
２２０８５ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第１競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１０時００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

１：２１．６
１：２１．１

良

稍重

８１５ アシュレイリバー 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己 �キャロットファーム 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８２－ ２１：２３．７ ４．８�

８１６� ロットオブカクテル 牡２黒鹿５４ 勝浦 正樹 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４６８－ ４１：２３．８� １．８�
３５ � コスモフライハイ 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 柴崎 勇 三石 前田 宗将 ４７４－ ２１：２４．０１ ２５．９�
２４ � ローズフレッシュ 牝２栗 ５４

５３ ☆吉田 隼人臼田 浩義氏 秋山 雅一 新冠 秋田牧場 ４５０＋ ６ 〃 クビ ４．４�
５９ � ファストソニック 牡２鹿 ５４ 田中 勝春平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４６８－ ４１：２４．１クビ ２１．６�
８１７� エイワムサシ 牡２栗 ５４ 武 豊永井公太郎氏 松山 康久 米 Amalio

Ruiz Jr. ４７６＋ ２１：２４．４２ １９．７	
５１０ ス テ パ ノ ス 牡２栗 ５４ 石橋 脩伊達 秀和氏 清水 利章 門別 サンシャイン

牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ １４０．９

４８ フィクシアス 牡２鹿 ５４ 吉田 豊井上 修一氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４５２－ ６１：２４．６１ １６３．７�
２３ ガンコイッテツ 牡２黒鹿５４ 後藤 浩輝田島榮二郎氏 小西 一男 門別 坂 牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ３１．３�
３６ � キルシュブリューテ 牝２鹿 ５４ 穂苅 寿彦 ローレルレーシング 和田 正道 新冠 対馬 正 ４５０± ０１：２５．１３ ３３．４�
４７ � テンジンチカラ 牡２青鹿５４ 石神 深一テンジン 矢野 照正 浦河 赤田牧場 ４４６－ ６１：２５．３１	 １６５．２�
７１４ バーニングラブ 牝２黒鹿 ５４

５２ △大野 拓弥�グランド牧場 蛯名 信広 静内 グランド牧場 ４２６＋ ４１：２５．６２ １９０．６�
１２ �
 マイネルミステリオ 牡２栗 ５４

５１ ▲佐藤 聖也 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 八木農場 ４０６± ０１：２５．７	 １９９．５�

６１１ キャプテンスパロウ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義小林 博雄氏 中野 栄治 門別 川島 貞二 ４７０± ０１：２６．２３ ２６３．１�
６１２
 マイネルロブソン 牡２鹿 ５４ 中舘 英二 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 浦河 広瀬 正昭 ４７４＋１２１：２６．９４ １９０．６�
７１３� ショウナンパフィー 牝２鹿 ５４

５２ △塚田 祥雄国本 哲秀氏 戸田 博文 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４４－ ８１：２７．４３ １９９．７�
１１ ステキナガバナー 牝２鹿 ５４ 江田 照男中谷 初子氏 境 征勝 新冠 的場牧場 ４６６－ ８１：３０．３大差 ２１３．４�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ２０，６２８，５００円 複勝： ２５，５６４，６００円 枠連： ３０，７６５，１００円

普通馬連： ７７，０１７，８００円 馬単： ８７，６３１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，７５９，０００円

３連複： １０８，５０５，３００円 ３連単： 発売なし 計： ３７３，８７１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ４４０円 枠 連（８－８） ３４０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� １，０８０円 �� ６５０円

３ 連 複 ��� ２，２４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２０６２８５ 的中 � ３４２１８（３番人気）
複勝票数 計 ２５５６４６ 的中 � ３６１５８（３番人気）� １０５１１３（１番人気）� ８４６７（８番人気）
枠連票数 計 ３０７６５１ 的中 （８－８） ６７７７５（２番人気）
普通馬連票数 計 ７７０１７８ 的中 �� １２９８４０（２番人気）
馬単票数 計 ８７６３１０ 的中 �� ５７４７４（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３７５９０ 的中 �� ３１０３８（２番人気）�� ４７６６（１２番人気）�� ８２９５（５番人気）
３連複票数 計１０８５０５３ 的中 ��� ３５７６９（６番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．７―１１．６―１２．３―１２．２―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．４―３５．０―４７．３―５９．５―１：１１．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アシュレイリバー �
�
父 Mr. Greeley �

�
母父 Grindstone デビュー ２００６．７．２２ 小倉４着

２００４．２．９生 牝２黒鹿 母 チャールストンハーバー 母母 Penny’s Valentine ３戦１勝 賞金 ６，６００，０００円
〔その他〕 ステキナガバナー号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕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。
※出走取消馬 キンショージェット号（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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 マルブツセンター号



２２０８６ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

２２ デ ュ カ ス 牡３鹿 ５６ 小牧 太吉田 勝己氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９４± ０１：１３．０ ３．６�

３４ ベルモントエース 牡３鹿 ５６ 穂苅 寿彦 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム ５１４＋ ４１：１３．２１� ２．２�

８１５ オンワードカルマ 牡３鹿 ５６ 石橋 脩�オンワード牧場 柴田 政人 浦河 オンワード牧場 ４８４＋ ４１：１３．６２� １３０．０�
４７ カズサハート 牝３鹿 ５４ 木幡 初広阿津 和昌氏 松永 勇 静内 佐竹 学 ４４８＋ ４１：１３．９２ ２０．１�
７１２ トーセンマンボ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎島川 �哉氏 保田 一隆 静内 岡田スタツド ５２０± ０１：１４．６４ ９．９	
４６ オグリウインザー 牡３鹿 ５６ 西田雄一郎小栗 孝一氏 星野 忍 三石 稲葉牧場 ４５６＋ ４１：１４．７クビ ３５３．３

７１３� ベ ロ ー チ ェ 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 ４４８＋ ８１：１５．０１� ５．２�
２３ � フジマサリーダー 牡３栗 ５６ 吉田 豊藤原 正一氏 奥平 雅士 三石 前川 正美 ５００＋ ６ 〃 ハナ １７．１�
６１１� フサイチサルサ 牝３青鹿５４ 田中 勝春関口 房朗氏 岩戸 孝樹 門別 天羽牧場 ４２８± ０１：１５．５３ ２０４．５
８１４�� トーセンメキラ �３栗 ５６ 柴田 未崎島川 �哉氏 柴崎 勇 三石 広田牧場 ４０６± ０ 〃 クビ ７４７．７�
５９ サンクリストバル 牡３栗 ５６

５３ ▲佐藤 聖也 �サンデーレーシング 作田 誠二 早来 ノーザンファーム ５７０± ０ 〃 アタマ １４８．４�
５８ ビービーオファード 牡３青鹿５６ 蛯名 正義�坂東牧場 宗像 義忠 平取 坂東牧場 ４７０＋ ４１：１５．７１	 ４９．９�
６１０� ダイワスラッガー 牡３黒鹿５６ 武 豊大城 敬三氏 増沢 末夫 新冠 ハクツ牧場 ４８８＋ ２１：１６．５５ １５．３�
３５ ツクバブライアン 牡３鹿 ５６ 長谷川浩大荻原 昭二氏 戸田 博文 門別 ヤナガワ牧場 ４５４－２４１：１６．７１� ２８５．３�
１１ � ナゲットアローン 牝３栗 ５４ 村田 一誠竹本いずみ氏 中川 公成 門別 広中 稔 ４３６± ０１：１７．３３� ６１１．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，７８５，３００円 複勝： ２１，９９１，５００円 枠連： ２４，９９８，７００円

普通馬連： ８１，２１２，８００円 馬単： ８２，５５０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，２５７，３００円

３連複： １０８，４９６，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３６１，２９２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １２０円 � １，１５０円 枠 連（２－３） ３３０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３，９４０円 �� ２，５８０円

３ 連 複 ��� １０，６３０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８７８５３ 的中 � ４１６５７（２番人気）
複勝票数 計 ２１９９１５ 的中 � ４２００８（２番人気）� ７０１５６（１番人気）� ２７６５（９番人気）
枠連票数 計 ２４９９８７ 的中 （２－３） ５６１１８（２番人気）
普通馬連票数 計 ８１２１２８ 的中 �� １４０４２１（１番人気）
馬単票数 計 ８２５５０７ 的中 �� ６３７０９（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３２５７３ 的中 �� ２８９６７（２番人気）�� １２７５（３１番人気）�� １９７０（２４番人気）
３連複票数 計１０８４９６１ 的中 ��� ７５３５（３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．７―１２．７―１２．４―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．９―１：００．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ ュ カ ス �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Pompeii Court デビュー ２００６．７．９ 京都４着

２００３．３．１０生 牡３鹿 母 デ ロ ー ベ 母母 Petite Voleuse ３戦１勝 賞金 ６，２５０，０００円
〔発走状況〕 フジマサリーダー号・フサイチサルサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ダイワスラッガー号の騎手武豊は，３コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。

ツクバブライアン号の騎手長谷川浩大は，３コーナー通過後に外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔調教再審査〕 フジマサリーダー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナゲットアローン号は，平成１８年１０月３日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ナゲットアローン号は，平成１８年１０月３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 ペタサイトラブ号



２２０８７ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

２：００．７
１：５６．４

良

良

４７ � ビクトリーフラッグ 牡３栗 ５６ 武 豊ジョイ・レースホース� 松元 茂樹 白老 白老ファーム ４４０－ ２２：０３．０ ５．４�

４８ �� トーセンクルーズ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義島川 �哉氏 佐々木亜良 浦河 上山牧場 ４６６＋ ４２：０３．１� ３．９�
２４ � アンバープリンス 牡３鹿 ５６

５３ ▲高野 和馬永井 廣司氏 田子 冬樹 三石 大塚牧場 ４８０＋１２２：０３．８４ ３３７．５�
７１４� マイネルオルペウス 牡３芦 ５６ 江田 照男 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中川 公成 新冠 セントラルスタツド B４５６－ ４２：０４．０１� ３６．８�
５１０� モエレキセキレディ 牝３鹿 ５４ 小林 淳一中村 和夫氏 土田 稔 浦河 カナイシスタッド ４１８－ ４ 〃 アタマ １７０．７�
３６ � フレーミングライフ 牡３鹿 ５６ 吉田 豊岡田 牧雄氏 坂本 勝美 浦河 木戸口 昌治 ４８６－１４ 〃 アタマ ８．７	
５９ � トーホウメボン 牝３芦 ５４ 小野 次郎東豊物産� 菊川 正達 門別 三輪 幸子 ４４２＋ ８ 〃 ハナ ２１７．５

７１３ シャコーバニラ 牝３鹿 ５４ 土谷 智紀グレイドレーシング組合 矢野 照正 門別 白井牧場 ４４６－ ６ 〃 ハナ ３８２．８�
８１８� マイネルラプタス 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 田上 光征 ４９８± ０２：０４．１� ６．７�
１２ � バンダムラッシュ 牡３鹿 ５６ 南田 雅昭山科 統氏 南田美知雄 浦河 山春牧場 ４５４＋ ６ 〃 クビ ２３５．１
３５ � ピックアウト 牡３鹿 ５６ 村田 一誠�前川企画 伊藤 正徳 青森 太田ファーム ４７０－１２２：０４．６３ ２６．５�
１１ �� テンシノサンディ 牡３栗 ５６ 小牧 太杉谷 枡夫氏 谷 潔 青森 伊藤牧場 ４６８－ ６ 〃 ハナ ７８．９�
６１２ タイキシャルロット 牝３栗 ５４ 田中 勝春�大樹ファーム 宗像 義忠 大樹 大樹ファーム ４３８－ ２２：０４．８１� ３１．９�
７１５� ダイワアスカロン 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣大城 敬三氏 中野渡清一 三石 大塚牧場 ４３２＋ ８２：０４．９クビ ２．６�
２３ カガノマイヒメ 牝３鹿 ５４ 二本柳 壮村田 滋氏 鈴木 康弘 三石 坂部牧場 ４７８＋ ２ 〃 クビ １０１．１�
６１１� トウカイローレル 牝３栗 ５４ 木幡 初広内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５００＋３２２：０５．０� ９０．９�
８１７ トレンドシチー 牡３鹿 ５６

５５ ☆吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 松永 勇 浦河 佐々木 忠義 ４３２－１２２：０５．１クビ １５５．９�
８１６� タケショウサクラ 牝３鹿 ５４ 石神 深一�ナイト商事 矢野 照正 様似 山口 幸雄 ４１０＋ ４２：０５．５２� ３２１．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，３８８，５００円 複勝： ２１，５４９，１００円 枠連： ２８，０６９，８００円

普通馬連： ７５，６９７，４００円 馬単： ７６，５７９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，７２５，１００円

３連複： １００，６１８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３３９，６２８，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２４０円 � １９０円 � ３，３８０円 枠 連（４－４） ９６０円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� ２，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４９０円 �� １２，５３０円 �� １１，９８０円

３ 連 複 ��� ７５，０９０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７３８８５ 的中 � ２５５５７（３番人気）
複勝票数 計 ２１５４９１ 的中 � ２５８９４（４番人気）� ３７４８４（２番人気）� １２３３（１５番人気）
枠連票数 計 ２８０６９８ 的中 （４－４） ２１７３９（５番人気）
普通馬連票数 計 ７５６９７４ 的中 �� ５３１８５（４番人気）
馬単票数 計 ７６５７９９ 的中 �� ２６３１９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９７２５１ 的中 �� １１１９５（４番人気）�� ３６６（６７番人気）�� ３８３（６４番人気）
３連複票数 計１００６１８７ 的中 ��� ９８９（１２５番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．８―１３．２―１３．２―１２．７―１２．２―１１．７―１１．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．８―３５．６―４８．８―１：０２．０―１：１４．７―１：２６．９―１：３８．６―１：５０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�ビクトリーフラッグ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Turkoman デビュー ２００５．１２．１７ 阪神４着

２００３．４．１生 牡３栗 母 タークスタンド 母母 Arctic Deb ８戦１勝 賞金 ９，４００，０００円
※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 トーアキンボシ号
（非抽選馬） ３頭 ウエスタンソウル号・コスモタック号・バブルケット号



２２０８８ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時３０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

１：５０．２
１：４８．４

不良

重

７１３� アポロコマンダー 牡３鹿 ５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 様似 様似渡辺牧場 ４７８＋ ４１：５５．２ ５．９�

３４ � ベルベットボクサー 牡３栗 ５６
５４ △大野 拓弥会田 満雄氏 杉浦 宏昭 静内 石川牧場 ５０６± ０１：５５．６２� １．４�

８１４� ゴールデンペガサス 牡３芦 ５６ 伊藤 直人露崎 勇氏 小林 常泰 静内 酒井 静男 ４６０＋１２１：５５．９２ ２９．１�
２２ サンタナシチー 牡３黒鹿５６ 吉田 豊 �友駿ホースクラブ 佐藤 吉勝 浦河 駿河牧場 ４７６＋１０１：５６．１１� ９８．２�
４７ アフリートバッハ 牡３栗 ５６ 安藤 勝己小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４５２± ０１：５６．４１	 ９．４�
７１２� フレッシュチェリー 牝３鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人大原 詔宏氏 谷原 義明 静内 田中 裕之 ４２６＋ ２１：５６．８２� ５８．６�
１１ ニシノマルディグラ 牡３鹿 ５６ 小林 淳一西山 茂行氏 土田 稔 鵡川 西山牧場 B４８２＋１０１：５７．７５ ２１．６	
３５ シャルウィダンサー 牝３鹿 ５４ 田辺 裕信
小林牧場 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 ４３２± ０１：５７．９１ ６９４．９�
６１１� サ ム ゾ ー 牡３鹿 ５６

５４ △塚田 祥雄井上 一郎氏 大江原 哲 新冠 川上 悦夫 ５２６－ ４ 〃 アタマ ５５．２�
４６ � キクノポロロッカ 牡３鹿 ５６ 蛯名 正義佐々木幸子氏 萱野 浩二 浦河 高野牧場 ５５４＋１８１：５８．６４ ２９．６
５９ � ラファミーユ 牝３鹿 ５４ 高橋 智大大原 詔宏氏 大久保洋吉 静内 田中 裕之 ４２２－ ２１：５８．８１ ４５９．０�
６１０ ダイワパンテーラ 牡３鹿 ５６ 武 豊大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２１：５９．７５ １１．８�
２３ マリアシチー 牝３黒鹿５４ 南田 雅昭 �友駿ホースクラブ 奥平 真治 青森 オオタ牧場 ４３０＋ ４２：００．２３ ６４３．６�
５８ 
 ダンルモンド 牡３鹿 ５６ 石橋 脩南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Karen Farrar ４８４ ―２：００．８３� ６４．９�
８１５ ベルモントカイト 牡３鹿 ５６ 横山 義行 
ベルモントファーム 岩城 博俊 新冠 ベルモント

ファーム ４７８－ ８２：０１．２２� ７１４．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２２，１３３，７００円 複勝： ２３，０５６，０００円 枠連： ２８，６０１，０００円

普通馬連： ８２，４４４，３００円 馬単： ９４，５４９，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５５８，５００円

３連複： １１０，９６２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３８４，３０５，４００円

払 戻 金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １３０円 � １００円 � ２５０円 枠 連（３－７） ２８０円

普通馬連 �� ３７０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ８４０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２１３３７ 的中 � ３００６７（２番人気）
複勝票数 計 ２３０５６０ 的中 � ４０１２５（２番人気）� １０５０４７（１番人気）� １２７０８（５番人気）
枠連票数 計 ２８６０１０ 的中 （３－７） ７５５５６（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２４４４３ 的中 �� １６７８５１（１番人気）
馬単票数 計 ９４５４９８ 的中 �� ４９８３９（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５５８５ 的中 �� ４１７５６（１番人気）�� ５３７４（１２番人気）�� １２４８３（４番人気）
３連複票数 計１１０９６２１ 的中 ��� ５８６６０（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．９―３６．８―５０．７―１：０４．０―１：１６．８―１：２９．７―１：４２．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アポロコマンダー �
�
父 コマンダーインチーフ �

�
母父 タ イ テ エ ム デビュー ２００５．６．２６ 函館９着

２００３．４．２５生 牡３鹿 母 レイホールビー 母母 ヤマトシヤルダン １６戦１勝 賞金 １６，１５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンルモンド号・ベルモントカイト号は，平成１８年１０月３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 グラスブロード号・ブリックス号
（非抽選馬） ２頭 カミノコンコルド号・コアレスウォルデン号



２２０８９ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第５競走 ２，８５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１２時００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 ８，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３００，０００円 ８５０，０００円� コースレコード３：０１．４良

４５ � フラップジャック 牡４黒鹿６０ 横山 義行伊達 秀和氏 斎藤 誠 門別 サンシャイン
牧場 ４７０－ ６３：０７．１ ２４．７�

７１１� フォレストダンス 牡４栗 ６０ 金子 光希丸岡 啓一氏 鈴木 勝美 新冠 ムラカミファーム ４６０＋ ２ 〃 ハナ ３．１�
６９ ウエスタンリピート 牝４黒鹿５８ 浜野谷憲尚西川 賢氏 平井 雄二 静内 北西牧場 ４２０＋ ２ 〃 ハナ １８２．４�
８１３� ト モ ク ン 牡６青鹿６０ 柴田 未崎�水 秋則氏 清水 美波 浦河 向別牧場 ４６４－ ６３：０７．３１ ４．４�
７１２ ニシノジュエリー 牝５鹿 ５８ 大庭 和弥西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４８２＋２６３：０８．０４ ６．９�
３３ � ピエナビスケット 牡４栗 ６０ 穂苅 寿彦本谷 兼三氏 中川 公成 浦河 岡本牧場 ４６０± ０ 〃 クビ ４．３�
２２ � ノアティアラ 牝５鹿 ５８ 平沢 健治佐山 公男氏 郷原 洋行 鵡川 第一ノア

ファーム ４９６＋１０３：０８．３１� ６．８	
３４ マイネルゼスト 牡５栃栗６０ 蓑島 靖典 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 様似 小田 誠一 ４６０± ０３：０８．４� ３０．３�
４６ � ウインエルドール 牝４栗 ５８ 今村 康成
ウイン 北出 成人 新冠 北星村田牧場 ４２６± ０３：０９．０３� １０２．４�
５８ �� トミケンウイナー 牡５鹿 ６０ 宗像 徹冨樫 賢二氏 坂本 勝美 浦河 木戸口牧場 ４９６＋ ８３：０９．３１� ３８．４
１１ � ジ ョ ッ シ ュ 牡７芦 ６０ 五十嵐雄祐広田 健司氏 浅野洋一郎 門別 里深 牧場 ４６４＋ ８３：１３．０大差 ４９．８�
５７ スターエフェクト 牡５青鹿６０ 山本 康志吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６０± ０３：１４．２７ ３１．６�
６１０� アスキットドリーム 牝４鹿 ５８ 田中 剛中江 隆一氏 二本柳俊一 静内 畠山 繁太郎 ４４０－１０３：１７．３大差 １９０．９�
８１４ メモリーオブヨーク 牡４鹿 ６０ 鈴木 慶太鈴木 芳夫氏 高市 圭二 浦河 大道牧場 ４４６＋１４ （競走中止） １９２．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，５７６，８００円 複勝： １４，８４８，１００円 枠連： ２７，２８９，９００円

普通馬連： ６５，２６３，１００円 馬単： ７７，７４５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１６６，９００円

３連複： １０１，２６８，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３１８，１５９，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２，４７０円 複 勝 � ６６０円 � １４０円 � ３，３３０円 枠 連（４－７） ２，０６０円

普通馬連 �� ３，９３０円 馬 単 �� １４，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� ２０，５１０円 �� ５，８８０円

３ 連 複 ��� １７１，８１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５５７６８ 的中 � ４９８８（６番人気）
複勝票数 計 １４８４８１ 的中 � ４６９２（７番人気）� ４３１０１（１番人気）� ８３２（１３番人気）
枠連票数 計 ２７２８９９ 的中 （４－７） ９７９２（７番人気）
普通馬連票数 計 ６５２６３１ 的中 �� １２２７１（１２番人気）
馬単票数 計 ７７７４５５ 的中 �� ３９７２（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１６６９ 的中 �� ３０４１（１４番人気）�� １９０（７７番人気）�� ６６９（４７番人気）
３連複票数 計１０１２６８９ 的中 ��� ４３５（１８４番人気）

上り １マイル １：４５．５ ４F ５１．８－３F ３８．８
コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→	」
１
�
２，１０，１３（１，５）（９，１１）（３，８）６，７，４－１２・（２，１１）（１３，５，９）３－（６，１２）－（８，４）－１－（１０，７）

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

勝馬の
紹 介

�フラップジャック �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Dayjur デビュー ２００４．９．１９ 中山１２着

２００２．４．１２生 牡４黒鹿 母 センプリーチェ 母母 River Missy 障害：１戦１勝 賞金 ８，５００，０００円
〔競走中止〕 メモリーオブヨーク号は，３号障害〔ハードル〕飛越の際，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
※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 ヒードザコール号



２２０９０ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第６競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時５０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

１：２１．６
１：２１．１

良

稍重

７１５� ドリームジャーニー 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２６ ―１：２３．８ ７．１�

７１３� デスコベルタ 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝前田 幸治氏 和田 正道 米
Bourbon Oaks
Farm & Spend-
thrift Farm LLC

４７２ ― 〃 クビ １．５�
６１１� ホットファッション 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己飯田 良枝氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４６２ ―１：２４．６５ ２３．７�
１１ アサクサヴェール 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹田原 慶子氏 松山 康久 三石 三石橋本牧場 ４５０ ―１：２４．８１ １８．２�
４８ � ムーランヴェール 牝２鹿 ５４ 武 豊齊藤四方司氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４３０ ―１：２４．９� ９．９�
３５ マイネルファヴール 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４５８ ― 〃 クビ ６４．４	
５９ � アポロファンタジー 牝２鹿 ５４ 小牧 太アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 米

Derry Meeting Farm
& London Thorough-
bred Services, Ltd.

４８２ ―１：２５．０クビ ２７．２

４７ � エーシントゥルボー 牝２鹿 ５４ 吉田 豊平井 宏承氏 大久保洋吉 米 Winches-

ter Farm ５０８ ― 〃 クビ ８．４�
６１２	 コスモエターナル 牝２栗 ５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 浦河 田中 哲実 ４５６ ―１：２５．３１� ４０．９�
７１４� アンカラシチー 牡２鹿 ５４

５１ ▲佐藤 聖也 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 静内 出羽牧場 ４２６ ―１：２５．５１ ３０１．３
８１８ クロスホーリー 牡２栗 ５４ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７６ ―１：２５．７１
 ２９６．８�
２３ フジマサレインボー 牝２鹿 ５４

５３ ☆吉田 隼人藤原 正一氏 斎藤 誠 静内 前田牧場 ４１４ ― 〃 クビ ２５１．１�
８１７�	 オークロイヤル 牡２鹿 ５４ 小野 次郎後藤 繁樹氏 池上 昌弘 静内 泊 寿幸 ４５８ ―１：２５．８
 １００．０�
１２ タケデンヴィーナス 牝２栗 ５４

５１ ▲田中 博康武市 弘氏 奥平 雅士 浦河 安藤牧場 ４２８ ―１：２６．１２ ６３９．０�
８１６� ヤマニンリシェス 牝２栗 ５４

５２ △大野 拓弥土井 肇氏 久保田貴士 新冠 錦岡牧場 ４００ ―１：２６．２� ２７１．５�
３６ � ア ウ レ ウ ス 牡２黒鹿５４ 中舘 英二栗坂 崇氏 加藤 征弘 英

Matthews
Breeding and
Racing Ltd

４５６ ―１：２６．５１� ４２．２�
５１０� ショットモード 牡２青鹿５４ 木幡 初広白井 繁夫氏 松永 勇 門別 出口牧場 ４７０ ―１：２６．７１� １３３．２�
２４ クリノマジョリカ 牡２栗 ５４ 宗像 徹栗本 博晴氏 高橋 義博 門別 浦新 徳司 ４３４ ―１：２７．０２ ３９７．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，４８９，２００円 複勝： ２４，０８０，０００円 枠連： ３３，４６１，８００円

普通馬連： ８７，２６５，５００円 馬単： １０１，１６０，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８５０，９００円

３連複： １１５，４１０，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４１１，７１８，２００円

払 戻 金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ３６０円 枠 連（７－７） ４４０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １，３８０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，２５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２７４８９２ 的中 � ３０５３６（２番人気）
複勝票数 計 ２４０８００ 的中 � ３７２９９（２番人気）� ８７０５３（１番人気）� １０５７２（６番人気）
枠連票数 計 ３３４６１８ 的中 （７－７） ５６３０４（２番人気）
普通馬連票数 計 ８７２６５５ 的中 �� １３８７９２（１番人気）
馬単票数 計１０１１６０７ 的中 �� ５３１１６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８５０９ 的中 �� ３１８８９（１番人気）�� ３５０６（１８番人気）�� ７５６７（８番人気）
３連複票数 計１１５４１０１ 的中 ��� ３７９２７（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．７―２３．７―３５．３―４７．６―１：００．２―１：１１．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ドリームジャーニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン 初出走

２００４．２．２４生 牡２鹿 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 クロスホーリー号は，３コーナーから４コーナーにかけて外側に逃避したことについて調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アイアムレギュラー号・アンブルソレール号・ジェイキング号・ジロンド号・タケイチバン号・

マイネディアマンテ号・レインボールシファ号・ロディーヒット号・ワンモアキッス号



２２０９１ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５０．２
１：４８．４

不良

重

４５ ゴーファイトウィン 牝３鹿 ５２
５１ ☆吉田 隼人 �社台レースホース尾形 充弘 千歳 社台ファーム ４３２＋ ２１：５３．７ １．９�

１１ ニューグランジ 牝４鹿 ５５ 田中 勝春 �サンデーレーシング 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４６０＋１６１：５３．８� １０．４�
７１０� プレゼンスウーマン 牝３栗 ５２ 小野 次郎�ターフ・スポート池上 昌弘 門別 ヤナガワ牧場 ４７０－ ４１：５４．０１� １１．３�
６８ � ショウナンバラード 牝３鹿 ５２ 吉田 豊�湘南 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８６＋ ６１：５４．３２ ２３．２�
３３ �	 ツルマイクィーン 牝５栗 ５５ 後藤 浩輝平岩 健一氏 菊川 正達 三石 平岩牧場 B４５２＋１０１：５４．５１� ８．１�
２２ ブルーポラリス 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲佐藤 聖也 �荻伏レーシング・クラブ 平井 雄二 新冠 川上牧場 ４５２＋ ８１：５４．７１� ２２９．１	
７１１� マーベラスカクテル 牝５青鹿 ５５

５３ △大野 拓弥吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 栃木 恵比寿興業株式
会社
須野牧場 ４７４＋２４１：５４．９１� ８．１�

４４ 	 ラフレシアチケット 牝４鹿 ５５
５２ ▲田中 博康吉田 昭一氏 鈴木 勝美 浦河 今井 秀樹 ５１６＋１２１：５５．０� ５７．６�

８１３ リスティアエナー 牝５黒鹿５５ 中舘 英二村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 川上牧場 ４７６－１０ 〃 ハナ ５．５
５６ � マイラヴユアラヴ 牝３鹿 ５２ 江田 照男三枝 栄二氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 ４６２＋１８１：５５．２１� １０７．３�
８１２ エルゼントジーク 牝６鹿 ５５ 小林 淳一生駒 倍浩氏 小西 一男 静内 西村 和夫 ４９０± ０１：５５．４１� １７２．９�
６９ � ミスアイリス 牝５芦 ５５

５３ △塚田 祥雄平岡 茂樹氏 谷原 義明 鵡川 平岡牧場 ４７６－ ４ 〃 ハナ ２２６．９�
５７ � ツリーオブライフ 牝３鹿 ５２ 蛯名 正義 �社台レースホース坂本 勝美 千歳 社台ファーム B５４２＋１２１：５７．５大差 ５７．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，２３７，４００円 複勝： ２９，２０６，０００円 枠連： ２９，８２２，０００円

普通馬連： １２０，０９７，７００円 馬単： １１６，４９６，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，６５８，５００円

３連複： １４１，７６９，８００円 ３連単： 発売なし 計： ４８９，２８７，７００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � ２１０円 枠 連（１－４） ８２０円

普通馬連 �� ８１０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３６０円 �� ３６０円 �� ９９０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２４２３７４ 的中 � １０４９６４（１番人気）
複勝票数 計 ２９２０６０ 的中 � ９７０９７（１番人気）� ２６１４６（５番人気）� ２９４８２（４番人気）
枠連票数 計 ２９８２２０ 的中 （１－４） ２６９５３（４番人気）
普通馬連票数 計１２００９７７ 的中 �� １０９８１８（３番人気）
馬単票数 計１１６４９６３ 的中 �� ７２４６０（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７６５８５ 的中 �� ２０２９６（４番人気）�� ２００６３（５番人気）�� ６２２３（１４番人気）
３連複票数 計１４１７６９８ 的中 ��� ４４６８４（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．０―３６．３―４９．６―１：０２．８―１：１５．３―１：２８．２―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴーファイトウィン �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 Mtoto デビュー ２００５．１０．１５ 東京３着

２００３．４．６生 牝３鹿 母 ライラアラウィ 母母 Rowa １０戦２勝 賞金 ２３，２００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 エルゼントジーク号は，平成１８年１０月３日まで平地競走に出走できない。



２２０９２ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第８競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （芝・直線）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

３６ タイキマドレーヌ 牝３栗 ５３ 武 豊�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４４６＋１０ ５４．９ ４．２�

１２ ウ イ ッ チ 牝３栗 ５３
５２ ☆吉田 隼人�瀬 真尚氏 相沢 郁 門別 本間牧場 ４５０＋ ４ ５５．０� ６．１�

７１４�� リンガスシュート 牡５鹿
５７
５４ ▲佐藤 聖也伊藤 巖氏 境 征勝 静内 岡田牧場 ４９６＋ ８ ５５．４２� ３４．２�

８１５ イクエイター 牝６鹿 ５５ 大西 直宏�藤原牧場 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４３４± ０ 〃 クビ １３．４�
２４ 	 カネツサンバ 牝３栗 ５３ 柴田 善臣�カネツ牧場 清水 美波 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４２８＋ ２ ５５．５クビ ９．７�
５１０ ユーワパンドラ 牝６鹿 ５５ 田中 勝春 	ユーワライディング 堀井 雅広 三石 ヒサイファーム ４７６－ ８ 〃 クビ １７．０

１１ 	 キングオザー 牡４芦 ５７ 土谷 智紀斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４４４－ ２ ５５．７１
 １２７．９�
５９ ニホンピロラナ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠小林百太郎氏 大橋 勇樹 三石 ダイイチ牧場 ４０８± ０ 〃 アタマ ８７．９�
２３ 	 ラ プ タ ル 牝３鹿 ５３ 長谷川浩大門野 重雄氏 岡田 稲男 門別 日高大洋牧場 ４３６± ０ 〃 ハナ １１７．０
８１６� ブラジリアンサンバ 牝４鹿 ５５

５３ △塚田 祥雄吉田 千津氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４９２＋１０ ５５．９１
 １５．５�
６１１ ナイトランブラー 牝４黒鹿５５ 後藤 浩輝 �サンデーレーシング 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ４５６－ ４ 〃 ハナ ４．０�
７１３	 ダイワグラディウス 牡３黒鹿５５ 中舘 英二大城 敬三氏 増沢 末夫 三石 大塚牧場 ４９６＋ ４ ５６．９６ ４．２�
４８ 	� ウインプリムス 牝５鹿 ５５ 伊藤 直人	ウイン 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 ５０６＋ ６ ５７．０� ２９８．３�
３５ 	 ジ ェ シ ー 牝３鹿 ５３

５１ △大野 拓弥江川 伸夫氏 田子 冬樹 様似 清水スタッド ４７２－ ４ ５７．１� ３４６．３�
６１２� サミンフリーダム 牡４栗 ５７ 江田 照男江川 恒成氏 菊川 正達 静内 静内山田牧場 ４４６－ ６ ５７．７３� ２２１．１�
４７ 	 イージーリクルート 牝３芦 ５３

５０ ▲田中 博康江川 伸夫氏 田子 冬樹 新冠 川上 悦夫 ４３０＋ ２ ５８．１２� ５９７．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２６，２３３，１００円 複勝： ３３，３９９，４００円 枠連： ３５，８３１，８００円

普通馬連： １３７，５０４，９００円 馬単： １２７，０４０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ３１，０５４，１００円

３連複： １７２，８３８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ５６３，９０２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � ５６０円 枠 連（１－３） １，５５０円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 �� ２，８７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，９１０円 �� ２，０３０円

３ 連 複 ��� １３，５００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６２３３１ 的中 � ４９７８４（２番人気）
複勝票数 計 ３３３９９４ 的中 � ５０４８３（３番人気）� ４５６７３（４番人気）� １２７８４（９番人気）
枠連票数 計 ３５８３１８ 的中 （１－３） １７１３６（８番人気）
普通馬連票数 計１３７５０４９ 的中 �� ６７８０５（５番人気）
馬単票数 計１２７０４０８ 的中 �� ３２７１９（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３１０５４１ 的中 �� １１９３３（６番人気）�� ３９０３（２６番人気）�� ３６７１（２９番人気）
３連複票数 計１７２８３８１ 的中 ��� ９４５５（５３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１０．７―１０．７―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．１―３２．８―４３．５

上り４F４３．０－３F３２．８
勝馬の
紹 介

タイキマドレーヌ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Caerleon デビュー ２００５．１２．２５ 阪神５着

２００３．５．１５生 牝３栗 母 ウェルシュマフィン 母母 Muffitys ８戦２勝 賞金 ２０，７３８，０００円
〔制裁〕 イクエイター号の騎手大西直宏は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イージーリクルート号は，平成１８年１０月３日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 ウインプリムス号・サミンフリーダム号は，平成１８年１０月３日まで平地競走に出走できない。



２２０９３ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第９競走 ��
��１，８００�

つばめ

燕 特 別
発走１４時３５分 （芝・左・外）

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 ４７６，０００円 １３６，０００円 ６８，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

２４ � ジョリーノエル 牝４黒鹿５５ 小野 次郎 �社台レースホース中野 隆良 千歳 社台ファーム ５０２－ ２１：４８．６ ８．６�

４８ ピアチェヴォーレ 牝５栗 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 宗像 義忠 早来 ノーザンファーム ４４２－ ２ 〃 クビ ４．９�
７１４ シルキーステラ 牝４青 ５５ 吉田 豊有限会社シルク尾形 充弘 新冠 早田牧場新

冠支場 ４１６＋ ２１：４８．８１� ７．６�
３６ トシザダイオー 牡３鹿 ５４ 中舘 英二上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ４７８＋１０１：４９．０１� １２．１�
１２ ランナーズハイ 牡３鹿 ５４ 嘉藤 貴行 �社台レースホース清水 美波 千歳 社台ファーム ４７８± ０１：４９．２１� ６６．７�
２３ 	 ナムラシーザー 
５栗 ５７ 石橋 脩奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 中島牧場 ５０４＋ ２１：４９．３� ３４．１�
７１５ ダイワバゼラード 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム ４８４＋１０ 〃 アタマ ９．５	
６１２�� ニシノイチバンボシ 牡６鹿 ５７ 田中 勝春西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 ４７８＋ ２１：４９．４クビ ４．０

８１６ ダイワフォルゴーレ 牡３鹿 ５４ 武 豊大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４８８＋ ４ 〃 ハナ ８．７�
１１ ク チ ベ ニ 牝３鹿 ５２ 郷原 洋司佐々木 徹氏 郷原 洋行 新冠 シンユウフアーム ４７６＋１０１：４９．６１� ８６．６�
６１１ キララキング 牡４鹿 ５７ 蛯名 正義玉井 宏和氏 蛯名 信広 浦河 アイオイファーム ４４８＋ ４ 〃 クビ １２０．３
５９  ラストクルセイダー 牡３栃栗５４ 小牧 太前田 幸治氏 松元 茂樹 米

James Perrone &
Karen Perrone &
Spendthrift Farm

４９２± ０１：４９．７クビ ８．２�
５１０� ダンシングクリス 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人森 保彦氏 秋山 雅一 静内 曾田農園 ４５６－ ２ 〃 クビ ３０．３�
８１８� ホッカイルオー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹�北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ４６２＋ ４１：４９．８� １１７．１�
４７ マイネルピカドール 牡５黒鹿５７ 後藤 浩輝 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀 宣行 静内 ビツグレツドフアーム ５０６＋１４ 〃 アタマ ５３．７�
３５ � マジカルスター 牡３栗 ５４ 江田 照男釘田 静義氏 佐藤 吉勝 静内 石川牧場 ４７６± ０ 〃 アタマ １４３．４�
８１７ カナハラコマンダー 牡４鹿 ５７ 宗像 徹寺内 正光氏 山田 要一 門別 谷川畜産 ４９４± ０１：５０．３３ ５０４．６�
７１３ マイネルパイレット 牡３栗 ５４ 池田 鉄平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 三石 萩澤 俊雄 ４６４＋ ２１：５０．４� ５１７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２９，３８７，６００円 複勝： ４７，９６１，２００円 枠連： ５２，３４０，１００円

普通馬連： ２２４，０７５，９００円 馬単： １３８，６６５，７００円 ワイド【拡大馬連】： ４５，０６４，７００円

３連複： １７８，１１７，１００円 ３連単： ４３９，６４９，９００円 計： １，１５５，２６２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２８０円 � １７０円 � ２４０円 枠 連（２－４） １，２８０円

普通馬連 �� １，８００円 馬 単 �� ４，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７００円 �� １，１４０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ３，８３０円 ３ 連 単 ��� ２４，６８０円

票 数

単勝票数 計 ２９３８７６ 的中 � ２６９７７（５番人気）
複勝票数 計 ４７９６１２ 的中 � ４０４７８（４番人気）� ８８９５８（２番人気）� ５０８０８（３番人気）
枠連票数 計 ５２３４０１ 的中 （２－４） ３０２４２（５番人気）
普通馬連票数 計２２４０７５９ 的中 �� ９２３７６（７番人気）
馬単票数 計１３８６６５７ 的中 �� ２２９６５（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４５０６４７ 的中 �� １６１６４（４番人気）�� ９４３０（１３番人気）�� １６７５０（３番人気）
３連複票数 計１７８１１７１ 的中 ��� ３４３４６（７番人気）
３連単票数 計４３９６４９９ 的中 ��� １３１４９（５５番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．９―１１．８―１３．３―１３．１―１１．７―１１．０―１０．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．８―３６．６―４９．９―１：０３．０―１：１４．７―１：２５．７―１：３６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ジョリーノエル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００５．３．１２ 中山９着

２００２．３．１５生 牝４黒鹿 母 クリスマスツリー 母母 オークツリー １３戦３勝 賞金 ３７，９５０，０００円
〔３走成績による出走制限〕 カナハラコマンダー号は，平成１８年１０月３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ドッグソウレインボ号
（非抽選馬） ４頭 チェリスト号・ノーブルフォース号・フジマサチャンプ号・マイネルーシッド号



２２０９４ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第１０競走 ��
��１，８００�

り ょ う つ わ ん

両 津 湾 特 別
発走１５時１０分 （ダート・左）

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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５０．２
１：４８．４

不良

重

６６ ナイキデラックス 牡５鹿 ５７ 中舘 英二小野 誠治氏 白井 寿昭 静内 千代田牧場 B５２０＋ ４１：５２．３ ７．３�

４４ � ハードオブプレイ 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義津田 一男氏 西橋 豊治 静内 藤川フアーム B５０２＋ ４１：５２．９３� ６．８�
８１１ ガッサングリーン 牡４鹿 ５７ 村田 一誠西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 ５０８＋ ２１：５３．０クビ ５２．４�
１１ �	 ウインプレジール 
８栗 ５７ 石神 深一�ウイン 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４７０＋ ２１：５３．４２� ９１．３�
６７ リワードジオン 牡４栗 ５７ 嘉藤 貴行宮崎忠比古氏 田中 清隆 新冠 越湖牧場 B５１８＋ ８１：５３．５� ５０．６�
８１０ バンブーライカルト 牡４栗 ５７ 小牧 太�バンブー牧場 谷 潔 浦河 バンブー牧場 ４５６＋ ６ 〃 クビ ２．０	
３３ 	 コスモバーン 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝 �ビッグレッドファーム 小西 一男 新冠 松本 信行 ５００＋ ６１：５３．７１� １７．９

７９ ゴッドセンド 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹西森 鶴氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４７４－ ８ 〃 クビ ４．６�
２２ クリアヴィジョン 牡５栗 ５７ 武 豊吉田 勝己氏 瀬戸口 勉 早来 ノーザンファーム ４５８＋ ４１：５３．９１ １０．３�
５５ � ニシノグレイシャ 牡６青鹿５７ 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４７６＋ ８１：５４．０ ２３．２
７８ エスユーガーデン 牡６芦 ５７ 田辺 裕信楳津 繁氏 鈴木 勝美 新冠 勝川牧場 ４７８＋ ６１：５４．４２� ３２２．５�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３４，６５４，１００円 複勝： ４４，２５４，３００円 枠連： ４１，７１７，２００円

普通馬連： ２１３，９８４，４００円 馬単： １５８，７０２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ４３，１９３，１００円

３連複： １５７，６５１，４００円 ３連単： ４５５，４４１，３００円 計： １，１４９，５９８，０００円

払 戻 金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � ２２０円 � ２４０円 � ８２０円 枠 連（４－６） ２，０１０円

普通馬連 �� １，９７０円 馬 単 �� ４，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ２，３７０円 �� ３，３２０円

３ 連 複 ��� １８，０８０円 ３ 連 単 ��� ８５，３８０円

票 数

単勝票数 計 ３４６５４１ 的中 � ３７５７０（４番人気）
複勝票数 計 ４４２５４３ 的中 � ６０８９７（３番人気）� ５４０２３（４番人気）� １１４６４（８番人気）
枠連票数 計 ４１７１７２ 的中 （４－６） １５３３１（８番人気）
普通馬連票数 計２１３９８４４ 的中 �� ８０３５５（８番人気）
馬単票数 計１５８７０２２ 的中 �� ２５７２８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４３１９３１ 的中 �� １４７９７（９番人気）�� ４４０２（２６番人気）�� ３１１１（２９番人気）
３連複票数 計１５７６５１４ 的中 ��� ６４３７（５２番人気）
３連単票数 計４５５４４１３ 的中 ��� ３９３７（２３９番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．８―１３．０―１２．３―１２．５―１２．７―１２．３―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３７．０―５０．０―１：０２．３―１：１４．８―１：２７．５―１：３９．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．５
１
３
６，４（１，３，５，９）８（７，１０）－１１，２
６，４（１，３，５，９）（７，１０）１１，８－２

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

勝馬の
紹 介

ナイキデラックス �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００４．３．２１ 阪神１着

２００１．２．７生 牡５鹿 母 ケイエイローズ 母母 Phydilla １３戦４勝 賞金 ６２，４５１，０００円



２２０９５ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第２６回新潟２歳ステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （芝・左・外）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
新潟馬主協会賞（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ６３７，０００円 １８２，０００円 ９１，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．４

良

良

４８ � ゴールドアグリ 牡２鹿 ５４ 安藤 勝己スター・ホースメンズクラブ 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４７８＋ ４１：３５．２ ３．８�

５１０� マイネルーチェ 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥 �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± ０ 〃 ハナ ５１．４�

６１２ マイネルレーニア 牡２栗 ５４ 石橋 脩 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 静内 岡田スタツド ５０８＋ ２１：３５．５２ ２．９�

３５ � マルカハンニバル 牡２黒鹿５４ 長谷川浩大河長産業� 瀬戸口 勉 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６１：３５．６� ２７．８�
１１ � クラウンプリンセス 牝２鹿 ５４ 小牧 太臼田 浩義氏 橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５２＋ ２１：３５．８１� ２２．８�
５９ � クインズプレイヤー 牝２黒鹿５４ 小林 淳一嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４４０＋ ２１：３５．９クビ １１７．９�
７１５� シャルマンレーヌ 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義吉田 和子氏 中尾 正 三石 山際牧場 ４３２＋ ４１：３６．１１	 ６．９	
１２ ニシノコンドコソ 牡２栗 ５４ 吉田 豊西山 茂行氏 萱野 浩二 鵡川 西山牧場 ４８８－ ６ 〃 クビ ６．２

２３ � メイクユーハッピー 牝２鹿 ５４ 木幡 初広岡田 牧雄氏 高橋 裕 静内 岡田スタツド ４６８± ０１：３６．２� １０５．６�
８１６
 マイネバイレ 牝２鹿 ５４ 小野 次郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 根本 康広 池田 新田牧場 ４５８＋ ２ 〃 アタマ ２１６．３�
７１３ トップコメット 牝２鹿 ５４ 田中 勝春宮内牧場 岩元 市三 浦河 谷口牧場 ４６０＋ ８１：３６．３クビ ８３．２�
７１４�
 マイネヴェロナ 牝２青鹿５４ 柴田 善臣 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 三石 山際牧場 ４６４± ０１：３６．４� ３８．６�
４７ 
 センギョウシュフ 牝２鹿 ５４ 江田 照男渡辺牧場 高橋 義博 門別 ヤナガワ牧場 ４４０＋１０１：３６．５� ４５．１�
３６ � トーセンラピュタ 牝２黒鹿５４ 後藤 浩輝島川 �哉氏 森 秀行 門別 三城牧場 ５０６＋３０１：３６．６� １１．９�
６１１ マイネルサニベル 牡２芦 ５４ 勝浦 正樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 小泉 学 ４４８± ０１：３６．８� １４５．６�
８１８ ニシノカムシン 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人西山 茂行氏 相沢 郁 鵡川 西山牧場 ４３２＋ ２ 〃 ハナ １３１．２�
２４ �
 マイネルハーバード 牡２栗 ５４ 武 豊 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 伊達 宮井 孝典 ４２０－ ８ 〃 クビ １８．４�
８１７� ジャックレイホウ 牡２鹿 ５４ 中舘 英二�千早クラブ 伊藤 正徳 門別 古川 優 ４７６± ０１：３７．２２� ２０７．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３２，８４５，４００円 複勝： １３７，９２２，６００円 枠連： １７７，８２９，６００円

普通馬連： ８４４，４２１，０００円 馬単： ５９１，８１５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６０，５５３，１００円

３連複： ６８７，２８７，６００円 ３連単： １，６７４，８９０，９００円 計： ４，４０７，５６５，７００円

払 戻 金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � ８８０円 � １４０円 枠 連（４－５） ５，４９０円

普通馬連 �� ７，６８０円 馬 単 �� １３，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３００円 �� ２９０円 �� ２，４００円

３ 連 複 ��� １０，４７０円 ３ 連 単 ��� ６８，１９０円

票 数

単勝票数 計１３２８４５４ 的中 � ２７７２５４（２番人気）
複勝票数 計１３７９２２６ 的中 � ２６５０１７（２番人気）� ２６２８７（１１番人気）� ３２５５１９（１番人気）
枠連票数 計１７７８２９６ 的中 （４－５） ２３９３３（２０番人気）
普通馬連票数 計８４４４２１０ 的中 �� ８１１９５（２６番人気）
馬単票数 計５９１８１５５ 的中 �� ３１６９６（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１６０５５３１ 的中 �� １５６６９（２７番人気）�� １６２８５０（１番人気）�� １４９５６（２９番人気）
３連複票数 計６８７２８７６ 的中 ��� ４８４５４（２９番人気）
３連単票数 計１６７４８９０９ 的中 ��� １８１２９（１９０番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．８―１２．４―１２．７―１２．６―１１．２―１０．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．６―３６．０―４８．７―１：０１．３―１：１２．５―１：２３．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３３．９
３ １２（５，１３）（９，１６）（１０，１８）（１５，１４）１（８，１１，７）（６，２）４，１７－３ ４ １２，５，１３（９，１０，１６）１８，１，１５（６，８，１４）（４，１１，７）（３，１７，２）

勝馬の
紹 介

�ゴールドアグリ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００６．８．６ 新潟１着

２００４．３．１１生 牡２鹿 母 タッチオブゴールド 母母 ダイナタツチ ２戦２勝 賞金 ３９，６３７，０００円
〔制裁〕 マイネバイレ号の騎手小野次郎は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。



２２０９６ ９月３日 晴 良 （１８新潟３）第８日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０９．１

重

不良

６１１� トーセンラヴ 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲田中 博康島川 �哉氏 斎藤 宏 三石 仲野牧場 ４６０－ ２１：１２．３ ５．１�

７１３�� ガッサンルーブル 牡５鹿
５７
５６ ☆吉田 隼人西村 專次氏 畠山 吉宏 門別 戸川牧場 ５２８± ０１：１２．８３ ３．７�

４７ ライトザファイアー 牡６鹿 ５７ 嘉藤 貴行臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 ５０４＋ ８１：１３．１２ １９８．７�
３５ � エフテーコンコルド 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信深野 茂雄氏 西塚 安夫 三石 沖田 忠幸 ５４０＋３２１：１３．２クビ １６．０�
２２ � オポテューニティ 牝４鹿 ５５ 小野 次郎平岡 茂樹氏 �田 研二 浦河 大野牧場 ４９２＋ ４１：１３．４１� ２９．８�
６１０ ウイニングヒット 牡３鹿 ５５ 安藤 勝己芹澤 精一氏 佐藤 吉勝 浦河 日向牧場 ４６６＋１２１：１３．５� ９．８	
２３ � ビ ー ボ ー ン 牝３鹿 ５３

５１ △塚田 祥雄伊達 秀和氏 中川 公成 門別 サンシャイン
牧場 ４７８＋１８１：１３．６� ３４．８


５９ ケイアイハクスイ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝亀田 守弘氏 柴崎 勇 青森 佐々木牧場 ４８６± ０ 〃 アタマ ２．２�
８１５� プリズマティック 	４鹿 ５７ 小牧 太吉田 照哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５６＋ ６１：１３．７クビ ３５．７�
１１ � ホ ト ダ ー 牡４栗 ５７ 西田雄一郎井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 ４８６＋ ４１：１３．８
 ５９．６
４６ � ゲットクール 牡４栗 ５７ 木幡 初広狩野 秀彦氏 鮫島 一歩 平取 高橋 啓 ４９６＋ ４１：１４．０１� １７８．６�
７１２� イイデカミノヤマ 牡３鹿 ５５ 長谷川浩大 �アールエスエーカントリ岡田 稲男 三石 元茂牧場 ４３８＋ ８ 〃 ハナ ６５．６�
５８ � アフターザレイン 牝６鹿 ５５ 江田 照男阿部 幸暉氏 大和田 稔 静内 カタオカステーブル ４６０＋１０ 〃 クビ １８４．７�
３４ �� クリノヨッシー 牝７青鹿

５５
５３ △大野 拓弥栗本 守氏 小島 茂之 静内 藤平 和実 ４４２－ ６１：１４．１クビ ９９．６�

８１４�� エプソムセイレーン 牝５鹿 ５５
５２ ▲佐藤 聖也 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 三石 前川 隆則 ４６２＋ ４１：１５．８大差 ８１．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３０，２４５，８００円 複勝： ２９，９３３，８００円 枠連： ４９，６８２，０００円

普通馬連： １８５，９６０，３００円 馬単： １４０，２２５，０００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，７７９，５００円

３連複： １４３，０５１，１００円 ３連単： ３９８，６４４，７００円 計： １，０１６，５２２，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � ２，２８０円 枠 連（６－７） ６２０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ５，６４０円 �� ４，７６０円

３ 連 複 ��� ２０，６５０円 ３ 連 単 ��� ９４，４２０円

票 数

単勝票数 計 ３０２４５８ 的中 � ４６８２１（３番人気）
複勝票数 計 ２９９３３８ 的中 � ４４２７９（３番人気）� ６５１１０（２番人気）� ２３１９（１３番人気）
枠連票数 計 ４９６８２０ 的中 （６－７） ５９２６６（３番人気）
普通馬連票数 計１８５９６０３ 的中 �� １５４８３３（３番人気）
馬単票数 計１４０２２５０ 的中 �� ５５９８７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８７７９５ 的中 �� ３０３４５（３番人気）�� １５６６（４６番人気）�� １８６０（３９番人気）
３連複票数 計１４３０５１１ 的中 ��� ５１１３（５５番人気）
３連単票数 計３９８６４４７ 的中 ��� ３１１６（２３６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．７―１２．５―１１．６―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．５―３５．２―４７．７―５９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�トーセンラヴ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００４．１０．１０ 東京３着

２００２．３．２５生 牡４黒鹿 母 ウメノエミー 母母 ブルブラツドレデイ ２１戦３勝 賞金 ３６，９００，０００円
〔制裁〕 トーセンラヴ号の騎手田中博康は，３コーナー通過後に内側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。
〔３走成績による出走制限〕 ゲットクール号は，平成１８年１０月３日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アルファルド号・ワンズカード号
（非抽選馬） ３頭 シンボリツヨシ号・デピュティジャパン号・ブイヘネシー号



（１８新潟３）第８日 ９月３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 １８８頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２１９，２００，０００円
１，６９０，０００円
１０，４９０，０００円
２，１００，０００円
６７０，０００円
２，０００，０００円
２２，６２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６５，５７４，０００円
５，８６８，８００円
１，８９８，８００円

勝馬投票券売得金
３９９，６０５，４００円
４５３，７６６，６００円
５６０，４０９，０００円
２，１９４，９４５，１００円
１，７９３，１６３，１００円
４７４，６２０，７００円
２，１２５，９７６，３００円
２，９６８，６２６，８００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 １０，９７１，１１３，０００円

総入場人員 ２１，１４７名 （有料入場人員 １７，７６７名）



平成１８年度 第３回新潟競馬 総計

競走回数 ９６回 出走延頭数 １，４４５頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

１，７０１，７９０，０００円
２１，８３０，０００円
１０９，４５０，０００円
１６，２１０，０００円
７，２１０，０００円
１３，４２０，０００円
１７１，０４０，０００円
４３５，０００円
４３５，０００円

５０８，０９５，０００円
４１，９５０，６００円
１４，５９４，５００円

勝馬投票券売得金
２，４８７，６８６，４００円
３，０３７，０１４，１００円
３，６１７，６５５，９００円
１３，９５２，７２７，７００円
１１，７３０，５０４，４００円
３，１１０，９８２，２００円
１３，７５７，９３０，４００円
１７，９１６，２７０，７００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ６９，６１０，７７１，８００円

総入場延人員 １１９，９７１名 （有料入場延人員 １０２，６８１名）




