
２２０６１ ９月２日 曇 稍重 （１９新潟３）第８日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時００分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１１．９
１：１０．９

重

不良

６１１ ダイワシークレット 牡２栗 ５４ 北村 宏司大城 敬三氏 増沢 末夫 静内 服部 牧場 ４４６＋ ６１：１２．７ ２．４�

２３ フレンチノワール 牝２鹿 ５４ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５８－ ６１：１３．０１� ４．３�
８１５ アバレダイコ 牡２栗 ５４

５２ △田中 博康福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ５１０± ０ 〃 クビ ３．９�
８１４ セイカアレグロ 牡２鹿 ５４ 石橋 脩久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４７４＋ ４ 〃 ハナ ３６．１�
２２ デットオアアライブ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 B４８４－ ４１：１３．１� ７８．３�
５８ � ファンタジックキー 牝２栗 ５４ 安藤 光彰�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 ４７８－ ２１：１３．５２� １５．６	
４６ � デルマシリウス 牡２黒鹿５４ 木幡 初広浅沼 廣幸氏 本郷 一彦 門別 ファニーヒルファーム ４６４＋ ４１：１３．６クビ １０２．６

７１２� カロエクスプレス 牡２芦 ５４ 松岡 正海芹澤 精一氏 阿部 新生 新冠 山岡ファーム ４６６＋ ２１：１３．７� ９．７�
５９ � コスモレッドホーク 牡２青鹿 ５４

５３ ☆大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 門別 鹿戸 武光 ４５２＋ ８１：１４．５５ １３８．７�
３４ � マイネルセフィーロ 牡２鹿 ５４ 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 三石 土田農場 ５１６＋１４ 〃 クビ １９．６
７１３�� コスモウイング 牡２鹿 ５４ 岩部 純二 �ビッグレッドファーム 小林 常泰 静内 西村 和夫 ４４６± ０１：１４．６� ４２８．５�
３５ � クールサンフォード 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣川上 哲司氏 蛯名 信広 池田 新田牧場 ４６２＋ ８１：１５．４５ ７０．３�
１１ カシマジュリアン 牝２黒鹿５４ 高山 太郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４０４＋ ４１：１５．６１ １２９．８�
６１０� セントオマール 牡２栗 ５４ 小野 次郎後藤 繁樹氏 小林 常泰 新冠 石田牧場 ４３４＋ ２１：１６．０２� ４２４．７�
４７ � ツ ク ヨ ミ 牡２鹿 ５４ 村田 一誠幅田 昌伸氏 池添 兼雄 三石 松田牧場 ５１２－ ２ （競走中止） １９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，０５２，２００円 複勝： ２２，６３２，７００円 枠連： ２０，１１５，７００円

普通馬連： ７７，４８２，２００円 馬単： ７４，２６３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，９３９，９００円

３連複： １０１，６７０，４００円 ３連単： 発売なし 計： ３３５，１５６，７００円

払 戻 金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（２－６） ４６０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２４０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ７８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １８０５２２ 的中 � ５９５８０（１番人気）
複勝票数 計 ２２６３２７ 的中 � ６４１１１（１番人気）� ３５７６５（３番人気）� ４９１３６（２番人気）
枠連票数 計 ２０１１５７ 的中 （２－６） ３２５４８（１番人気）
普通馬連票数 計 ７７４８２２ 的中 �� １１５１９０（１番人気）
馬単票数 計 ７４２６３６ 的中 �� ６５３６７（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０９３９９ 的中 �� ２７５７３（１番人気）�� ２１７０９（２番人気）�� １４００５（３番人気）
３連複票数 計１０１６７０４ 的中 ��� ９７１１１（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．５―１２．６―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．７―４７．３―５９．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワシークレット �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２００７．７．８ 福島２着

２００５．４．６生 牡２栗 母 パ ー レ イ 母母 Sister Aggie ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔競走中止〕 ツクヨミ号は，競走中に疾病〔左第１指骨粉砕骨折〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 スガノゴールド号



２２０６２ ９月２日 晴 良 （１９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 （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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

５９ タイキブリリアント 牡３栗 ５６ 福永 祐一�大樹ファーム 松元 茂樹 大樹 大樹ファーム ４９６ ―１：０９．５ ２．９�

３６ リネンフィールド 牝３栗 ５４ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 三石 平野牧場 ４６４－ ６１：０９．８２ １０．２�
３５ � ブライティアエルフ 牝３芦 ５４ 蛯名 正義小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４７８＋ ６１：１０．０１� ６．８�
４８ マルタカエンペラー 牡３鹿 ５６ 田中 勝春高橋 義和氏 清水 美波 新冠 中本 隆志 ４４２± ０１：１０．２１� ２．８�
８１８� ファーストラン 牝３鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗水上 行雄氏 土田 稔 浦河 笠松牧場 ４１２－ ８１：１０．５２ １１９．１�
４７ � シャイニンガール 牝３鹿 ５４ 石橋 脩飯田 良枝氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７４－ ２１：１０．６� ２５．５�
８１６ トモティフレンディ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司廣崎 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上 悦夫 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ４９．３	
８１７�� コスモウィップ 牡３鹿 ５６ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 嶋田 潤 浦河 笹島 政信 ４５８＋ ８１：１０．７	 ３４．５

７１４� ヒシチャージャー 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰阿部雅一郎氏 加藤 和宏 平取 高橋 幸男 ４５８＋１０１：１１．２３ ２６８．６�
２４ � ファストドロウ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５５４ ―１：１１．４１
 ５８．４�
７１３ コウメイグリーン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B４６８＋ ２ 〃 ハナ １２．０
６１２� ダイワグリーズ 牝３鹿 ５４

５２ △田中 博康大城 敬三氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４３４± ０１：１１．６１ ３７７．３�
１２ ミッシーマインド 牝３栗 ５４ 小林 淳一水上 行雄氏 古賀 史生 浦河 笠松牧場 ４６６＋２２ 〃 ハナ ５８．９�
６１１� アポロブッダ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米

Dale Roberts,
Bob Austin &
Bill Austin

４７８＋ ４１：１１．９１	 １８．６�
５１０� コ ナ ユ キ 牝３鹿 ５４

５１ ▲千葉 直人�ミルファーム 保田 一隆 浦河 ミルファーム ４２６＋１２１：１２．３２� ２８９．３�
７１５� ダブルデライト 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 岩戸 孝樹 浦河 昭和牧場 B４４８＋ ４ 〃 クビ ２０７．９�
１１ � ミヤギハーバー 牡３鹿 ５６ 江田 照男菅原 光博氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４４２＋１０１：１２．４	 ５７３．８�
２３ � イチエイジュン 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎築地 榮一氏 中島 敏文 三石 澤田 嘉隆 ４３４－ ４１：１２．５� ５９．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，６１９，７００円 複勝： ２０，５７２，３００円 枠連： ２０，２２８，９００円

普通馬連： ７２，７１９，９００円 馬単： ７２，７３８，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４９８，２００円

３連複： １０５，２３８，８００円 ３連単： 発売なし 計： ３３０，６１６，２００円

払 戻 金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １７０円 � ３６０円 � １９０円 枠 連（３－５） ７６０円

普通馬連 �� ２，６５０円 馬 単 �� ４，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� ５１０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� ５，０８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７６１９７ 的中 � ４８７１８（２番人気）
複勝票数 計 ２０５７２３ 的中 � ３７４８３（２番人気）� １２４０２（５番人気）� ２９８９２（３番人気）
枠連票数 計 ２０２２８９ 的中 （３－５） １９７８８（３番人気）
普通馬連票数 計 ７２７１９９ 的中 �� ２０３２７（８番人気）
馬単票数 計 ７２７３８４ 的中 �� １３１５０（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４９８２ 的中 �� ４７７１（１１番人気）�� １０９５５（４番人気）�� ５１４６（９番人気）
３連複票数 計１０５２３８８ 的中 ��� １５３０１（１３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１１．６―１１．２―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．５―４６．１―５７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３５．０
３ ５，９（２，７，８，１８）（１，６，１７）１６，１５（１１，１２）（４，１０，１４）（３，１３） ４ ５，９（８，１８）（２，７，６，１７）－（１，１６）（１１，１２，１５）１４（４，１３）（３，１０）

勝馬の
紹 介

タイキブリリアント �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Ogygian 初出走

２００４．４．１６生 牡３栗 母 タイキダイヤ 母母 Patently Clear １戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 コスモウィップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コスモウィップ号は，平成１９年９月３日から平成１９年９月２３日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔３走成績による出走制限〕 コナユキ号は，平成１９年１０月２日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 グランマモーゼス号・レッドベリル号
（非抽選馬） ５頭 アーモンドグランス号・シルキーリゾート号・スバルジョウ号・ミスターレピカド号・ルレーヴ号



２２０６３ ９月２日 晴 稍重 （１９新潟３）第８日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

６１０� アップグレーデッド 牡３芦 ５６ 中舘 英二�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ
ファーム ４７４＋ ４１：１２．９ １．７�

６１１ ロングフォード 牡３栗 ５６ 吉田 隼人グレイドレーシング組合 勢司 和浩 静内 小倉 光博 ４８８± ０ 〃 クビ ６．９�
３５ � ミウラジェット 牡３黒鹿５６ 村田 一誠佐藤 明氏 佐々木亜良 三石 久米 和夫 ４４６－ ４１：１３．３２� ５２．６�
５８ ミネノテンリュウ 牡３栗 ５６ 北村 宏司小峰 清文氏 根本 康広 浦河 横山 浩司 ４７６＋ ５１：１３．４クビ ４６．１�
８１５� ウィンドライアン 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次酒井 芳秀氏 清水 美波 三石 パシフイツク

牧場 B４４２＋ ４１：１３．８２� １５１．７�
２３ ケンブリッジジャズ 牝３鹿 ５４ 福永 祐一中西 宏彰氏 小崎 憲 新冠 グラッドホースパーク ４４０＋ ６１：１３．９� ５．６�
８１４� ブルーヴィーナス 牝３栗 ５４ 加藤士津八 	ブルーマネジメント加藤 和宏 三石 加野牧場 ４６６－ ６ 〃 ハナ ３８４．６

４６ � メ タ リ ッ ク 牡３芦 ５６

５４ △田中 博康�ターフ・スポート手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４６０－１２ 〃 アタマ ６．４�
７１３ シルクグラディウス 牡３黒鹿５６ 安藤 光彰有限会社シルク奥平 雅士 早来 吉田牧場 B４９２－ ６１：１４．２２ １７６．３�
７１２ グラスハーブ 牡３芦 ５６ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 門別 インターナシヨナル牧場 ４８４± ０１：１４．３クビ １６．０
３４ � ユウタービスケット 牡３芦 ５６ 南田 雅昭上山 利広氏 南田美知雄 新冠 中本牧場 B４６６－ ２１：１４．６２ ６８．９�
１１ コアレスタイガー �３黒鹿５６ 後藤 浩輝小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド B４３２＋１０ 〃 アタマ １１９．８�
２２ デルマジョン 牡３鹿 ５６

５３ ▲宮崎 北斗浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 門別 ファニーヒルファーム ４６６＋ ６１：１４．９１� ７６１．３�
５９ � ケイアイハイプレス 牡３鹿 ５６ 吉田 豊亀田 守弘氏 尾形 充弘 新冠 新冠橋本牧場 ４８０＋ ４１：１５．２１� ２４．６�
４７ �� オブジェクトコード 牡３栗 ５６ 田中 勝春薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４９２ ―１：１８．０大差 １２６．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，０３２，０００円 複勝： ２１，３１４，６００円 枠連： ２１，０４５，６００円

普通馬連： ７１，３３３，３００円 馬単： ７７，９７０，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，２１３，３００円

３連複： ９８，５７４，９００円 ３連単： 発売なし 計： ３２９，４８３，７００円

払 戻 金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ８２０円 枠 連（６－６） ６７０円

普通馬連 �� ５４０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，４８０円 �� ４，５２０円

３ 連 複 ��� ７，２００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １９０３２０ 的中 � ８９４６６（１番人気）
複勝票数 計 ２１３１４６ 的中 � ８００８８（１番人気）� ２７２７４（３番人気）� ３８５１（８番人気）
枠連票数 計 ２１０４５６ 的中 （６－６） ２３３４１（３番人気）
普通馬連票数 計 ７１３３３３ 的中 �� ９７８６５（３番人気）
馬単票数 計 ７７９７００ 的中 �� ６８４２７（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０２１３３ 的中 �� ２４８４６（２番人気）�� ３０４６（１６番人気）�� ９５９（３４番人気）
３連複票数 計 ９８５７４９ 的中 ��� １０１０７（２１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．４―１２．７―１２．７―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．２―４６．９―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アップグレーデッド �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 Black Tie Affair デビュー ２００７．１．２７ 東京２着

２００４．４．２２生 牡３芦 母 エレヴェーテッド 母母 Ascend ５戦１勝 賞金 １１，６００，０００円
〔発走状況〕 ミネノテンリュウ号は，枠入り不良。

ケイアイハイプレス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
ロングフォード号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔タイムオーバーによる出走制限〕 オブジェクトコード号は，平成１９年１０月２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〕 ユウタービスケット号は，平成１９年１０月２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８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 グレートキャプテン号・フクノスズラン号・マリーンチャチャ号
（非抽選馬） ５頭 サザリー号・ショウナンワイズ号・スパークチェリー号・ダイワデリンジャー号・テンジンエンムスビ号



２２０６４ ９月２日 晴 稍重 （１９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

１：４９．７
１：４８．４

稍重

重

３５ � トップオブボス 牡３栗 ５６ 北村 宏司横瀬 兼二氏 伊藤 伸一 新冠 芳住 革二 ４８８＋ ４１：５４．８ ２１２．９�

５９ � クエストタイム 牡３栗 ５６
５４ △田中 博康�サンコウ牧場 藤岡 範士 静内 サンコウ牧場 ５２０＋１０ 〃 クビ ３．０�

２２ グランドバイオ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次バイオ� 崎山 博樹 門別 日高大洋牧場 ４７２＋ ２１：５５．５４ ２．９�
６１０ コスモシウテクトリ 牡３黒鹿５６ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 斎藤 宏 浦河 林農場 ４７４± ０１：５５．９２� １２．７�
７１２ オンワードオウガ 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆大野 拓弥�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４３６± ０ 〃 クビ １７０．１�
１１ � クレイモアシチー �３栗 ５６ 木幡 初広 �友駿ホースクラブ 嶋田 功 静内 カタオカフアーム ４１０± ０１：５６．０クビ ２０．３	
６１１�� クレインタキシード 牡３青 ５６ 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 勢司 和浩 新冠 海馬沢 明 ４６０＋１４１：５６．２１� ２０９．４

４７ テンジンカズトヨ 牡３黒鹿５６ 田中 剛�テンジン 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５０－ ２１：５６．５１	 ２３２．９�
８１５ ルクラージュ 牝３栗 ５４ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 岡田牧場 ５０６－１２ 〃 ハナ １９．９�
２３ � フレンチパール 牡３栗 ５６ 蛯名 正義吉田 照哉氏 国枝 栄 静内 岡田スタツド ５３４－ ２１：５６．７１� １０．７
３４ � トーセンラファエル 牡３鹿 ５６ 村田 一誠島川 �哉氏 岩戸 孝樹 浦河 畔高牧場 ４７０－ ２１：５７．４４ ６３．０�
４６ � ジョウテンファミリ 牡３鹿 ５６ 松岡 正海田邉 久男氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４８６＋ ４１：５７．６１� １１．７�
７１３ シングルカット 牝３栗 ５４ 中舘 英二 �イースターサンデー 鈴木 勝美 浦河 山春牧場 ４６４＋ ６１：５７．７� ５．６�
５８ キャプテンスパロウ 牡３鹿 ５６ 小野 次郎小林 博雄氏 中野 栄治 門別 川島 貞二 ４６８± ０１：５８．４４ ３４９．３�
８１４� スナークヨシムネ 牡３栗 ５６ 高山 太郎杉本仙次郎氏 佐藤 全弘 新冠 中村農場 ４３６－ ８１：５９．０３� ２４７．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，３１１，６００円 複勝： １７，２５７，０００円 枠連： ２０，０６３，６００円

普通馬連： ６７，２５５，０００円 馬単： ７０，４６８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２９１，１００円

３連複： ９６，７１８，１００円 ３連単： 発売なし 計： ３０７，３６４，８００円

払 戻 金

単 勝 � ２１，２９０円 複 勝 � １，６２０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（３－５） ８，４２０円

普通馬連 �� ２９，３００円 馬 単 �� ９９，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，４７０円 �� ３，９１０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １２，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １６３１１６ 的中 � ６０４（１２番人気）
複勝票数 計 １７２５７０ 的中 � １６０１（１１番人気）� ３３０７８（２番人気）� ４９２１５（１番人気）
枠連票数 計 ２００６３６ 的中 （３－５） １７５９（２０番人気）
普通馬連票数 計 ６７２５５０ 的中 �� １６９４（３９番人気）
馬単票数 計 ７０４６８４ 的中 �� ５２４（９５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２９１１ 的中 �� ７２７（３９番人気）�� １０２２（３２番人気）�� ３１９７１（１番人気）
３連複票数 計 ９６７１８１ 的中 ��� ５５０３（３７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３６．１―４９．２―１：０２．２―１：１５．４―１：２８．７―１：４１．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．６―３F３９．４
１
３

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

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

�トップオブボス �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 Slew o’Gold デビュー ２００６．１１．１１ 東京６着

２００４．５．２４生 牡３栗 母 ゴールデンペレク 母母 Gueniviere １０戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 セイウンガジデ号
（非抽選馬）１２頭 ウエスタンスクープ号・キタサンダイオウ号・クニノユメオー号・グランプリカメ号・タケデンコンゴウ号・

トウショウサウンド号・ニシノシンワ号・ニシノナギサ号・バトルソニック号・フサイチドゥイット号・
ミネラロジスト号・ミヤギカリスマ号



２２０６５ ９月２日 晴 良 （１９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

６１０ チャッティーギャル 牝５鹿 ５８ 蓑島 靖典 �社台レースホース高橋 裕 千歳 社台ファーム ５１８＋１８３：０７．０ ８．７�

３４ �� マイネルアンツーク 牡４黒鹿６０ 林 満明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 坪 憲章 宮城 遊佐 武俊 ４７０－ ４３：０７．３２ １７．１�

８１４� プレンティスピード 牡５栗 ６０ 大庭 和弥鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 ビツグレツドフアーム ４３４－ ２３：０８．３６ ８９．１�
７１２ ミウラマリリン 牝３黒鹿５６ 石神 深一佐藤 明氏 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 ４７６＋１６ 〃 ハナ ８３．８�
４５ � リバルドボーイ 牡５鹿 ６０ 浜野谷憲尚河野 保雄氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４９２－ ６３：０８．４� ３．３�
５８ ブラックファルコン 牡６鹿 ６０ 五十嵐雄祐草間 庸文氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７０± ０３：０８．７１� ３．６	
６９ ワイアットアープ 牡７鹿 ６０ 北沢 伸也大迫久美子氏 大根田裕之 千歳 社台ファーム ４５０－１０３：０９．１２� ２４．６

４６ ゴールドバディー 牝４鹿 ５８ 江田 勇亮�三嶋牧場 武藤 善則 浦河 上田 五十詞 ５３０＋ ２３：０９．５２� １６１．５�
３３ � ジェネラスボーイ 牡４鹿 ６０ 宗像 徹青木 基秀氏 宗像 義忠 新冠 越湖牧場 ４７８－１０３：０９．８１� ３．３�
８１３�� チアズパンサー 牝３鹿 ５６ 横山 義行北村キヨ子氏 古賀 史生 門別 長田ファーム ４４６－ ９３：１２．８大差 ２１．６
１１ � デリジェントハート 牝３鹿 ５６ 金子 光希大井田 修氏 本間 忍 三石 前川 正美 ４３４＋ ８３：１３．２２� ７２．０�
５７ �� ヒ シ バ ト ル �５鹿 ６０ 山本 康志阿部雅一郎氏 小笠 倫弘 浦河 中村 敏明 ４５０－ ４３：１３．３� １９．７�
２２ � トーアアストラエア 牝４鹿 ５８ 穂苅 寿彦東亜駿馬� 中川 公成 豊浦トーア牧場 ４８０＋１６３：１５．７大差 １３８．４�
７１１� ディクタトル 牡６鹿 ６０ 今村 康成下井 道博氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ５１８－１０ （競走中止） １２０．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４８９，１００円 複勝： １３，０６２，５００円 枠連： ２１，０３６，９００円

普通馬連： ５８，２７４，９００円 馬単： ６９，４４７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８２０，０００円

３連複： １００，０７７，７００円 ３連単： 発売なし 計： ２９３，２０９，０００円

払 戻 金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ３５０円 � ５９０円 � ２，５７０円 枠 連（３－６） ８７０円

普通馬連 �� ７，２２０円 馬 単 �� １４，７１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，７１０円 �� ９，２５０円 �� １４，０１０円

３ 連 複 ��� ２１４，７１０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １４４８９１ 的中 � １３２３５（４番人気）
複勝票数 計 １３０６２５ 的中 � １０９７３（４番人気）� ５８８１（６番人気）� １１９７（１１番人気）
枠連票数 計 ２１０３６９ 的中 （３－６） １７９１７（４番人気）
普通馬連票数 計 ５８２７４９ 的中 �� ５９６０（２０番人気）
馬単票数 計 ６９４４７９ 的中 �� ３４８５（３８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８２００ 的中 �� １５５４（２２番人気）�� ４４５（５４番人気）�� ２９３（６３番人気）
３連複票数 計１０００７７７ 的中 ��� ３４４（１８４番人気）

上り １マイル １：４６．１ ４F ５１．９－３F ３８．６
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

チャッティーギャル �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２００４．９．５ 新潟３着

２００２．２．２３生 牝５鹿 母 チャッターリップス 母母 チャッターボックス 障害：５戦１勝 賞金 １１，４５０，０００円
〔競走中止〕 ディクタトル号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため７号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 エプソムフォルテ号・グローリージョン号・タケデンノネガイ号・テイエムマーチ号・レオブライト号



２２０６６ ９月２日 晴 良 （１９新潟３）第８日 第６競走 ��
��１，２００�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

１：０８．７
１：０７．８

良

良

５８ イースタンリバー 牡２栗 ５４ 田中 勝春千明牧場 鈴木 伸尋 門別 千明牧場 ４６８ ―１：１１．３ ５．１�

４５ � ウイングフット 牝２栗 ５４ 北村 宏司加藤 信之氏 阿部 新生 門別 加藤ステーブル ４６６ ―１：１１．４クビ ４．４�
１１ � タカラシャフト 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝村山 義男氏 国枝 栄 米

Donald & R. Mary Zuck-
erman as Tenants by The
Entireties

４６８ ― 〃 クビ １１．０�
７１２� カネコメリーダー 牡２鹿 ５４ 松岡 正海�岡 義雄氏 武市 康男 門別 ファーミングヤナキタ ４５０ ―１：１１．６１ ８０．０�
５７ パ リ オ 牡２栗 ５４ 蛯名 正義広尾レース� 二ノ宮敬宇 平取 坂東牧場 ４５６ ―１：１１．７� ２．８�
２２ 	 ウォーネックレス 牝２栗 ５４ 中舘 英二宮崎 利男氏 萱野 浩二 三石 佐藤 陽一 ４３０ ―１：１２．０２ ７．９�
８１４� ウ イ ン ク 牝２鹿 ５４ 柴田 善臣百万 武夫氏 蛯名 信広 浦河 グラストレーニ

ングセンター ４６８ ―１：１２．６３� ３２．５	
３４ � ランドフロンティア 牡２栗 ５４ 吉田 隼人木村 昌三氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４８４ ―１：１２．７
 １６．０

６９ �	 スカイシップ 牡２栗 ５４ 小林 淳一坂田 行夫氏 土田 稔 様似 山本 和彦 ４７０ ―１：１２．９１� １２８．４�
４６ � デルマカペラ 牝２黒鹿５４ 大庭 和弥浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４６８ ―１：１３．１１� １１０．５�
８１３� シャススプリーン 牡２栗 ５４ 福永 祐一前田 幸治氏 和田 正道 米 Stonestreet

Mares LLC. ４７６ ―１：１３．３１ ９．３
６１０ ファイナルクロス 牡２黒鹿５４ 池田 鉄平鳴田 啓志氏 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム ４６０ ― 〃 アタマ １２０．２�
３３ � マンハッタンビュー 牝２青 ５４

５２ △田中 博康杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４２４ ―１：１４．１５ ８９．６�
７１１� イブキオシリス 牡２鹿 ５４ 吉田 豊�伊吹 谷原 義明 門別 北陽ファーム ５１０ ―１：１４．３１� ２０５．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２２，３３５，７００円 複勝： ２１，５７１，３００円 枠連： ２６，０７６，９００円

普通馬連： ７２，９０４，２００円 馬単： ７８，８１４，７００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９７４，７００円

３連複： ９８，３７８，７００円 ３連単： 発売なし 計： ３３８，０５６，２００円

払 戻 金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２００円 � １８０円 � ２６０円 枠 連（４－５） ５１０円

普通馬連 �� １，３９０円 馬 単 �� ３，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ８５０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ５，３４０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２２３３５７ 的中 � ３４７６８（３番人気）
複勝票数 計 ２１５７１３ 的中 � ２９８８６（３番人気）� ３５３４６（２番人気）� １９９２６（６番人気）
枠連票数 計 ２６０７６９ 的中 （４－５） ３７８３４（１番人気）
普通馬連票数 計 ７２９０４２ 的中 �� ３８７２０（５番人気）
馬単票数 計 ７８８１４７ 的中 �� １９４２１（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９７４７ 的中 �� ８１３７（５番人気）�� ５１３７（１３番人気）�� ５１８０（１２番人気）
３連複票数 計 ９８３７８７ 的中 ��� １３６２１（２１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．８―１１．７―１２．１―１１．６―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．３―３５．０―４７．１―５８．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イースタンリバー �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 Chief’s Crown 初出走

２００５．５．８生 牡２栗 母 ティアラミス 母母 Thirty Years １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 ウイングフット号の騎手北村宏司は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。
※出走取消馬 カズサハイウェイ号（疾病〔右寛跛行〕のため）



２２０６７ ９月２日 晴 良 （１９新潟３）第８日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時２５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� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１７�� コスモピロリ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 清水 利章 浦河 モトスファーム ４８８－ ４１：４７．５ ４．９�

５９ � ダイワギブソン 牡３黒鹿５４ 武士沢友治大城 敬三氏 増沢 末夫 豪
Arrowfield Pastoral
Pty Ltd, D H K In-
vestments Pty Ltd

４７６＋ ２１：４７．６クビ １１．４�
７１４� ド ン ラ ミ ロ 牡３青 ５６ 北村 宏司伊藤 信之氏 坂本 勝美 新冠 上井農場 ４７６± ０１：４７．８１	 １９．１�
２４ � ピンクキャンドル 牝３鹿 ５４ 福永 祐一 �サンデーレーシング 堀 宣行 早来 ノーザンファーム ４１４± ０１：４８．１２ ９．８�
２３ � レガルメンテ 牡３黒鹿５６ 蛯名 正義 �キャロットファーム 勢司 和浩 早来 ノーザンファーム ４５４－ ６ 〃 ハナ ２．７�
４８ � タワードピーク 牡３鹿 ５６ 中舘 英二前田 幸治氏 和田 正道 米 Hugh Calkin &

Gainesway Farm ５１２＋２０１：４８．５２	 ６１．４�
３６ � スプリングテンダー 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣加藤 春夫氏 古賀 慎明 新冠 的場牧場 ４０４＋ ６ 〃 クビ ３３．５	
１２ ブランニューデイズ 牡３芦 ５６ 田中 勝春 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム ４８８＋ ２１：４８．６クビ ３．１

７１５� エドノダンス 牡３芦 ５６

５４ △田中 博康遠藤 喜松氏 斎藤 宏 三石 沖田 忠幸 ４９０＋ ４１：４８．９１
 ４６９．１�
６１２� スガノハウス 牡３鹿 ５６ 安藤 光彰菅原光太郎氏 山田 要一 三石 沖田 哲夫 ４７０＋１０ 〃 クビ ３９．５�
１１ � ゾルトンワージ 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次山下 新一氏 岩戸 孝樹 浦河 モトスファーム ４８２＋ ６１：４９．０クビ １４４．６
７１３� トーセンヒヨシマル 牡３鹿 ５６ 石橋 脩島川 �哉氏 柴田 政人 英 Michael Ng ４２２＋ ８１：４９．１	 ２９８．６�
８１８� タイフーンクラス 牡３鹿 ５６ 二本柳 壮 �社台レースホース小桧山 悟 千歳 社台ファーム ４８４＋ ８１：４９．２	 １１５．６�
６１１� コウエイスパーク 牝３青鹿 ５４

５１ ▲宮崎 北斗西岡 静男氏 高市 圭二 三石 木下牧場 ４６２－ ８１：４９．３	 １２９．２�
８１６� アルディメント 牡３鹿 ５６ 松岡 正海モナコ商事� 嶋田 功 三石 大豊牧場 ４３２－１４１：５０．１５ ２８６．６�
３５ � ロディーヒット 牡３栗 ５６ 江田 照男 IHR 田村 康仁 静内 大典牧場 ４３０－ ２１：５１．４８ ２０８．０�
５１０ ヤマショウグロリア 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太菅原 秀仁氏 笹倉 武久 静内 藤平 和実 B４２８－ ６１：５３．１大差 ６０８．５�
４７ � セイウンカイト 牡３鹿 ５６ 田中 剛西山 茂行氏 奥平 雅士 愛 Mount

Coote Stud B５６２－ ４ （競走中止） １３６．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，２５２，４００円 複勝： ３２，９７０，６００円 枠連： ２８，５８６，１００円

普通馬連： １０８，７６６，０００円 馬単： １０５，４４４，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２９，３２７，８００円

３連複： １４４，４４０，５００円 ３連単： 発売なし 計： ４７５，７８７，７００円

払 戻 金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １８０円 � ３７０円 � ４００円 枠 連（５－８） ２，２４０円

普通馬連 �� ２，５１０円 馬 単 �� ４，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７６０円 �� ９５０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ８，５２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２６２５２４ 的中 � ４２４６２（３番人気）
複勝票数 計 ３２９７０６ 的中 � ５９３６７（３番人気）� ２１１６６（５番人気）� １９３８３（６番人気）
枠連票数 計 ２８５８６１ 的中 （５－８） ９４５２（９番人気）
普通馬連票数 計１０８７６６０ 的中 �� ３２０７９（１０番人気）
馬単票数 計１０５４４４３ 的中 �� １７７００（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２９３２７８ 的中 �� ９８６４（８番人気）�� ７６６０（１１番人気）�� ４１１４（１６番人気）
３連複票数 計１４４４４０５ 的中 ��� １２５１５（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３５．１―４７．５―１：００．３―１：１２．６―１：２４．４―１：３５．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
コスモピロリ �

�
父 ナリタトップロード �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００６．９．１０ 中山６着

２００４．４．２８生 牡３鹿 母 リ オ エ ワ ン 母母 グレースラビット １０戦１勝 賞金 １２，３５０，０００円
〔競走中止〕 セイウンカイト号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 コウエイスパーク号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマショウグロリア号は，平成１９年１２月２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〕 エドノダンス号は，平成１９年１０月２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。
（非抽選馬） ５頭 アレイオン号・キャプテンロー号・テンジンリュウセー号・リバーアンダルシア号・レイクヘリオス号



２２０６８ ９月２日 曇 良 （１９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）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

５３．７
５３．７

良

良

２４ パ パ ラ チ ア 牝４鹿 ５５ 後藤 浩輝�原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４５８－ ２ ５５．２ １．９�

７１４ エースハーバー 牝３黒鹿 ５３
５０ ▲宮崎 北斗新川 敏弘氏 松山 康久 門別 里深 牧場 ４７８＋１２ ５５．３クビ ６．７�

１１ プレシャスドロップ 牝４栗 ５５ 木幡 初広岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド ４３６＋ ８ ５５．６２ ４２．１�
６１１�� オリエンタルローズ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎棚網るみ子氏 沢 峰次 門別 木村牧場 B４５２＋ ４ ５５．９２ １０．９�
７１５ ブライティアベスト 牝５鹿 ５５

５４ ☆大野 拓弥小林 昌志氏 菅原 泰夫 平取 コアレススタッド ４２６－ ６ ５６．１１� ３１．２�
５１０� ミハルザクラ 牝６鹿 ５５ 松岡 正海松本 俊廣氏 西塚 安夫 門別 天羽 禮治 ５１２－ ４ ５６．２� １３．９�
３６ � フォーディグリース 牝４鹿 ５５ 北村 宏司 	グリーンファーム 坂本 勝美 早来 ノーザンファーム ４３６＋１０ 〃 クビ ８３．６

６１２ タッソーニー 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人�川島牧場 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４３６－１４ ５６．３	 ２６．７�
８１８ イクエイター 牝７鹿 ５５ 中谷 雄太�藤原牧場 高市 圭二 静内 藤原牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ２１．１
８１６ スキャットナンバー 牝３鹿 ５３ 高山 太郎富岡 喜平氏 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４４２± ０ ５６．４クビ ２８０．３�
４７ ピンククラウド 牝３鹿 ５３

５１ △田中 博康星野 壽市氏 手塚 貴久 静内 桜井牧場 ５０２－ ８ ５６．６１	 １０３．４�
８１７
 アルファチャングミ 牝４黒鹿５５ 二本柳 壮	貴悦 鈴木 康弘 新冠 秋田牧場 ４８４＋ ２ 〃 クビ ５１．０�
４８ 
 サ ラ ト ガ 牝３芦 ５３ 郷原 洋司平井 裕氏 本郷 一彦 浦河 岡部牧場 ４８６± ０ ５６．７クビ ２３．５�
３５ �
 フサイチミライ 牝４栗 ５５ 小野 次郎関口 房朗氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３６－ ４ ５６．８	 ７．８�
５９ ベルモントソナタ 牝４鹿 ５５ 安藤 光彰 �ベルモントファーム 菊川 正達 新冠 ベルモント

ファーム ４３２－ ４ 〃 クビ ２７．６�
１２ 
 ヤマノジャスティス 牝４鹿 ５５ 石橋 脩山口 克己氏 本郷 一彦 新冠 石郷岡 松

太郎 ４９６－ ４ ５７．３３ １６８．７�
７１３ ブラックバッカラ 牝４鹿 ５５ 吉田 豊服部 英男氏 谷原 義明 静内 服部 牧場 ５２４＋ ６ ５７．４	 ６９．８�
２３ �
 ディーズコンコルド 牝３鹿 ５３

５０ ▲千葉 直人秋谷 壽之氏 田子 冬樹 門別 坂田牧場 ４４６± ０ ５７．５	 ９２．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，４１８，７００円 複勝： ２８，３４２，７００円 枠連： ３６，５９３，６００円

普通馬連： １１５，８５１，３００円 馬単： １０４，１０６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，１８２，８００円

３連複： １５４，３５２，１００円 ３連単： 発売なし 計： ４９５，８４７，９００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １２０円 � ２３０円 � ６００円 枠 連（２－７） ６５０円

普通馬連 �� １，１００円 馬 単 �� １，５８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １，１１０円 �� ３，４３０円

３ 連 複 ��� ８，４２０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２８４１８７ 的中 � １１８５００（１番人気）
複勝票数 計 ２８３４２７ 的中 � ９３９５１（１番人気）� ２８８０８（３番人気）� ８１４８（１１番人気）
枠連票数 計 ３６５９３６ 的中 （２－７） ４１８３２（１番人気）
普通馬連票数 計１１５８５１３ 的中 �� ７８３６１（２番人気）
馬単票数 計１０４１０６７ 的中 �� ４８７３６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２８１８２８ 的中 �� １８５５９（２番人気）�� ６０８９（１１番人気）�� １８７５（４３番人気）
３連複票数 計１５４３５２１ 的中 ��� １３５２９（２８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．３―１０．９―１０．２―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．４―３３．３―４３．５

上り４F４３．１－３F３２．８
勝馬の
紹 介

パ パ ラ チ ア �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Seattle Song デビュー ２００６．５．２１ 中京２着

２００３．５．１５生 牝４鹿 母 ラッキーソングⅡ 母母 Lucky Us １６戦３勝 賞金 ３１，７６４，０００円
〔発走状況〕 ベルモントソナタ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 スキャットナンバー号の騎手高山太郎は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。
※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 エアロバティックス号



２２０６９ ９月２日 曇 良 （１９新潟３）第８日 第９競走 ��
��１，６００�

ふ る ま ち

古 町 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５５�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 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．５

良

良

５９ シンボリハレー 牡４黒鹿５７ 田中 勝春シンボリ牧場 古賀 慎明 門別 和田農林（有） ４４６＋ ６１：３３．７ １．９�

４７ � リミットブレーカー 牡３黒鹿５５ 石橋 脩臼田 浩義氏 上原 博之 早来 ノーザンファーム ５１０＋２８１：３３．９１� ２５．１�
７１５�	 サクラネクスト 牡３栗 ５５ 北村 宏司�さくらコマース小笠 倫弘 静内 西村 和夫 ４７０－ ４１：３４．１１� １４．３�
７１３ アサヒバロン 牡３鹿 ５５ 小野 次郎寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５３８－１０１：３４．３１ ４．１�
３６ � ナムラバンダム 牡４鹿 ５７ 福永 祐一奈村 信重氏 田村 康仁 浦河 バンダム牧場 ４２６＋１４１：３４．５１
 ６１．８�
８１８� エフテーララーヤ 牝３黒鹿５３ 田辺 裕信深野 茂雄氏 西塚 安夫 えりも 上島牧場 ４４４＋２０ 〃 ハナ ３０５．６�
１２

�
�
	 テンジンノジョオー 牝６鹿 ５５ 木幡 初広�テンジン 大江原 哲 早来 ノーザンファーム B５２０－１１ 〃 ハナ ２５８．９	

２４ � サラトガティプトン 牡３鹿 ５５ 柴田 善臣櫻井 盛夫氏 高橋 祥泰 米 Grade I
Bloodstock ４６８＋１２１：３４．６� １０．５


１１ プレンティラヴ 牝３鹿 ５３ 蛯名 正義鈴木 芳夫氏 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４９２－ ４１：３４．７ １４．０�
７１４ ソアリングピアス 牝４黒鹿５５ 村田 一誠 �グリーンファーム 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４４４－ ２１：３４．９１� １１６．８�
６１２ トウカイファイン 牝３鹿 ５３ 後藤 浩輝内村 正則氏 後藤 由之 浦河 日田牧場 ４５８－ ４ 〃 クビ １９．２
５１０� ベルファスト 牝３鹿 ５３ 田中 博康 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 静内 塚尾牧場 ４０２± ０１：３５．１１
 ３０．８�
８１７	 ラ ム グ レ ス 牝４鹿 ５５ 中舘 英二水上 行雄氏 清水 利章 浦河 笠松牧場 ４６６－ ６ 〃 ハナ ４２．５�
３５ � ヒシインペリアル 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人阿部雅一郎氏 河内 洋 米 Aaron U. Jones

& Marie D. Jones ４９８－１０１：３５．２クビ ２３．３�
２３ �� スマートスナイパー 牡４青鹿５７ 安藤 光彰大川 徹氏 佐々木亜良 静内 高橋 誠次 B４５８－ ８１：３５．６２� ２８２．９�
８１６� メジロモデラート 牝４黒鹿５５ 吉田 豊�メジロ牧場 高橋 裕 洞爺 メジロ牧場 ５３２－ ２１：３５．８１
 ７１．７�
４８ �� マイネシャンゼリゼ 牝３栗 ５３ 小林 淳一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 平取 スガタ牧場 ４８２＋ ６１：３５．９ ４３９．１�
６１１	 ブライティアメセナ 牝４鹿 ５５ 土谷 智紀小林 昌志氏 池上 昌弘 平取 雅 牧場 ５０８＋ ８１：３６．６４ ３７１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，４７８，１００円 複勝： ３７，９４４，７００円 枠連： ３７，９０６，８００円

普通馬連： １７９，６８５，７００円 馬単： １３０，３５５，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，７４５，２００円

３連複： １４６，６４３，５００円 ３連単： ４０５，５４１，６００円 計： １，００６，３０１，１００円

払 戻 金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ５４０円 � ２８０円 枠 連（４－５） １，６９０円

普通馬連 �� １，７２０円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８００円 �� ４５０円 �� ３，１２０円

３ 連 複 ��� ５，３７０円 ３ 連 単 ��� ２１，０９０円

票 数

単勝票数 計 ３０４７８１ 的中 � １２８７９３（１番人気）
複勝票数 計 ３７９４４７ 的中 � １４９４５８（１番人気）� １１５３１（９番人気）� ２６９７７（４番人気）
枠連票数 計 ３７９０６８ 的中 （４－５） １６６１２（７番人気）
普通馬連票数 計１７９６８５７ 的中 �� ７７１２２（６番人気）
馬単票数 計１３０３５５５ 的中 �� ３９７８０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７７４５２ 的中 �� １１６８８（８番人気）�� ２２７０１（２番人気）�� ２７５０（３２番人気）
３連複票数 計１４６６４３５ 的中 ��� ２０１６２（１８番人気）
３連単票数 計４０５５４１６ 的中 ��� １４１９５（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．４―３５．２―４７．６―５９．８―１：１１．４―１：２１．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンボリハレー �
�
父 シャーディー �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２００６．５．７ 東京９着

２００３．４．６生 牡４黒鹿 母 スイートアスペン 母母 スィートシエロ １１戦３勝 賞金 ２８，６３９，０００円
〔３走成績による出走制限〕 ソアリングピアス号・スマートスナイパー号は，平成１９年１０月２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 サクラオールイン号・フュノンガルウ号
（非抽選馬） ３頭 アマミスウィフト号・ケイビイレター号・マイネルパラシオ号



２２０７０ ９月２日 曇 良 （１９新潟３）第８日 第１０競走 ��
��２，０００�N S T 賞

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
NST賞（１着）

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 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

５５ �� カゼノコウテイ 牡４鹿 ５７ 田中 勝春 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 伸一 門別 槇本牧場 ４４４－ ８１：５８．４ ３．５�

３３ � ホーマンアラシ 牡４栗 ５７ 福永 祐一久保 久人氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４７０＋ ４１：５８．７２ １．９�
６７ バトルスターボウ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人宮川 秋信氏 浅野洋一郎 門別 山際 辰夫 ４４６± ０１：５８．８クビ １１．２�
８１０	 コスモオースティン 牡５鹿 ５７ 柴田 善臣 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 三石 坂本牧場 ４８０＋ ４１：５８．９
 ６．０�
７９ � ユーワハリケーン �４栗 ５７ 中舘 英二 �東京ホースレーシング 武藤 善則 米 Dr. Char-

les S Giles ４５８－ ２１：５９．１１
 ２２．９�
７８ �	 ショウナンパレス 牡６栗 ５７ 木幡 初広国本 哲秀氏 戸田 博文 浦河 日田牧場 ４６２± ０１：５９．４２ ９４．７	
２２ � トーホウシャイン 牝４黒鹿５５ 丹内 祐次東豊物産� 崎山 博樹 門別 竹島 幸治 ４８６－ ２１：５９．６１
 ３６．２

１１ 	 ラムタラプリンス 牡６鹿 ５７ 田辺 裕信風間 栄輔氏 久保田貴士 静内 井高牧場 ４４２＋ ２１：５９．７クビ ４７．９�
４４ トーセンレーサー 牡６鹿 ５７ 村田 一誠島川 �哉氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド B４６０＋ ２２：００．１２
 ５３．３
８１１� アイシクルアート 牡５鹿 ５７ 北村 宏司 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４７０＋ ４２：００．３ ３１．５�
６６ リワードプレイン �５鹿 ５７ 後藤 浩輝宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード B４２８－ ４２：００．６２ ６４．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３３，０７０，６００円 複勝： ３３，２８２，８００円 枠連： ３３，２５３，９００円

普通馬連： １６７，１５３，２００円 馬単： １４０，９２４，４００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，１２０，８００円

３連複： １３１，２９５，７００円 ３連単： ４５６，８５３，６００円 計： １，０３２，９５５，０００円

払 戻 金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（３－５） ２８０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６０円 �� ４００円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� ２，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３３０７０６ 的中 � ７４７２０（２番人気）
複勝票数 計 ３３２８２８ 的中 � ６２０９７（２番人気）� １２４１２８（１番人気）� ３２７８３（４番人気）
枠連票数 計 ３３２５３９ 的中 （３－５） ８８３９５（１番人気）
普通馬連票数 計１６７１５３２ 的中 �� ４３０６７２（１番人気）
馬単票数 計１４０９２４４ 的中 �� １２２１４８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７１２０８ 的中 �� ７６２２０（１番人気）�� １９１２８（５番人気）�� ２８３８９（３番人気）
３連複票数 計１３１２９５７ 的中 ��� １５００７０（２番人気）
３連単票数 計４５６８５３６ 的中 ��� １１８６９８（４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．３―１１．６―１１．８―１２．４―１２．４―１２．０―１１．６―１０．５―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．１―３５．７―４７．５―５９．９―１：１２．３―１：２４．３―１：３５．９―１：４６．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．１
３ ４，９，１１，８－３（１，６，１０）（２，５）７ ４ ・（４，９）１１（８，３）１（６，１０）－（２，５）７

勝馬の
紹 介

�
�
カゼノコウテイ �

�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ウエスタンウインド

２００３．５．２９生 牡４鹿 母 シンウインド 母母 ソロナエビス １２戦２勝 賞金 ３４，０２０，０００円
初出走 JRA



２２０７１ ９月２日 曇 良 （１９新潟３）第８日 第１１競走 ��
��１，６００�第２７回新潟２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

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 ６５８，０００円 １８８，０００円 ９４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

５１０�� エフティマイア 牝２鹿 ５４ 蛯名 正義吉野 文雄氏 矢野 進 早来 ノーザンファーム ４４０＋ ６１：３４．１ ７．８�

１２ シャランジュ 牝２鹿 ５４ 村田 一誠伊達 秀和氏 本間 忍 門別 サンシャイン
牧場 ４１８± ０１：３４．３１� ８９．８�

３６ � ゴールドストレイン 牡２黒鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－ ４１：３４．４クビ １７．８�
２４ � エイシンパンサー 牝２鹿 ５４ 福永 祐一平井 豊光氏 平田 修 浦河 高野牧場 ４５４＋１０１：３４．５	 ４．８�
１１ タケショウオージ 牡２鹿 ５４ 後藤 浩輝�ナイト商事 国枝 栄 浦河 富菜牧場 ４３４＋ ４ 〃 アタマ ８．０�
７１５� タケミカヅチ 牡２鹿 ５４ 田中 勝春 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４９２－ ８１：３４．６� ４．１�
７１４� リーベストラウム 牝２黒鹿５４ 田中 博康�ミルファーム 斎藤 誠 静内 前谷 武志 ４７４＋ ６１：３４．７クビ １５．３	
６１１ ダイワマックワン 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣大城 敬三氏 増沢 末夫 千歳 社台ファーム ４４２－ ６ 〃 アタマ １６．９

６１２� ショウナンアクロス 牡２鹿 ５４ 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６２－ ６１：３４．９１
 ２６．７�
３５ � オースミマーシャル 牡２鹿 ５４ 芹沢 純一�オースミ 中尾 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋ ８１：３５．１１ ４３．３
８１６ アドマイヤフォース 牡２栗 ５４ 吉田 隼人近藤 利一氏 友道 康夫 静内 グランド牧場 ４９６－ ２ 〃 クビ ７．８�
５９ � サマーエタニティ 牝２芦 ５４ 中舘 英二セゾンレースホース� 畠山 吉宏 門別 白井牧場 ４７８－ ２１：３５．２� １６．３�
７１３� メイショウヨリトモ 牡２黒鹿５４ 北村 宏司松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 ４８０＋１０１：３５．３� ２８．９�
４７ � メジロアリス 牝２鹿 ５４ 岩部 純二�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺 メジロ牧場 ４４０－１０１：３５．５１
 １６２．７�
４８ � リーガルアミューズ 牝２栗 ５４ 小野 次郎有限会社シルク領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４６２＋１０ 〃 クビ ３１．５�
２３ � ボーデンゼー 牝２青鹿５４ 松岡 正海坂田 行夫氏 斎藤 誠 新冠 八木 常郎 ４２４－ ２１：３５．７１� ８７．９�
８１８� セレスハント 牡２栗 ５４ 石橋 脩岡 浩二氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４７２－１８１：３６．１２� ４６．２�
８１７� シゲルクシエラ 牝２鹿 ５４ 安藤 光彰森中 蕃氏 大根田裕之 三石 佐藤 陽一 ４４４－ ４１：３６．７３� ２３９．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １１０，６２１，０００円 複勝： １２１，０５０，２００円 枠連： １４０，０２３，２００円

普通馬連： ６６２，２５８，０００円 馬単： ３９８，１２８，６００円 ワイド【拡大馬連】： １２４，９５７，０００円

３連複： ６２４，６１５，０００円 ３連単： １，３５３，５８６，１００円 計： ３，５３５，２３９，１００円

払 戻 金

単 勝 � ７８０円 複 勝 � ２８０円 � ２，０９０円 � ５６０円 枠 連（１－５） １，９７０円

普通馬連 �� ４４，８６０円 馬 単 �� ６７，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，５３０円 �� １，９１０円 �� １９，６３０円

３ 連 複 ��� ２３７，６２０円 ３ 連 単 ��� １，４２３，０１０円

票 数

単勝票数 計１１０６２１０ 的中 � １１２０１９（４番人気）
複勝票数 計１２１０５０２ 的中 � １３６０４０（３番人気）� １３３０８（１５番人気）� ５５０９６（９番人気）
枠連票数 計１４００２３２ 的中 （１－５） ５２６４３（１１番人気）
普通馬連票数 計６６２２５８０ 的中 �� １０８９５（９７番人気）
馬単票数 計３９８１２８６ 的中 �� ４３６７（１７２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２４９５７０ 的中 �� ２８９２（９５番人気）�� １６５３２（２１番人気）�� １５４６（１１３番人気）
３連複票数 計６２４６１５０ 的中 ��� １９４０（４２７番人気）
３連単票数 計１３５３５８６１ 的中 ��� ７０２（２４６４番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．７―１２．１―１２．３―１２．１―１１．５―１０．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２３．５―３５．６―４７．９―１：００．０―１：１１．５―１：２２．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
エフティマイア �

�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００７．６．２４ 福島１着

２００５．２．１４生 牝２鹿 母 カツラドライバー 母母 ノーザンマイア ３戦３勝 賞金 ５５，８０５，０００円
〔その他〕 シゲルクシエラ号は，４コーナーで外側に逃避したことについて調教注意。



２２０７２ ９月２日 晴 良 （１９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２５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

６１０ ベルモントリボン 牝３鹿 ５３ 後藤 浩輝 �ベルモントファーム 柴崎 勇 新冠 ベルモント
ファーム ４９４＋１２１：１１．６ ９．７�

２３ ストロングラムダ 牡４栗 ５７ 北村 宏司村木 篤氏 増沢 末夫 静内 千代田牧場 B５００± ０１：１１．７� １．７�
４７ トウカイシグナル 牡３鹿 ５５ 小林 淳一内村 正則氏 成島 英春 門別 碧雲牧場 ４６４＋１０１：１１．８クビ ３７．９�
２２ レイゴールド 牡６栗 ５７ 田辺 裕信林 千枝子氏 石栗 龍彦 浦河 酒井 清 ５２８＋ ２ 〃 クビ ９６．８�
１１ �� レアルグローリー 牡４鹿

５７
５６ ☆大野 拓弥田中 昇氏 杉浦 宏昭 青森 青南ムラカミ

ファーム ５００－１４１：１２．１２ ３６．３�
５８ シュウザンジャンプ 牡４鹿 ５７ 小野 次郎平 光良氏 保田 一隆 門別 沖田牧場 ４７０－ ６１：１２．２� ２７．４�
７１３� ディーアールボーイ 牡３鹿 ５５ 江田 照男長谷川文夫氏 田子 冬樹 門別 広中 稔 ４５８＋ ４１：１２．３クビ ６．０	
３４ � キタグニノホシ 牡４鹿 ５７ 松岡 正海牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 ４８８＋ ２１：１２．４� ７．７

７１２ ローケイダブリュ 牡３栗 ５５ 丹内 祐次斉藤 敏博氏 崎山 博樹 浦河 尾野 一義 B４９６± ０１：１２．８２� １５．７�
４６ 	 ラブストラック 牝３栗 ５３ 木幡 初広堀 紘一氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６０± ０ 〃 アタマ ４３．３�
８１４ ナンヨーウエスト 牝３鹿 ５３ 田中 勝春中村 �也氏 柴田 政人 浦河 梅田牧場 ４４６＋ ４１：１３．５４ ２２．１
３５ � タケデンバトル 牡７栗 ５７

５４ ▲千葉 直人武市 弘氏 田子 冬樹 浦河 安藤牧場 ４９０－ ４１：１３．７１� １４０．３�
８１５�	 サ ワ ッ デ ィ 牝４鹿 ５５

５３ △田中 博康居城 要氏 中川 公成 平取 川上 勇治 ４２８＋ ４１：１３．９１ １０８．５�
５９ � ランバイルビー 牝６栗 ５５ 安藤 光彰佐藤 力治氏 岩城 博俊 門別 上田 昭治 ５２２＋ ２１：１４．０� １２４．５�
６１１

�
�
	 ナンゴクリキオウ 
５鹿 ５７ 西田雄一郎渡 義光氏 二本柳俊一 門別 瀬戸牧場 B４５０－ ８１：１５．６１０ ３９３．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ３４，３７８，２００円 複勝： ３９，０４７，４００円 枠連： ４４，６７３，７００円

普通馬連： １７４，４３６，５００円 馬単： １３３，９６８，１００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，０２５，７００円

３連複： １４８，４８０，４００円 ３連単： ４１３，３１０，６００円 計： １，０２８，３２０，６００円

払 戻 金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ２２０円 � １２０円 � ６５０円 枠 連（２－６） ７５０円

普通馬連 �� ７５０円 馬 単 �� ２，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３３０円 �� ３，５４０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ７，７６０円 ３ 連 単 ��� ４９，７９０円

票 数

単勝票数 計 ３４３７８２ 的中 � ２７９５３（４番人気）
複勝票数 計 ３９０４７４ 的中 � ３８２０９（４番人気）� １４６５６０（１番人気）� ９５８８（１０番人気）
枠連票数 計 ４４６７３７ 的中 （２－６） ４４０２５（３番人気）
普通馬連票数 計１７４４３６５ 的中 �� １７３１５７（３番人気）
馬単票数 計１３３９６８１ 的中 �� ４０８６４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４００２５７ 的中 �� ３４８０３（３番人気）�� ２５１７（３４番人気）�� ８３８１（１３番人気）
３連複票数 計１４８４８０４ 的中 ��� １４１３９（２４番人気）
３連単票数 計４１３３１０６ 的中 ��� ６１２７（１３８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．３―１２．１―１２．５―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．３―４６．４―５８．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベルモントリボン �
�
父 カコイーシーズ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００６．７．２９ 新潟１２着

２００４．２．１１生 牝３鹿 母 ヒロノリボン 母母 キミノキネン ８戦２勝 賞金 １５，９００，０００円
〔３走成績による出走制限〕 タケデンバトル号は，平成１９年１０月２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。
（非抽選馬） １頭 ユウターストライプ号



（１９新潟３）第８日 ９月２日（日曜日） 曇時々晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

２１４，６１０，０００円
４，２００，０００円
１４，３５０，０００円
８００，０００円
１，９９０，０００円
２２，８４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

６６，８３８，０００円
５，８９４，８００円
１，９０８，９００円

勝馬投票券売得金
３７１，０５９，３００円
４０９，０４８，８００円
４４９，６０４，９００円
１，８２８，１２０，２００円
１，４５６，６３０，６００円
４１４，０９６，５００円
１，９５０，４８５，８００円
２，６２９，２９１，９００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ９，５０８，３３８，０００円

総入場人員 １８，５２１名 （有料入場人員 １４，２６６名）



平成１９年度 第３回新潟競馬 総計

競走回数 ７２回 出走延頭数 １，１０４頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
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

１，２３８，２００，０００円
２２，２６０，０００円
９１，０００，０００円
５，８９０，０００円
１２，０４０，０００円
１３１，２５０，０００円
４３５，０００円
４３５，０００円

３８９，６４２，０００円
３２，５０１，０００円
１１，１４０，３００円

勝馬投票券売得金
１，８９４，４２６，６００円
２，３４８，１０４，８００円
２，４０２，８２１，５００円
９，４６０，２９５，１００円
７，６２１，５３６，３００円
２，２０７，５６１，２００円
１０，１２２，２７０，８００円
１３，０８６，４３１，７００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 ４９，１４３，４４８，０００円

総入場延人員 ８４，７５０名 （有料入場延人員 ７０，１１８名）




