
21121 9月5日 晴 重 （27新潟2）第11日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時15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
1：53．8
1：50．9

良
不良

47 ナンヨーファミユ 牡2鹿 54 柴田 善臣中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 436－ 41：56．0 5．4�
58 コパノビジン 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人小林 祥晃氏 手塚 貴久 日高 ヤナガワ牧場 454－ 21：57．27 13．1�
610 カキツバタチグサ 牡2鹿 54 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 様似 富田 恭司 500± 01：57．41� 4．2�
22 トラストナイト 牡2黒鹿54 吉田 豊菅波 雅巳氏 田村 康仁 新ひだか 折手牧場 482－ 6 〃 クビ 15．5�
35 アシャカボラール 牡2栗 54

51 ▲伴 啓太吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 ラツキー牧場 468－ 61：57．61� 61．6�
23 ブライトガーランド 牝2栗 54 M．デムーロ下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 476± 01：58．13 2．8�
814 カワキタピリカ 牡2鹿 54 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 新ひだか 木田牧場 474－ 81：58．52� 7．9	
713 ビクターウィナー 牡2青鹿54 田辺 裕信永田さなえ氏 土田 稔 日高 古川 雅且 460± 0 〃 クビ 32．9

11 ニシノライト 牡2栗 54

51 ▲野中悠太郎西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 446－ 41：58．6クビ 189．9�
815 ダーダネルス 牡2鹿 54

51 ▲木幡 初也 �スピードファーム和田 正道 浦河 酒井牧場 476＋141：59．34 294．9
34 マイネルテイル 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 石川 栄一 492＋ 61：59．4� 22．9�
611 シゲルババチャン 牝2鹿 54 江田 照男森中 蕃氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 438＋ 81：59．61� 55．1�
712 ノアヴィクトリー 牝2鹿 54 的場 勇人佐山 公男氏 高木 登 平取 原田 新治 462＋ 62：01．19 160．7�
46 トウショウスレッジ 牡2栗 54 吉田 隼人トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 476－ 8 〃 クビ 104．0�
59 ジ ョ ン ノ ビ 牡2青鹿54 松岡 正海友水 達也氏 水野 貴広 新ひだか 千代田牧場 500－ 22：02．16 48．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，114，400円 複勝： 26，113，100円 枠連： 11，728，800円
馬連： 45，300，500円 馬単： 28，559，900円 ワイド： 25，216，100円
3連複： 61，402，100円 3連単： 80，515，900円 計： 301，950，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 160円 � 310円 � 140円 枠 連（4－5） 2，340円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 5，270円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 420円 �� 910円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 25，190円

票 数

単勝票数 計 231144 的中 � 35948（3番人気）
複勝票数 計 261131 的中 � 43698（3番人気）� 16509（5番人気）� 55693（2番人気）
枠連票数 計 117288 的中 （4－5） 3882（11番人気）
馬連票数 計 453005 的中 �� 11086（11番人気）
馬単票数 計 285599 的中 �� 4063（17番人気）
ワイド票数 計 252161 的中 �� 5974（11番人気）�� 16384（3番人気）�� 6887（9番人気）
3連複票数 計 614021 的中 ��� 11106（11番人気）
3連単票数 計 805159 的中 ��� 2317（62番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―13．0―14．2―13．3―12．4―13．5―12．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．2―51．4―1：04．7―1：17．1―1：30．6―1：43．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．9
1
3
10，12（11，14）8（3，7，13）－（2，9）6（1，4）－5＝15・（10，4）－（11，14）13（12，8，7）9（3，2）（5，6）－1＝15

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーファミユ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．6．21 東京5着

2013．2．25生 牡2鹿 母 フォトジェニー 母母 ブルーラスター 3戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ノアヴィクトリー号・トウショウスレッジ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年

10月5日まで平地競走に出走できない。
ジョンノビ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月5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） 3頭 アリオンダンス号・タイセイブラスト号・ハニークロウ号

21122 9月5日 晴 良 （27新潟2）第11日 第2競走 ��2，000�サラブレッド系2歳
発走10時45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
2：03．0
1：59．9

良
良

24 ユウチェンジ 牡2黒鹿54 戸崎 圭太�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 474＋ 22：03．2 4．6�
714 テイケイレーヴ 牝2鹿 54 蛯名 正義兼松 忠男氏 荒川 義之 洞�湖 レイクヴィラファーム 500－ 62：03．52 4．7�
12 マルターズゲイル 牡2青鹿54 大野 拓弥藤田 在子氏 松山 将樹 日高 天羽 禮治 466± 02：03．71� 3．8�
612 ダイワオッズ 牡2栗 54 田中 勝春大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 452＋ 22：03．91� 10．5�
510 マイネルツィール 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 田湯牧場 452＋ 22：04．32� 4．9�
47 シゲルムツゴロウ 牡2黒鹿54 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 438± 02：04．51� 109．4	
36 アクティベート 牝2黒鹿54 内田 博幸下河辺隆行氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 458＋10 〃 ハナ 15．3

713 デルマアツヒメ 牝2栗 54 武士沢友治浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 400－ 42：04．71� 172．5�
23 コスモヒドラ 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 468± 02：04．91� 30．8
59 ウインバーニング 牡2鹿 54 津村 明秀�ウイン 武市 康男 新冠 中本牧場 444－12 〃 クビ 74．2�
611 ニシノオウレイ 牝2黒鹿54 村田 一誠西山 茂行氏 尾形 和幸 浦河 高昭牧場 512± 0 〃 アタマ 85．0�
815 キョウエイレグナム 牡2鹿 54 江田 照男田中 晴夫氏 萱野 浩二 平取 高橋 啓 456＋ 42：05．0� 107．6�
35 ビッグランチ 牡2栗 54 吉田 豊 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 438± 0 〃 アタマ 19．5�
11 アポロマリンカ 牝2黒鹿54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 むかわ 真壁 信一 478－ 42：05．42� 269．1�
48 ワイルドハーブ 牝2鹿 54

52 △石川裕紀人 �スピードファーム武藤 善則 浦河 鵜木 唯義 450＋122：06．67 120．7�
816 ホイストポイント 牡2黒鹿 54

51 ▲木幡 初也 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 454＋ 42：10．4大差 407．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，400，800円 複勝： 26，587，100円 枠連： 10，819，800円
馬連： 41，506，600円 馬単： 23，681，300円 ワイド： 22，104，600円
3連複： 51，553，500円 3連単： 67，132，900円 計： 261，786，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 150円 � 120円 枠 連（2－7） 1，070円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，780円

ワ イ ド �� 410円 �� 350円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，240円 3 連 単 ��� 6，710円

票 数

単勝票数 計 184008 的中 � 32811（2番人気）
複勝票数 計 265871 的中 � 36295（4番人気）� 42235（3番人気）� 67195（1番人気）
枠連票数 計 108198 的中 （2－7） 7786（6番人気）
馬連票数 計 415066 的中 �� 31774（3番人気）
馬単票数 計 236813 的中 �� 9976（2番人気）
ワイド票数 計 221046 的中 �� 13453（3番人気）�� 16540（2番人気）�� 13223（4番人気）
3連複票数 計 515535 的中 ��� 31021（2番人気）
3連単票数 計 671329 的中 ��� 7244（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―12．5―13．6―13．1―12．8―12．4―12．0―11．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．8―36．3―49．9―1：03．0―1：15．8―1：28．2―1：40．2―1：51．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．0
1
3
11，6（2，8）3（1，4，12）（10，14）（7，13，15）（5，9）16
11，6（2，8）（3，12）4（1，10，14）（7，13，15）（5，9）＝16

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

勝馬の
紹 介

ユウチェンジ �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 ウイニングチケット デビュー 2015．7．19 中京5着

2013．5．1生 牡2黒鹿 母 ユウキャラット 母母 エンポールコメン 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホイストポイント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月5日まで平地競

走に出走できない。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 新潟競馬 第11日



21123 9月5日 晴 重 （27新潟2）第11日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時15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

712 ファインダッシュ 牡3黒鹿56 戸崎 圭太井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B504＋ 61：12．3 6．6�
47 タケショウビクター 牡3黒鹿 56

54 △石川裕紀人�ナイト商事 相沢 郁 様似 山口 幸雄 484－ 2 〃 アタマ 8．7�
815 ディスティニーガイ 牡3鹿 56 蛯名 正義石瀬 浩三氏 奥平 雅士 新冠 ラツキー牧場 496± 01：12．62 4．6�
22 マ タ ン ギ �3芦 56 内田 博幸�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 B428± 01：12．81� 7．9�
46 ゴールドエッグ 牡3鹿 56 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 480＋ 21：13．22	 2．7�
23 フラッシュカフェ 牡3黒鹿56 石橋 脩西川 恭子氏 小島 太 様似 中脇 一幸 472＋ 21：13．41� 43．7	
59 シベリアンアポジー 牡3栗 56 西田雄一郎藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B508± 01：13．72 36．6

34 
 ゴ ウ キ �3鹿 56 江田 照男岡田 牧雄氏 高木 登 愛 Old Car-

hue Stud 498＋ 21：14．23 7．7�
713
 ティズドラゴン 牡3鹿 56 吉田 豊窪田 康志氏 田島 俊明 米

Brookdale, Jack
Swain III &
Double K LLC

488＋ 81：14．3	 15．5�
610 バ ル デ ラ マ 牡3栗 56

53 ▲野中悠太郎 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502－ 21：14．4	 85．7

35 キングズアフェアー �3黒鹿56 武士沢友治吉田 照哉氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 512 ― 〃 アタマ 102．2�
11 フジサンボンド 牡3鹿 56 岩部 純二藤田 秀行氏 的場 均 浦河 三好牧場 476± 01：14．93 301．7�
611 タカラレジェンド 牡3鹿 56

53 ▲伴 啓太村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 488－101：15．64 386．4�
58 シャイニーヘイロー 牡3鹿 56 伊藤 工真小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 526－101：15．7	 312．0�
814 グリーンザナドゥ 牡3栗 56 吉田 隼人 �グリーンファーム武藤 善則 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：16．76 533．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，880，200円 複勝： 32，868，500円 枠連： 12，889，300円
馬連： 45，016，100円 馬単： 24，453，300円 ワイド： 24，582，200円
3連複： 56，233，300円 3連単： 74，604，800円 計： 292，527，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 210円 � 210円 � 170円 枠 連（4－7） 420円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 4，790円

ワ イ ド �� 760円 �� 450円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 22，410円

票 数

単勝票数 計 218802 的中 � 26171（3番人気）
複勝票数 計 328685 的中 � 38346（3番人気）� 37829（4番人気）� 55738（2番人気）
枠連票数 計 128893 的中 （4－7） 23232（1番人気）
馬連票数 計 450161 的中 �� 13484（11番人気）
馬単票数 計 244533 的中 �� 3823（20番人気）
ワイド票数 計 245822 的中 �� 7986（10番人気）�� 14510（5番人気）�� 9892（7番人気）
3連複票数 計 562333 的中 ��� 12499（12番人気）
3連単票数 計 746048 的中 ��� 2413（74番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―12．2―12．5―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．6―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファインダッシュ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．12．7 中山3着

2012．5．15生 牡3黒鹿 母 ファインレディー 母母 ファインカフェ 7戦1勝 賞金 10，150，000円
〔発走状況〕 キングズアフェアー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グリーンザナドゥ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月5日まで平地競

走に出走できない。

21124 9月5日 晴 重 （27新潟2）第11日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時45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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 エメラルエナジー 牡3栗 56 吉田 豊高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 B480＋ 21：55．3 1．9�
815 シゲルナマハゲ 牡3鹿 56 江田 照男森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 王蔵牧場 444＋ 81：55．51� 9．1�
11 マーケットプライス 牡3栗 56

54 △石川裕紀人島田 久氏 小西 一男 浦河 ヒダカフアーム 494＋ 81：55．6� 26．1�
47 ダッシングブルー 牡3黒鹿56 柴田 大知 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 B498± 01：55．8� 6．0�
814 バ ル マ ス ケ 牡3栗 56 大野 拓弥 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 追分ファーム 492－ 4 〃 ハナ 27．1	
58 アクティブボス 牡3青 56

53 ▲野中悠太郎髙橋 長治氏 根本 康広 浦河 鵜木 唯義 490＋ 21：56．11� 10．0

611 アサクサハヤブサ 牡3鹿 56 M．デムーロ田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 508－ 41：56．63 7．8�
712 ヤマニンフライハイ 牡3栗 56 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌和 新冠 錦岡牧場 490＋ 41：56．81� 65．4�
59 チャンピオンムーン 牡3鹿 56 石橋 脩坪野谷和平氏 勢司 和浩 浦河 アイオイファーム 514± 0 〃 クビ 64．3
713 サリーシャッセ 牝3栗 54 宮崎 北斗黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 木村 秀則 502＋ 41：56．9� 184．8�
610 ス ケ ロ ク 牡3栗 56

53 ▲伴 啓太サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 498－ 8 〃 クビ 444．1�
23 ライクエグザイル 牝3芦 54 嘉藤 貴行阿部 幸暉氏 大和田 成 浦河 桑田フアーム B452－ 41：57．0クビ 184．3�
35 キャンドルアート 牝3栗 54 内田 博幸 �ロードホースクラブ 牧 光二 新ひだか ケイアイファーム B478－ 21：57．21� 9．9�
46 ヤワタオリオン 牡3栗 56 大庭 和弥平岩 健一氏 菊川 正達 日高 木村牧場 400± 01：58．26 66．5�
34 モンドリュミエール 牝3鹿 54 松岡 正海 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 434－ 61：59．26 78．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，481，800円 複勝： 35，697，300円 枠連： 12，506，000円
馬連： 48，620，000円 馬単： 29，152，100円 ワイド： 28，455，100円
3連複： 63，688，100円 3連単： 87，100，200円 計： 328，700，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 230円 � 480円 枠 連（2－8） 730円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，160円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 25，380円

票 数

単勝票数 計 234818 的中 � 94498（1番人気）
複勝票数 計 356973 的中 � 116271（1番人気）� 32916（5番人気）� 12926（8番人気）
枠連票数 計 125060 的中 （2－8） 13276（2番人気）
馬連票数 計 486200 的中 �� 32984（4番人気）
馬単票数 計 291521 的中 �� 12845（5番人気）
ワイド票数 計 284551 的中 �� 16735（4番人気）�� 6124（13番人気）�� 2799（25番人気）
3連複票数 計 636881 的中 ��� 6611（23番人気）
3連単票数 計 871002 的中 ��� 2488（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．1―50．4―1：03．3―1：16．2―1：29．4―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．1
1
3
・（2，4）（3，14）10（9，13）－6，7，11（5，8）15＝1，12
2（3，4，14，13）（10，7）（9，8，11）15（5，6，12）－1

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

勝馬の
紹 介

エメラルエナジー �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．2．21 東京2着

2012．3．16生 牡3栗 母 セトウチソーラー 母母 サマーヴォヤージュ 8戦1勝 賞金 10，740，000円
〔制裁〕 スケロク号の騎手伴啓太は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：8番・5番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アサヒノマッチ号
（非抽選馬） 1頭 エンパイアライン号



21125 9月5日 晴 良 （27新潟2）第11日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時35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

45 ヒルトンヘッド 牡2栃栗54 M．デムーロ阿部 雅英氏 角田 晃一 平取 坂東牧場 544 ―1：23．5 1．3�
711 アートラヴァー 牝2栗 54 蛯名 正義 P.S．スライ氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 466 ―1：23．81� 21．2�
69 マーガレット 牝2青鹿54 北村 宏司 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 新ひだか 服部 牧場 402 ―1：23．9� 31．1�
813 ゴールドエフォート 牝2栗 54 戸崎 圭太 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444 ―1：24．0� 11．1�
710 シュートラヴ 牝2栗 54 田辺 裕信星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 442 ― 〃 クビ 18．5	
33 レパーズタウン 牝2鹿 54 大野 拓弥岡田 壮史氏 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 454 ―1：24．31� 24．2

68 リュイールスター 牝2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 450 ― 〃 ハナ 8．7�
11 ダイチラディウス 牡2鹿 54 宮崎 北斗 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 456 ―1：24．4� 173．0�
56 トミケンサンパティ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 土田農場 438 ― 〃 クビ 114．6
812 トロントロン 牝2黒鹿54 杉原 誠人�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 428 ―1：24．72 162．4�
57 ラズールリッキー 牝2黒鹿54 内田 博幸岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 448 ― 〃 ハナ 24．1�
22 ビ ト ク 牝2栗 54 柴田 善臣江川 伸夫氏 竹内 正洋 様似 清水スタッド 428 ―1：24．91 111．5�
44 ナッツスター 牡2鹿 54 江田 照男早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：27．8大差 111．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，408，500円 複勝： 110，497，300円 枠連： 12，682，100円
馬連： 42，600，400円 馬単： 38，089，600円 ワイド： 24，694，900円
3連複： 50，930，300円 3連単： 113，523，200円 計： 429，426，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 230円 � 420円 枠 連（4－7） 410円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 410円 �� 620円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 3，930円 3 連 単 ��� 8，310円

票 数

単勝票数 計 364085 的中 � 222510（1番人気）
複勝票数 計1104973 的中 � 917638（1番人気）� 25452（5番人気）� 11764（8番人気）
枠連票数 計 126821 的中 （4－7） 23947（2番人気）
馬連票数 計 426004 的中 �� 38450（4番人気）
馬単票数 計 380896 的中 �� 29832（3番人気）
ワイド票数 計 246949 的中 �� 16694（4番人気）�� 10321（7番人気）�� 2742（24番人気）
3連複票数 計 509303 的中 ��� 9698（18番人気）
3連単票数 計1135232 的中 ��� 9904（28番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．4―12．5―12．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．6―35．0―47．5―1：00．1―1：11．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルトンヘッド �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mr. Greeley 初出走

2013．2．10生 牡2栃栗 母 アシュレイリバー 母母 チャールストンハーバー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※ビトク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21126 9月5日 晴 良 （27新潟2）第11日 第6競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走13時05分 （芝・左・外）
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
1：31．5
1：30．7

良
良

24 � タ ピ ゴ ン 牡3栗 56 蛯名 正義窪田 康志氏 奥村 武 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

472± 01：34．1 26．1�
36 ジュモートリステ 牝3栗 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 田中 剛 安平 ノーザンファーム 468－ 4 〃 ハナ 7．3�
12 ボンジュールチカラ 牡3黒鹿56 田辺 裕信田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 津田牧場 442＋ 2 〃 クビ 31．9�
11 ハッピームーン 牡3黒鹿56 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 438－ 81：34．31� 5．0�
47 ブラウンゴッデス 牝3黒鹿54 田中 勝春飯田 正剛氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 440＋ 8 〃 ハナ 61．6�
714 フォアニーム 牝3栗 54 北村 宏司 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 21：34．51	 30．2	
612 ティムシェル 牡3鹿 56

54 △石川裕紀人諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 490＋ 21：34．6	 9．3

818 ロイヤルスピリッツ 牝3鹿 54 内田 博幸下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 494＋ 8 〃 ハナ 7．5�
48 ハーベストソング 牝3青鹿54 柴田 大知 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 41：34．81� 20．5�
59 マ ロ ン ベ ル 牝3栗 54 石橋 脩 グリーンファーム大和田 成 千歳 社台ファーム 436－ 2 〃 クビ 46．2�
611 エメラルドビーム 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太北原光一郎氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 486＋ 41：35．01 21．9�
816 マインドシフト 牝3鹿 54 松岡 正海岡田 繁幸氏 鈴木 伸尋 えりも エクセルマネジメント 432＋ 41：35．21	 239．9�
817 サ ン セ ド ナ 牝3栗 54 村田 一誠加藤 信之氏 伊藤 伸一 新ひだか 漆原 武男 456± 01：35．41� 262．6�
510 クロノスバローズ 牡3黒鹿56 木幡 初広猪熊 広次氏 牧 光二 新ひだか 矢野牧場 B416－ 61：36．25 258．0�
713 ナスノマジック 牝3鹿 54 大野 拓弥吉田 昭一氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 常郎 396＋ 4 〃 アタマ 122．7�
35 � ホワイトソックス 牝3青鹿 54

51 ▲木幡 初也山住 勲氏 矢野 英一 米 Mr. & Mrs. Char-
les McGinnes B390－ 41：36．3
 360．7�

23 アンギアーリ 牡3鹿 56 M．デムーロ �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 476± 01：36．72	 2．3�
715 テ イ ク ツ ル 牡3栗 56 吉田 隼人 K.C．タン氏 和田 正道 日高 高柳 隆男 454＋ 21：36．8クビ 637．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，809，900円 複勝： 38，677，600円 枠連： 16，140，300円
馬連： 60，226，300円 馬単： 31，990，200円 ワイド： 32，784，900円
3連複： 71，819，500円 3連単： 100，459，400円 計： 381，908，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，610円 複 勝 � 740円 � 260円 � 830円 枠 連（2－3） 780円

馬 連 �� 10，070円 馬 単 �� 20，040円

ワ イ ド �� 3，040円 �� 6，440円 �� 3，510円

3 連 複 ��� 58，350円 3 連 単 ��� 430，960円

票 数

単勝票数 計 298099 的中 � 9119（8番人気）
複勝票数 計 386776 的中 � 12766（9番人気）� 45215（3番人気）� 11264（10番人気）
枠連票数 計 161403 的中 （2－3） 16031（3番人気）
馬連票数 計 602263 的中 �� 4635（27番人気）
馬単票数 計 319902 的中 �� 1197（58番人気）
ワイド票数 計 327849 的中 �� 2800（32番人気）�� 1303（51番人気）�� 2417（36番人気）
3連複票数 計 718195 的中 ��� 923（134番人気）
3連単票数 計1004594 的中 ��� 169（876番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．4―11．5―12．0―11．9―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．6―35．0―46．5―58．5―1：10．4―1：21．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タ ピ ゴ ン �
�
父 Tapit �

�
母父 Hennessy デビュー 2014．9．14 新潟4着

2012．4．6生 牡3栗 母 Golden Dawn 母母 Paved in Gold 7戦1勝 賞金 9，130，000円
〔発走状況〕 アンギアーリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 スズヨローズ号



21127 9月5日 晴 良 （27新潟2）第11日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走13時35分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

48 コウユーココロザシ 牝3鹿 54 村田 一誠加治屋貞光氏 松永 康利 新ひだか 武岡農場 500＋ 2 55．4 13．8�
715 テイケイパステル 牝3鹿 54 西田雄一郎兼松 忠男氏 水野 貴広 浦河 谷川牧場 422＋12 〃 ハナ 173．8�
24 タイセイゴッホ 牝3鹿 54 田中 勝春田中 成奉氏 菊川 正達 浦河 帰山 清貴 476＋ 6 〃 クビ 12．9�
510 ニシノアンジュ 牝3栗 54

51 ▲木幡 初也西村 亮二氏 武井 亮 新ひだか 米田牧場 450－ 4 55．5クビ 4．1�
713 ミュゼメルノワール 牡3芦 56 田辺 裕信髙橋 仁氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム B466＋ 2 55．81� 9．4�
35 ノ バ ラ 牝3青鹿54 北村 宏司�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 456± 0 〃 ハナ 13．9	
23 ロッソマドンナ 牝3青鹿 54

52 △石川裕紀人星野 
男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 406－ 2 〃 ハナ 19．8�
59 グラントウショウ 牝3鹿 54 内田 博幸トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 470－ 4 55．9� 50．1�
36 フクノハイスピード 牝3栗 54 的場 勇人福島 祐子氏 的場 均 新ひだか 山際牧場 B436± 0 56．22 67．9
817 ラブテンダー 牝3黒鹿54 柴田 大知増田 陽一氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 486－ 4 56．3� 45．9�
47 マサノソングウェル 牝3黒鹿54 大野 拓弥中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468＋ 4 56．5� 74．5�
611 ハイピュアリティ 牝3鹿 54 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 454－14 〃 ハナ 105．9�
714 ゴールデンワトル 牝3栗 54 武士沢友治 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 418－ 8 〃 ハナ 29．9�
612 ミエノキティ 牝3鹿 54 柴田 善臣里見美惠子氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 424－ 8 〃 クビ 184．2�
818 スティンライクビー 牡3青鹿56 M．デムーロ �ローレルレーシング 尾関 知人 青森 ワールドファーム B466＋ 2 56．81� 2．0�
11 トップロック 牡3鹿 56 木幡 初広松尾 正氏 小野 次郎 秋田 松尾 豊 B502± 0 〃 ハナ 316．2�
816 ダブルサークル 牡3栗 56 石橋 脩林 瑛子氏 的場 均 平取 赤石牧場 B488＋ 4 57．97 368．3�
12 リキサンフロール 牝3黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 456－ 4 58．11� 469．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，114，900円 複勝： 47，705，700円 枠連： 19，673，200円
馬連： 67，823，700円 馬単： 37，558，600円 ワイド： 35，541，300円
3連複： 83，638，100円 3連単： 124，697，400円 計： 450，752，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 510円 � 4，080円 � 490円 枠 連（4－7） 4，260円

馬 連 �� 60，270円 馬 単 �� 107，100円

ワ イ ド �� 11，470円 �� 2，030円 �� 16，850円

3 連 複 ��� 191，830円 3 連 単 ��� 1，310，220円

票 数

単勝票数 計 341149 的中 � 19756（5番人気）
複勝票数 計 477057 的中 � 25607（5番人気）� 2804（13番人気）� 27059（4番人気）
枠連票数 計 196732 的中 （4－7） 3577（15番人気）
馬連票数 計 678237 的中 �� 872（68番人気）
馬単票数 計 375586 的中 �� 263（128番人気）
ワイド票数 計 355413 的中 �� 792（60番人気）�� 4621（19番人気）�� 538（70番人気）
3連複票数 計 836381 的中 ��� 327（235番人気）
3連単票数 計1246974 的中 ��� 69（1396番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．8―10．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．3―33．1―43．7

上り4F43．3－3F33．1
勝馬の
紹 介

コウユーココロザシ �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．11．1 福島10着

2012．5．13生 牝3鹿 母 キセキノメガミ 母母 ミスワキジャパン 10戦1勝 賞金 7，550，000円
〔その他〕 スティンライクビー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サンデンバロン号
（非抽選馬） 3頭 コスモフットライト号・ニシノユウキ号・ブラウンルランシー号

21128 9月5日 晴 稍重 （27新潟2）第11日 第8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）

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

58 スラリーアイス 牝3黒鹿 52
49 ▲野中悠太郎川島 吉男氏 小桧山 悟 浦河 信岡牧場 456＋ 21：53．6 45．7�

47 クロフネビームス 牝3芦 52 吉田 豊古川 嘉治氏 尾形 充弘 日高 豊洋牧場 460＋ 2 〃 クビ 9．8�
814 クリッパールート 牝3黒鹿 52

50 △石川裕紀人�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 464＋ 61：53．81� 28．1�
35 ファストクリス 牝3鹿 52 武士沢友治飯田総一郎氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 432－ 21：54．54 65．0�
34 ヒ ム カ 牝4栗 55 大野 拓弥�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 512＋ 2 〃 クビ 2．4�
610 スカーボロフェア 牝3鹿 52 松岡 正海 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 432＋ 41：55．56 28．3	
611 ビッグダージリン 牝5鹿 55 嘉藤 貴行関 駿也氏 清水 英克 宮城 関兵牧場 B488＋ 8 〃 アタマ 206．3

713 フォークスグローブ 牝3黒鹿52 柴田 善臣吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 530＋ 81：55．71� 7．0�
59 ヴ ィ ス ビ ー 牝4黒鹿55 江田 照男大野 富生氏 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム 476± 01：56．01� 7．0�
46 イデアオブクィーン 牝4芦 55 吉田 隼人益田 修一氏 石栗 龍彦 浦河 大道牧場 424＋14 〃 クビ 20．4
712� ユーカリノカゼ 牝4鹿 55 西田雄一郎吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 480＋101：56．21 232．6�
815 グラスルノン 牝4鹿 55 木幡 初広半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 488± 01：56．3	 419．3�
22 ヘッドドレス 牝3鹿 52 戸崎 圭太ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 B454＋ 41：56．51 22．2�
23 トーセンシルエット 牝4芦 55 北村 宏司島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B456－ 81：57．13	 134．7�
11 エクストラファイン 牝3黒鹿52 蛯名 正義 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 456＋141：57．52	 4．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 31，035，400円 複勝： 41，376，900円 枠連： 16，984，200円
馬連： 66，863，600円 馬単： 33，934，800円 ワイド： 33，497，500円
3連複： 81，564，500円 3連単： 115，966，000円 計： 421，222，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，570円 複 勝 � 1，100円 � 560円 � 920円 枠 連（4－5） 1，960円

馬 連 �� 14，650円 馬 単 �� 35，440円

ワ イ ド �� 3，950円 �� 7，900円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 60，210円 3 連 単 ��� 556，790円

票 数

単勝票数 計 310354 的中 � 5422（10番人気）
複勝票数 計 413769 的中 � 9686（10番人気）� 20568（6番人気）� 11762（9番人気）
枠連票数 計 169842 的中 （4－5） 6702（9番人気）
馬連票数 計 668636 的中 �� 3537（37番人気）
馬単票数 計 339348 的中 �� 718（79番人気）
ワイド票数 計 334975 的中 �� 2192（37番人気）�� 1085（53番人気）�� 3000（30番人気）
3連複票数 計 815645 的中 ��� 1016（135番人気）
3連単票数 計1159660 的中 ��� 151（952番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．5―13．1―13．0―12．9―13．4―12．3―12．9

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．6
1
3
13（9，15）11，1－（6，8）14，2，12，4，10，3，7－5
13（9，15，11）（6，4，1，8）（2，14）7，10，3，12，5

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

勝馬の
紹 介

スラリーアイス �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2014．8．31 新潟13着

2012．3．15生 牝3黒鹿 母 クレスコラブリー 母母 メジロライリー 13戦2勝 賞金 20，600，000円
〔発走状況〕 ヴィスビー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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 ヴァールハイト号・シゲルトオトウミ号・ブルーボサノヴァ号



21129 9月5日 晴 良 （27新潟2）第11日 第9競走 ��
��2，200�

つばめ

燕 特 別
発走14時35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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

59 ルミナスウォリアー 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 470＋ 22：12．2 2．7�
612 トレジャーマップ 牡4鹿 57 内田 博幸小林 正和氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 444＋ 42：12．73 3．0�
510 キュリオスティー 牝4鹿 55 柴田 善臣 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438－ 22：13．01� 25．1�
715 ヴァルコイネン 牡4芦 57 田辺 裕信吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 456－ 2 〃 ハナ 11．4�
48 キズナエンドレス 牝4鹿 55 伊藤 工真関 駿也氏 宗像 義忠 宮城 関兵牧場 472－ 22：13．1� 18．7�
36 ディールフロー 牡4鹿 57 吉田 豊 �シルクレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 432－ 42：13．31	 35．7	
23 ロンギングケイシー 牡4黒鹿57 石橋 脩坂本 浩一氏 竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 478－ 62：13．4� 228．8

47 マイネルシャルフ 牡4鹿 57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 486－20 〃 クビ 105．0�
714
 セ フ ィ ー ロ 牡4鹿 57 西田雄一郎 �グリーンファーム黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 460－ 22：13．71� 42．6
35 タイタニウム 牡3鹿 54 M．デムーロ吉田 安惠氏 鹿戸 雄一 平取 追分ファーム 442－ 22：13．91	 7．0�
818 スプリングシャトル 牡5栗 57 村田 一誠加藤 春夫氏 松永 康利 様似 堀 弘康 492＋122：14．0クビ 293．9�
816 ニシノマジック 牡3黒鹿54 吉田 隼人西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 川上牧場 482＋ 22：14．53 113．4�
11 ストーミング 牡4栗 57 田中 勝春栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 484－ 42：14．6クビ 8．2�
817 フォワードカール 牝4鹿 55 柴田 大知 �シルクレーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 クビ 180．0�
611
 バードオンアスク 牝4鹿 55 江田 照男戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 482± 02：15．02	 85．0�
713 タイセイボルト 牡5青鹿57 北村 宏司田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 B472± 02：15．95 108．7�
24 
 イーストフォンテン 牡4芦 57 武士沢友治吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 514－ 42：16．22 526．8�
12 ビーナスオンシェル 牝7鹿 55 大野 拓弥大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 494＋ 42：18．4大差 100．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 36，416，500円 複勝： 54，870，700円 枠連： 22，899，400円
馬連： 94，275，200円 馬単： 43，338，600円 ワイド： 42，741，100円
3連複： 108，667，700円 3連単： 158，491，400円 計： 561，700，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 130円 � 430円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，180円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 8，400円

票 数

単勝票数 計 364165 的中 � 104298（1番人気）
複勝票数 計 548707 的中 � 145034（1番人気）� 131783（2番人気）� 18769（7番人気）
枠連票数 計 228994 的中 （5－6） 52584（1番人気）
馬連票数 計 942752 的中 �� 211124（1番人気）
馬単票数 計 433386 的中 �� 50337（1番人気）
ワイド票数 計 427411 的中 �� 84943（1番人気）�� 7640（11番人気）�� 6504（14番人気）
3連複票数 計1086677 的中 ��� 31147（5番人気）
3連単票数 計1584914 的中 ��� 13676（16番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―11．1―12．0―12．9―12．8―12．4―12．0―11．9―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―23．4―34．5―46．5―59．4―1：12．2―1：24．6―1：36．6―1：48．5―2：00．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6
1
3

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

2
4

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

ルミナスウォリアー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．10．12 東京4着

2011．2．9生 牡4鹿 母 ルミナスハッピー 母母 リアリーハッピー 11戦3勝 賞金 46，374，000円
〔その他〕 ビーナスオンシェル号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕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。

21130 9月5日 晴 良 （27新潟2）第11日 第10競走 ��
��1，800�

や ひ こ

弥 彦 特 別
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54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

814 シュンドルボン 牝4青鹿55 田辺 裕信�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 492＋ 81：46．4 1．9�
813 ラインハーディー 牝4栗 55 的場 勇人大澤 繁昌氏 水野 貴広 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：46．5� 6．4�
34 サトノアッシュ 牡3鹿 54 蛯名 正義里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 482＋221：46．92� 14．5�
712 シルクブルックリン 牡6黒鹿57 北村 宏司 �シルクレーシング 奥村 武 新冠 対馬 正 558－ 2 〃 ハナ 36．6�
45 ハッピーモーメント 牡5鹿 57 戸崎 圭太 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：47．0� 5．1�
33 	 イメージガール 牝5黒鹿55 津村 明秀飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 476＋ 6 〃 クビ 85．8	
11 	 ファルスター 牡7鹿 57 内田 博幸佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488± 01：47．1� 53．4

22 エ ネ ア ド 牡6鹿 57 M．デムーロ �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 2 〃 同着 9．8�
69 シンボリジャズ 牡5鹿 57 柴田 大知シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 492＋ 2 〃 アタマ 16．4�
46 エ ミ ネ ス ク 牡3栗 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± 01：47．2� 19．0
610 ネルトスグアサ 牡5黒鹿57 伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 458± 01：47．73 295．9�
711 サトノレオパード 
6鹿 57 柴田 善臣里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 516＋ 61：47．91� 25．7�
57 メイショウオオゼキ 
5鹿 57 木幡 初広松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 484＋ 21：48．21� 196．0�
58 	 アルティスト 牡8鹿 57 江田 照男塩入 満洋氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 B476－ 21：48．83� 353．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，934，800円 複勝： 90，132，900円 枠連： 33，220，600円
馬連： 129，833，400円 馬単： 61，037，600円 ワイド： 56，633，600円
3連複： 153，373，200円 3連単： 258，912，700円 計： 832，078，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 370円 枠 連（8－8） 440円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 210円 �� 760円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 489348 的中 � 198604（1番人気）
複勝票数 計 901329 的中 � 452056（1番人気）� 111838（2番人気）� 28156（7番人気）
枠連票数 計 332206 的中 （8－8） 58195（2番人気）
馬連票数 計1298334 的中 �� 241242（1番人気）
馬単票数 計 610376 的中 �� 73481（1番人気）
ワイド票数 計 566336 的中 �� 85113（1番人気）�� 17025（8番人気）�� 8383（17番人気）
3連複票数 計1533732 的中 ��� 48086（7番人気）
3連単票数 計2589127 的中 ��� 32814（9番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．9―12．7―12．4―12．1―11．3―10．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―35．9―48．6―1：01．0―1：13．1―1：24．4―1：34．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュンドルボン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．2．10 東京3着

2011．1．20生 牝4青鹿 母 ネイチャーガイド 母母 ホワイトウォーターレディ 18戦4勝 賞金 74，128，000円



21131 9月5日 晴 良 （27新潟2）第11日 第11競走 ��
��1，600�

ながおか

長岡ステークス
発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：31．5
1：30．7

良
良

612 カレンケカリーナ 牝5黒鹿55 津村 明秀鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 494－ 81：33．8 24．9�
816 ダノンシーザー 牡3鹿 55 M．デムーロ�ダノックス 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 クビ 2．8�
23 マイネルメリエンダ 牡4栗 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 480＋ 6 〃 アタマ 5．3�
36 ダンスアミーガ 牝4栗 55 大野 拓弥 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 472± 0 〃 ハナ 6．4�
714 オコレマルーナ 牡6青鹿57 石橋 脩金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 アタマ 13．7	
24 アンブリッジ 牡5鹿 57 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 ハナ 28．3

815 タイセイドリーム 牡5鹿 57 戸崎 圭太田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 538± 01：33．9クビ 16．7�
47 レッドセシリア 牝5鹿 55 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 438＋12 〃 クビ 28．7�
510� ア イ ラ イ ン 牝3黒鹿53 吉田 豊�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 444＋ 8 〃 ハナ 18．0
35 エターナルムーン 牝5鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 浦河 櫛桁牧場 484－ 61：34．0	 200．2�
48 ボンジュールココロ 牝5鹿 55 田辺 裕信田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 474＋ 21：34．1クビ 50．2�
611 メドウヒルズ 牡4栗 57 内田 博幸�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 464＋ 81：34．31
 19．3�
12 プリンセスジャック 牝5栗 55 石川裕紀人�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 480± 0 〃 ハナ 55．6�
713 カバーストーリー 牡4栗 57 北村 宏司前田 晋二氏 清水 久詞 新ひだか 土居 忠吉 480＋ 41：34．4	 7．9�
11 カ ー バ 牡6青鹿57 村田 一誠�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 498－ 41：34．5� 231．1�
59 マンボネフュー 牡5青 57 蛯名 正義金子真人ホール

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 490－ 21：34．71	 27．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，435，600円 複勝： 111，423，800円 枠連： 67，594，400円
馬連： 267，311，900円 馬単： 113，122，000円 ワイド： 110，126，400円
3連複： 347，733，500円 3連単： 505，331，400円 計： 1，599，079，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，490円 複 勝 � 530円 � 140円 � 190円 枠 連（6－8） 1，120円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 8，780円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 1，960円 �� 520円

3 連 複 ��� 6，990円 3 連 単 ��� 64，470円

票 数

単勝票数 計 764356 的中 � 24481（9番人気）
複勝票数 計1114238 的中 � 38519（9番人気）� 266997（1番人気）� 155138（2番人気）
枠連票数 計 675944 的中 （6－8） 46701（4番人気）
馬連票数 計2673119 的中 �� 68307（10番人気）
馬単票数 計1131220 的中 �� 9656（27番人気）
ワイド票数 計1101264 的中 �� 23448（10番人気）�� 13753（25番人気）�� 57618（3番人気）
3連複票数 計3477335 的中 ��� 37295（18番人気）
3連単票数 計5053314 的中 ��� 5682（200番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．4―36．3―48．5―1：00．3―1：11．6―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンケカリーナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2012．11．24 京都2着

2010．2．11生 牝5黒鹿 母 センスオブアート 母母 Bishop’s Mate 15戦5勝 賞金 74，695，000円
〔制裁〕 ダノンシーザー号の騎手M．デムーロは，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番・11番・

6番・5番）

21132 9月5日 晴 稍重 （27新潟2）第11日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16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

713 ドリームドルチェ 牡3青鹿 55
52 ▲野中悠太郎ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 502＋121：12．5 3．8�

814 ザショットアロー 牡5鹿 57 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 506－ 61：12．6� 17．4�
22 � ウインオベロン 牡3黒鹿55 北村 宏司坂本 浩一氏 田村 康仁 新ひだか 城地 清満 494－ 51：12．91� 11．1�
59 サウスリュウセイ 牡3鹿 55

53 △石川裕紀人南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 462＋ 21：13．0� 25．3�
610 ジャスティシア 牝6鹿 55 吉田 隼人�ターフ・スポート岩戸 孝樹 日高 ナカノファーム 458－ 2 〃 ハナ 69．5	
712 ウインネオルーラー 牡4黒鹿57 柴田 大知�ウイン 高橋 祥泰 浦河 日の出牧場 476± 01：13．21 2．7

46 ラミアカーサ 牝3栗 53 M．デムーロ藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋121：13．3� 6．8�
815 シャイントラベラー 牡3黒鹿 55

52 ▲木幡 初也皆川 博文氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 B452－ 81：13．51	 83．9�
23 ジュエルアラモード 牝3栗 53 嘉藤 貴行西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 498＋14 〃 クビ 15．0
11 ヴェイルドスケール 牡3鹿 55 内田 博幸 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 520－ 41：13．6クビ 9．9�
35 ヒカリセット 牡4青鹿57 江田 照男�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 ヤナガワ牧場 468－ 2 〃 同着 45．9�
34 マハーシュリー 牝4黒鹿55 西田雄一郎髙橋 貴士氏 武藤 善則 新ひだか 土田 扶美子 B446＋101：13．81� 106．4�
58 ディアドナテロ 牡3黒鹿55 松岡 正海ディアレスト 池上 昌弘 新冠 武田牧場 472＋ 61：13．9クビ 20．4�
47 オリオンザプラズマ 牡5栗 57 大野 拓弥平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 有限会社石川牧場 474± 01：14．22 57．8�
611 コスモサビク 牡3栗 55 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか グランド牧場 444－101：14．94 211．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，356，000円 複勝： 78，863，600円 枠連： 44，962，300円
馬連： 151，350，000円 馬単： 69，670，400円 ワイド： 73，606，300円
3連複： 189，007，600円 3連単： 295，592，900円 計： 956，409，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 320円 � 370円 枠 連（7－8） 1，030円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，350円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 11，110円 3 連 単 ��� 42，160円

票 数

単勝票数 計 533560 的中 � 109569（2番人気）
複勝票数 計 788636 的中 � 155293（2番人気）� 57885（5番人気）� 47808（6番人気）
枠連票数 計 449623 的中 （7－8） 33568（6番人気）
馬連票数 計1513500 的中 �� 48683（8番人気）
馬単票数 計 696704 的中 �� 14144（12番人気）
ワイド票数 計 736063 的中 �� 24644（6番人気）�� 13953（15番人気）�� 6533（32番人気）
3連複票数 計1890076 的中 ��� 12751（35番人気）
3連単票数 計2955929 的中 ��� 5083（123番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．5―12．3―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．0―35．5―47．8―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F37．0
3 12，13（10，14）（6，15）（3，7）（1，5，9）（2，11）8－4 4 12，13（10，14，15）（3，6，7）（1，5，9）－2，11，8，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームドルチェ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2014．11．22 東京3着

2012．4．17生 牡3青鹿 母 オリジナルデザート 母母 パイナップルスター 6戦2勝 賞金 16，600，000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。
（非抽選馬） 5頭 ジャイアントアイ号・スイフトフォンテン号・スズカプリティー号・ヒメスズラン号・プロファウンド号



（27新潟2）第11日 9月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 188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

179，170，000円
3，140，000円
10，260，000円
1，500，000円
15，900，000円
71，403，000円
4，888，000円
1，804，800円

勝馬投票券売得金
433，388，800円
694，814，500円
282，100，400円
1，060，727，700円
534，588，400円
509，984，000円
1，319，611，400円
1，982，328，200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 6，817，543，400円

総入場人員 10，493名 （有料入場人員 8，763名）
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