斎藤 誠 新冠 大栄牧場 426 ― 〃 ハナ 34．8�
815 アポロマギーア 牝2栗 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 合資会社カ

ネツ牧場 560 ―1：41．13 311．5�
24 マイティディーバ 牝2黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 416 ― 〃 クビ 355．9�
23 スウォードワン 牡2栗 54 石橋 脩千明牧場 武藤 善則 浦河 千明牧場 462 ―1：41．2� 167．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 29，674，600円 複勝： 44，139，000円 枠連： 18，240，300円
馬連： 51，944，600円 馬単： 34，860，500円 ワイド： 29，072，800円
3連複： 60，706，100円 3連単： 107，448，900円 計： 376，086，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 670円 枠 連（6－8） 640円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，290円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 6，200円 3 連 単 ��� 15，030円

票 数

単勝票数 計 296746 的中 � 131106（1番人気）
複勝票数 計 441390 的中 � 181631（1番人気）� 39032（3番人気）� 9436（10番人気）
枠連票数 計 182403 的中 （6－8） 21863（2番人気）
馬連票数 計 519446 的中 �� 57330（2番人気）
馬単票数 計 348605 的中 �� 27661（2番人気）
ワイド票数 計 290728 的中 �� 23838（2番人気）�� 5498（13番人気）�� 2503（29番人気）
3連複票数 計 607061 的中 ��� 7338（17番人気）
3連単票数 計1074489 的中 ��� 5180（29番人気）

ハロンタイム 13．5―12．5―13．3―13．6―12．8―11．1―10．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．5―26．0―39．3―52．9―1：05．7―1：16．8―1：27．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．1
3 1（3，5）（6，10）（8，11，12）（2，9，14，13）（4，17）（7，16）15 4 ・（8，1）（3，6，5）（2，10）11（9，12，13）（4，14）（7，17）（15，16）

勝馬の
紹 介

ネオルミエール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

2012．3．1生 牡2栗 母 シルクプリマドンナ 母母 バウンドトゥダンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ブラインドタッチ号（疾病〔感冒〕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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アキノヘッドギア号・ディマンズ号・トーセンアイランド号
※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。



25031 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

11 プ ロ ト コ ル 牡3栗 55 的場 勇人石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 いとう牧場 516＋ 61：11．3 25．5�
22 � コウギョウサンデー 牡4鹿 57 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 516＋ 41：11．62 64．6�
35 マ レ ー ナ 牝3黒鹿53 北村 宏司山本 英俊氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 456－121：11．92 12．3�
814 ゼンノヒストリエ 牡3黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 502－ 2 〃 ハナ 2．1�
610 オータムラヴ 牡3黒鹿55 戸崎 圭太�Basic 田島 俊明 新ひだか 見上牧場 490＋101：12．0クビ 13．8�
815 ジョージジョージ 牡4栗 57 田中 勝春北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 454± 01：12．1� 6．4	
34 ドレッシースタイル 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 470－101：12．41� 4．6


58 マイネモントル 牝4青鹿55 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 440＋ 41：12．61� 129．1�

59 ハルズハッピー 牡4芦 57 江田 照男田中 昇氏 小野 次郎 新ひだか 橋本牧場 B510＋ 41：12．7� 13．1�
47 キービスケット 牝3黒鹿53 吉田 豊北前孔一郎氏 高橋 文雅 安平 追分ファーム 470± 0 〃 クビ 101．6
23 メテオーラビアンカ 牡4鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 504－ 11：12．8� 126．3�
713 バ ル ザ ッ ク 牡4鹿 57 吉田 隼人諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 448－ 21：13．01� 241．8�
611 キボウダクリチャン 牝5栗 55 武士沢友治栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 458± 01：13．21	 303．6�
46 フレンチフェロー 
3鹿 55 嘉藤 貴行鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 444＋ 41：13．51� 11．2�
712 バ ン ビ ア イ 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人北所 直人氏 大江原 哲 新ひだか 嶋田牧場 436－101：15．7大差 265．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，113，800円 複勝： 42，169，300円 枠連： 19，861，300円
馬連： 63，848，700円 馬単： 35，912，000円 ワイド： 31，691，100円
3連複： 77，426，700円 3連単： 127，806，700円 計： 427，829，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 830円 � 1，340円 � 440円 枠 連（1－2） 19，020円

馬 連 �� 44，180円 馬 単 �� 82，610円

ワ イ ド �� 8，730円 �� 3，190円 �� 7，030円

3 連 複 ��� 133，490円 3 連 単 ��� 857，960円

票 数

単勝票数 計 291138 的中 � 9108（8番人気）
複勝票数 計 421693 的中 � 13129（8番人気）� 7866（9番人気）� 27379（7番人気）
枠連票数 計 198613 的中 （1－2） 809（28番人気）
馬連票数 計 638487 的中 �� 1120（52番人気）
馬単票数 計 359120 的中 �� 326（99番人気）
ワイド票数 計 316911 的中 �� 932（49番人気）�� 2589（28番人気）�� 1159（43番人気）
3連複票数 計 774267 的中 ��� 435（169番人気）
3連単票数 計1278067 的中 ��� 108（1011番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．8―12．4―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．5―46．9―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プ ロ ト コ ル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Nureyev デビュー 2014．2．2 東京11着

2011．4．19生 牡3栗 母 ヴィーナスコロニー 母母 Magna of Illusions 6戦2勝 賞金 15，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バンビアイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月20日まで平地競走

に出走できない。

25032 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 グリサージュ 牝3芦 52 江田 照男吉田 哲哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム 474＋ 21：53．7 6．4�
46 オ ク リ モ ノ 牝3栗 52 津村 明秀�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 478＋ 61：53．8� 61．1�
22 ブルーボサノヴァ 牝3栗 52 柴田 大知 �ブルーマネジメント和田 雄二 新冠 川上牧場 478＋ 61：54．01� 7．7�
35 メテオーリカ 牝5黒鹿55 田中 勝春吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 452＋ 61：54．21� 5．0�
47 リースリング 牝3栗 52

49 ▲石川裕紀人池谷 誠一氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 454＋ 41：54．3� 16．8	
713 クラリティーエス 牝4青鹿55 横山 典弘吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494± 01：54．4� 7．6

59 レイヨンヴェール 牝3黒鹿52 M．エスポジート �グリーンファーム武藤 善則 千歳 社台ファーム 496＋ 41：54．82� 2．4�

（伊）

58 ヤマニンミミック 牝6黒鹿55 伊藤 工真土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 B500＋ 61：55．01� 136．6�
23 チャードリー 牝5青鹿55 勝浦 正樹�G1レーシング 和田 雄二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426± 01：55．21 30．9
11 ナンヨーノキョー 牝4黒鹿55 柴田 善臣中村 德也氏 小笠 倫弘 浦河 三好牧場 462＋101：55．41� 230．1�
814 ダイワプロシード 牝4栗 55 北村 宏司大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 460＋12 〃 ハナ 21．8�
610	 スプリングデジレ 牝4鹿 55 吉田 隼人加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 清水 誠一 450－151：55．5クビ 80．5�
611	 ナデシコニッポン 牝4芦 55 吉田 豊石橋 和夫氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B466± 01：55．81� 29．6�
34 	 トーセンハナミズキ 牝4鹿 55 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：56．65 241．9�
815 カ ナ ル ナ ニ 牝4芦 55 大野 拓弥 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 484－ 61：57．66 53．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，419，600円 複勝： 39，723，000円 枠連： 21，877，500円
馬連： 72，616，700円 馬単： 37，167，400円 ワイド： 31，541，600円
3連複： 80，959，100円 3連単： 127，656，900円 計： 442，961，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 250円 � 1，230円 � 230円 枠 連（4－7） 2，680円

馬 連 �� 22，490円 馬 単 �� 31，530円

ワ イ ド �� 6，120円 �� 950円 �� 5，040円

3 連 複 ��� 42，580円 3 連 単 ��� 214，230円

票 数

単勝票数 計 314196 的中 � 38844（3番人気）
複勝票数 計 397230 的中 � 44219（5番人気）� 6848（11番人気）� 50278（3番人気）
枠連票数 計 218775 的中 （4－7） 6325（11番人気）
馬連票数 計 726167 的中 �� 2502（48番人気）
馬単票数 計 371674 的中 �� 884（80番人気）
ワイド票数 計 315416 的中 �� 1296（55番人気）�� 8951（11番人気）�� 1579（47番人気）
3連複票数 計 809591 的中 ��� 1426（112番人気）
3連単票数 計1276569 的中 ��� 432（567番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．7―13．1―13．1―12．6―12．6―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．6―49．7―1：02．8―1：15．4―1：28．0―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グリサージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．9．22 中山1着

2011．5．15生 牝3芦 母 リトルブレッシング 母母 サワヤカプリンセス 5戦2勝 賞金 14，500，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 トーアコナユキ号・マックスユーキャン号・リヴァロ号
※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。



25033 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3日 第9競走 ��
��1，200�

と や の

鳥 屋 野 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
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 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

22 エリモフェザー 牝4栗 55 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 432－ 21：11．2 87．5�
46 � セ ト ア ロ ー 牡3鹿 55 三浦 皇成難波 澄子氏 森 秀行 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

520＋ 21：11．41 4．0�
34 ダークシーカー 牡5栗 57 松岡 正海松本 俊廣氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 532± 0 〃 ハナ 23．4�
59 ダ ウ ト レ ス 牡3鹿 55 柴山 雄一�ノースヒルズ 小島 太 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502＋ 41：11．61	 24．1�
47 � アテーナーズブレス 牝6鹿 55 北村 宏司黒岩 晴男氏 古賀 慎明 米 Green

Gates Farm 462－ 6 〃 クビ 44．4�
610 スフィンクス 牝5鹿 55 田辺 裕信佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 468＋ 81：11．81
 83．7	
58 モリトビャクミ 牡3芦 55 横山 典弘石橋 忠之氏 水野 貴広 新ひだか 伊藤 敏明 490＋141：11．9クビ 6．2

23 デルマヌラリヒョン 牡4鹿 57 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 488＋10 〃 クビ 14．9�
35 キセキノハナ 牝5芦 55 田中 勝春華山 龍一氏 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 450＋ 8 〃 ハナ 11．7�
713 サンセルマン 牡5黒鹿57 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 460－ 2 〃 ハナ 88．7
611 サ ノ イ チ 牡3鹿 55 M．エスポジートビジョンサラブレッドクラブ 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 480＋ 2 〃 アタマ 4．2�

（伊）

815 フェアリーライン 牝5鹿 55 蛯名 正義 �キャロットファーム 池上 昌弘 安平 追分ファーム B542＋ 41：12．21� 27．7�
11 ゴールウェイ 牝5鹿 55 川須 栄彦吉田 和美氏 栗田 徹 洞�湖 メジロ牧場 464± 0 〃 アタマ 116．7�
814� ペガサスジュニア 牡3栗 55 吉田 豊鶴見 芳子氏 大久保洋吉 米 Dr. Masa-

take Iida 510＋121：12．41 39．3�
712 キンシザイル 牡5鹿 57 江田 照男若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 498± 0 〃 ハナ 4．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，503，800円 複勝： 54，410，000円 枠連： 25，538，600円
馬連： 113，732，700円 馬単： 52，088，600円 ワイド： 45，311，900円
3連複： 121，557，400円 3連単： 186，648，800円 計： 635，791，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，750円 複 勝 � 1，730円 � 200円 � 480円 枠 連（2－4） 2，750円

馬 連 �� 19，790円 馬 単 �� 60，940円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 8，720円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 60，900円 3 連 単 ��� 585，800円

票 数

単勝票数 計 365038 的中 � 3337（13番人気）
複勝票数 計 544100 的中 � 6781（14番人気）� 87647（3番人気）� 28095（7番人気）
枠連票数 計 255386 的中 （2－4） 7186（11番人気）
馬連票数 計1137327 的中 �� 4453（46番人気）
馬単票数 計 520886 的中 �� 641（122番人気）
ワイド票数 計 453119 的中 �� 2477（48番人気）�� 1311（70番人気）�� 10387（11番人気）
3連複票数 計1215574 的中 ��� 1497（159番人気）
3連単票数 計1866488 的中 ��� 231（1208番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．8―12．3―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―35．0―47．3―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモフェザー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 トワイニング デビュー 2012．7．29 札幌9着

2010．3．13生 牝4栗 母 リトルマーメード 母母 エリモドリーム 18戦4勝 賞金 42，429，000円
※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 ディアイレイザー号・テイクエイム号・ノボピュアリティ号・フォースライト号・フリスコベイ号・

ボンジュールノゾミ号・リベルタドーレス号
※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。

25034 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3日 第10競走 ��
��1，200�

は つ か ぜ

初 風 特 別
発走15時10分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下，25．9．14以降26．9．14まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000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
1：07．5
1：06．5

良
良

36 エターナルムーン 牝4鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 480－ 21：08．8 25．3�
715 ベルモントラハイナ 牝3鹿 52 吉田 隼人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 456＋ 2 〃 クビ 17．2�
611 シンボリディスコ 牡4栗 55 田中 勝春シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 478＋ 4 〃 ハナ 3．8�
612 シンジュボシ 牝4栗 55 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 486－ 21：08．9クビ 9．6�
11 ジーニマジック 牝4鹿 54 田辺 裕信田所 英子氏 小笠 倫弘 日高 天羽牧場 474＋ 4 〃 クビ 7．6	
48 ケイアイウィルゴー 牝4鹿 55 戸崎 圭太亀田 和弘氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 480± 01：09．0クビ 5．7

510 マンボネフュー 牡4青 56 M．エスポジート 金子真人ホールディングス� 国枝 栄 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478－ 21：09．1� 5．0�
（伊）

714 アブマーシュ 牝5鹿 53 横山 和生伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン
牧場 490－ 2 〃 クビ 42．8�

713 ザ ラ ス ト ロ 牡4鹿 57 柴田 善臣高橋 一恵氏 武藤 善則 新ひだか 松田牧場 486－ 21：09．31� 27．2
47 ボンジュールココロ 牝4鹿 54 北村 宏司田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 476－ 2 〃 ハナ 13．2�
24 ナオミノユメ 牝5鹿 52 荻野 琢真塩澤 正樹氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 446＋121：09．4	 59．6�
817 シルバーレイショウ 牡5芦 54 横山 典弘池谷 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＋ 61：09．61� 39．4�
35 モーニングコール 牝4鹿 52 丸田 恭介飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 436＋ 4 〃 クビ 32．6�
818 ファンデルワールス 
5鹿 55 蛯名 正義 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 492－ 41：09．7クビ 24．8�
816� リバティーホール 牝5鹿 52 西田雄一郎吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B448－ 2 〃 クビ 133．0�
59 サンマディソン 牝3鹿 51 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 444－ 8 〃 ハナ 95．7�
23 ゴールデンクラウン 
5青鹿54 大野 拓弥吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 498＋ 41：09．8	 86．4�
12 � スーパースター 牝3栗 50 江田 照男坪野谷和平氏 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 436＋ 41：10．01� 78．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，125，900円 複勝： 76，282，700円 枠連： 43，293，300円
馬連： 148，368，000円 馬単： 65，560，600円 ワイド： 63，321，600円
3連複： 179，954，500円 3連単： 263，222，900円 計： 884，129，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，530円 複 勝 � 610円 � 580円 � 180円 枠 連（3－7） 5，140円

馬 連 �� 16，390円 馬 単 �� 37，300円

ワ イ ド �� 4，650円 �� 1，770円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 25，550円 3 連 単 ��� 223，980円

票 数

単勝票数 計 441259 的中 � 13921（9番人気）
複勝票数 計 762827 的中 � 28061（8番人気）� 30199（7番人気）� 137562（1番人気）
枠連票数 計 432933 的中 （3－7） 6526（22番人気）
馬連票数 計1483680 的中 �� 7013（51番人気）
馬単票数 計 655606 的中 �� 1318（114番人気）
ワイド票数 計 633216 的中 �� 3453（54番人気）�� 9292（15番人気）�� 9242（16番人気）
3連複票数 計1799545 的中 ��� 5281（79番人気）
3連単票数 計2632229 的中 ��� 852（666番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．5―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―45．5―57．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．8
3 2（5，18）（12，15）－（6，8，17）16（1，3，11）7，10（9，14）13，4 4 2，18（5，15）12（6，17）8（1，16，11）3（7，10）（9，14）13，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エターナルムーン �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．6．16 函館3着

2010．4．19生 牝4鹿 母 ノーブルエターナル 母母 クイーンズメモリー 24戦4勝 賞金 66，158，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ブルーピアス号
（非抽選馬） 5頭 アドマイヤクーガー号・サクラベル号・トーセンシルエット号・プロスペラスマム号・ヤサカシャイニー号
※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。



25035 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3日 第11競走 ��
��1，800�ラ ジ オ 日 本 賞

発走15時45分 （ダート・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬
2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

ラジオ日本賞（1着）
賞 品

本 賞 20，000，000円 8，000，000円 5，000，000円 3，000，000円 2，000，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

55 インカンテーション 牡4鹿 57 大野 拓弥�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 482± 01：51．2 1．4�
67 スターバリオン 牡5芦 56 蛯名 正義幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ

ネツ牧場 492－ 4 〃 クビ 18．9�
11 � サトノプリンシパル 牡4鹿 56 川須 栄彦里見 治氏 矢作 芳人 米 Dr. Masa-

take Iida B556＋ 61：51．83	 3．3�
68 グレートチャールズ 牡5栗 56 戸崎 圭太吉田 和美氏 吉田 直弘 洞
湖 メジロ牧場 508－101：52．01� 11．2�
811 ツクバコガネオー �6栗 56 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム 524－ 6 〃 クビ 25．3�
812 タムロスカイ 牡7栗 57 三浦 皇成谷口 屯氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 486＋ 21：52．42	 40．1	
44 ヴァンヌーヴォー 牡5鹿 56 石橋 脩 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 B500－ 2 〃 クビ 44．9

22 ボ レ ア ス 牡6鹿 56 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 468－ 21：52．5 64．1�
79 ジ ャ ン ナ 牡6鹿 56 丸田 恭介前田 幸治氏 小笠 倫弘 新冠 ノースヒルズマネジメント 486－ 2 〃 アタマ 140．9
56 ジョウノボヘミアン 牡8鹿 56 松岡 正海小川 義勝氏 加藤 征弘 日高 三城牧場 B506＋101：52．81 96．0�
33 � プレティオラス 牡5黒鹿56 田辺 裕信伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 474＋ 61：53．86 95．5�
710 イケドラゴン 牡9栗 56 北村 宏司田畑 利彦氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 540－ 41：55．39 233．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 63，522，300円 複勝： 227，746，800円 枠連： 53，233，200円
馬連： 219，345，300円 馬単： 151，772，700円 ワイド： 84，513，500円
3連複： 261，750，500円 3連単： 773，574，400円 計： 1，835，458，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 190円 � 110円 枠 連（5－6） 510円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 380円 �� 120円 �� 550円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，700円

票 数

単勝票数 計 635223 的中 � 345108（1番人気）
複勝票数 計2277468 的中 � 1774051（1番人気）� 55812（5番人気）� 202265（2番人気）
枠連票数 計 532332 的中 （5－6） 79642（2番人気）
馬連票数 計2193453 的中 �� 152163（3番人気）
馬単票数 計1517727 的中 �� 85173（5番人気）
ワイド票数 計 845135 的中 �� 44107（5番人気）�� 255235（1番人気）�� 28179（7番人気）
3連複票数 計2617505 的中 ��� 281376（3番人気）
3連単票数 計7735744 的中 ��� 151233（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―37．6―50．7―1：03．1―1：15．3―1：27．6―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インカンテーション �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Machiavellian デビュー 2012．7．14 中京15着

2010．3．24生 牡4鹿 母 オリジナルスピン 母母 Not Before Time 17戦6勝 賞金 140，573，000円
〔制裁〕 サトノプリンシパル号の騎手川須栄彦は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

25036 9月20日 晴 良 （26新潟3）第3日 第12競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走16時25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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

23 レッドマニッシュ 牝4黒鹿55 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 488－ 81：47．7 8．2�
24 ラインハーディー 牝3栗 52 横山 典弘大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 482－ 61：47．8� 4．7�
47 スパーブデイ 牡3鹿 54 北村 宏司藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 524＋141：48．01	 21．7�
612 セイクリッドロード 
5鹿 57 柴田 大知岡田 牧雄氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：48．21	 37．8�
510 サニーデイズ 牡3黒鹿54 石橋 脩星野 祐介氏 相沢 郁 日高 前野牧場 486－14 〃 ハナ 61．7�
48 タイセイグルーヴィ 牡5鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 池上 昌弘 日高 日高大洋牧場 470＋ 4 〃 クビ 7．6	
714 ショウナンマルシェ 牡3青鹿54 柴田 善臣国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 21：48．3� 24．9

35 ベルゲンクライ 牡4芦 57 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 476＋ 2 〃 クビ 40．7�
611 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 502＋ 21：48．4� 9．9�
817 アーマークラッド 牡4栗 57 蛯名 正義吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502± 01：48．61� 7．9
12 ル ナ レ デ ィ 牝3黒鹿52 西田雄一郎村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 中田 英樹 482－ 41：48．7クビ 58．5�
713 ナンヨーケンゴー 
4鹿 57 M．エスポジート 中村 德也氏 斎藤 誠 日高 日高大洋牧場 470＋ 41：48．91 16．6�

（伊）

816 イ オ ラ ニ 牡3黒鹿54 三浦 皇成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 6 〃 クビ 18．9�

818 プライドイズメシア 牡4鹿 57 丸田 恭介三枝 栄二氏 高橋 文雅 浦河 バンブー牧場 514－10 〃 ハナ 51．6�
11 モントボーゲン 牝3鹿 52 江田 照男 �サンデーレーシング 牧 光二 安平 ノーザンファーム 466± 01：49．11	 90．4�
715 フォワードカール 牝3鹿 52 宮崎 北斗 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：49．52� 51．3�
36 � 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 446－ 21：49．71� 4．5�
59 マイネルジパング 牡3栗 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 41：50．33� 177．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 54，480，000円 複勝： 83，403，200円 枠連： 49，083，400円
馬連： 192，441，000円 馬単： 67，767，700円 ワイド： 73，549，700円
3連複： 197，111，500円 3連単： 304，268，900円 計： 1，022，105，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 300円 � 200円 � 690円 枠 連（2－2） 1，900円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 740円 �� 3，700円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 15，500円 3 連 単 ��� 74，070円

票 数

単勝票数 計 544800 的中 � 53101（5番人気）
複勝票数 計 834032 的中 � 73407（5番人気）� 127128（2番人気）� 26152（10番人気）
枠連票数 計 490834 的中 （2－2） 19950（10番人気）
馬連票数 計1924410 的中 �� 85555（2番人気）
馬単票数 計 677677 的中 �� 13114（8番人気）
ワイド票数 計 735497 的中 �� 26849（4番人気）�� 4949（44番人気）�� 8304（22番人気）
3連複票数 計1971115 的中 ��� 9534（39番人気）
3連単票数 計3042689 的中 ��� 2978（184番人気）

ハロンタイム 12．5―11．9―12．2―12．9―13．1―11．8―11．2―10．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．4―36．6―49．5―1：02．6―1：14．4―1：25．6―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．1―3F33．3
3 7－（10，14）12，6（8，15）（2，9）（4，3，17）（13，18）5，11，1，16 4 7（14，12）10（6，8）（2，15）（4，3，9，17）5（13，18）（1，11）16

勝馬の
紹 介

レッドマニッシュ �
�
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 2012．7．21 新潟7着

2010．4．17生 牝4黒鹿 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス 14戦2勝 賞金 17，750，000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 テイエムブシドー号
※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。



（26新潟3）第3日 9月20日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 193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

198，010，000円
11，120，000円
1，580，000円
17，580，000円
68，313，500円
5，018，000円
1，852，800円

勝馬投票券売得金
403，542，100円
759，559，200円
314，621，700円
1，109，868，700円
595，582，100円
497，142，100円
1，301，667，200円
2，382，084，500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 7，364，067，600円

総入場人員 7，570名 （有料入場人員 6，237名）
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