
２７０３６ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４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

１：２０．９
１：２０．３

稍重

良

２２ ブラックイレブン 牡２黒鹿５４ 吉田 豊吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 豊郷牧場 ４２６＋ ６１：２３．０ ６．２�

１１ サンワードネオ 牡２黒鹿５４ 西田雄一郎古谷 千晴氏 堀井 雅広 浦河 梅田牧場 ４４０＋ ６１：２３．７４ ５３．２�
６７ ショウナンスマイル 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４４８± ０ 〃 クビ ３．２�
５５ キングシャーロット 牡２鹿 ５４ 内田 博幸馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 上村 清志 ４４０＋ ２ 〃 アタマ ２．７�
７８ ク ナ ン ガ ン 牝２黒鹿５４ 松岡 正海加藤 信之氏 斎藤 誠 日高 いとう牧場 ４６２＋ ８１：２３．８� ４．４�
４４ ストロングリゲル 牡２芦 ５４ 津村 明秀村木 篤氏 武市 康男 新ひだか フジワラフアーム ４９０－１０１：２３．９� １０．８�
７９ ミ ゲ ー ル 牡２黒鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗小林 保一氏 坪 憲章 熊本 吉村 功 ４５８＋ ６１：２４．３２� ９９．８	
８１１ コウセイベイビー 牡２黒鹿５４ 黛 弘人杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４１８－ ２ 〃 アタマ ６０．９

８１０ コスモマイティーン 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高木 登 新ひだか 田中 春美 ４２８＋ ２１：２５．２５ ３９．１�
６６ ドロシーパーキンス 牝２鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介内藤 好江氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 ４４０＋ ２１：２５．３クビ ２２１．２�
３３ ビッグルーキー 牡２青鹿５４ 江田 照男廣松 金次氏 境 征勝 様似 清水スタッド ４５２＋ ４１：２５．６２ １６４．０

（１１頭）

売 得 金

単勝： １０，９４４，７００円 複勝： １５，０６０，５００円 枠連： ８，２９２，４００円

普通馬連： ２８，５０２，２００円 馬単： ２７，９８２，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，１１６，７００円

３連複： ３９，１４０，６００円 ３連単： ７９，２９０，６００円 計： ２２１，３２９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � ２１０円 � ７８０円 � １５０円 枠 連（１－２） ７，６２０円

普通馬連 �� ７，１８０円 馬 単 �� １０，７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８５０円 �� ４４０円 �� １，６１０円

３ 連 複 ��� ８，９１０円 ３ 連 単 ��� ７６，０００円

票 数

単勝票数 計 １０９４４７ 的中 � １４０７６（４番人気）
複勝票数 計 １５０６０５ 的中 � １８８０３（４番人気）� ３６０２（７番人気）� ３６０７５（２番人気）
枠連票数 計 ８２９２４ 的中 （１－２） ８０４（１９番人気）
普通馬連票数 計 ２８５０２２ 的中 �� ２９３１（１８番人気）
馬単票数 計 ２７９８２１ 的中 �� １９２５（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２１１６７ 的中 �� １５３３（１８番人気）�� ７５８９（５番人気）�� １７７３（１６番人気）
３連複票数 計 ３９１４０６ 的中 ��� ３２４４（２６番人気）
３連単票数 計 ７９２９０６ 的中 ��� ７７０（１７９番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．６―１１．２―１１．９―１２．３―１２．１―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．２―３４．４―４６．３―５８．６―１：１０．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックイレブン �
�
父 アルカセット �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２００９．８．２３ 小倉９着

２００７．３．２７生 牡２黒鹿 母 ドリームシフト 母母 オールアバウトスタイル ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２７０３７ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０分 （芝・左・外）

牝，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

８１６ プティプランセス 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝中山 芳樹氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 ４６０－ ２１：４８．７ ３６．２�

８１５ リーゾラビアンコ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 新ひだか キヨタケ牧場 ４６８＋ ６１：４８．９１� ２９．２�

３６ クリスエスマーチ 牝３青鹿５４ 松岡 正海吉田 照哉氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４６０－ ４１：４９．０� ３．５�
５１０ キュートトリックス 牝３黒鹿５４ 田中 勝春 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２± ０１：４９．１� ９．２�
６１２ スイートコトドール 牝３鹿 ５４ 北村 宏司シンボリ牧場 鹿戸 雄一 日高 シンボリ牧場 ４６２＋ ２ 〃 クビ １６０．３�
５９ フローズンダイキリ 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 浦河 ノーザンファーム ４７４－ ８１：４９．３１� １．８	
２３ パットブランシュ 牝３鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎 �サンデーレーシング 藤原 辰雄 早来 ノーザンファーム ４０６± ０ 〃 クビ ３５．３

６１１ ニホンピロピンキー 牝３栗 ５４ 内田 博幸小林百太郎氏 小島 茂之 日高 佐々木 直孝 B４４６－ ６１：４９．４クビ ８．７�
７１４ アッフェルバンダム 牝３栗 ５４ 石橋 脩山科 統氏 堀 宣行 浦河 バンダム牧場 ４６０＋ ８１：４９．６１� ２４．８�
１１ メイショウボタン 牝３栗 ５４ 船曳 文士松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５０＋ ２１：４９．７� ３１６．１
４８ カネトシフィオーレ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明兼松 昌男氏 田中 章博 浦河 バンダム牧場 ４３２－ ６１：５０．０１� ５１９．６�
４７ スプリングモナ 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥加藤 春夫氏 牧 光二 三石 折手牧場 ４６８＋ ８１：５０．１� ３０１．５�
３５ ニシノプルメリア 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４０４－ ６１：５０．９５ ３０４．２�
７１３ エターナルレイズ 牝３青鹿５４ 吉田 豊臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８８＋ ８１：５１．１１ ４５．８�
１２ スマイルビクトリー 牝３鹿 ５４ 中舘 英二古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 古川 雅且 ４６８＋ ２１：５１．３１� ２７２．７�
２４ マイストロベリー 牝３黒鹿５４ 嘉藤 貴行有限会社シルク田中 清隆 日高 滝本 健二 ４８６± ０１：５３．１大差 ５７６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，４０４，９００円 複勝： ２７，２４４，７００円 枠連： １３，０３６，７００円

普通馬連： ４０，５１８，８００円 馬単： ３４，９００，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，６１４，５００円

３連複： ５１，７２５，９００円 ３連単： ９６，５９６，６００円 計： ２９９，０４２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，６２０円 複 勝 � ７８０円 � ６３０円 � １６０円 枠 連（８－８） １７，０６０円

普通馬連 �� １８，７６０円 馬 単 �� ４８，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，２１０円 �� １，３４０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� ２４，０９０円 ３ 連 単 ��� ２８９，７９０円

票 数

単勝票数 計 １７４０４９ 的中 � ３７８９（８番人気）
複勝票数 計 ２７２４４７ 的中 � ７４５３（８番人気）� ９４６８（７番人気）� ６２１７１（２番人気）
枠連票数 計 １３０３６７ 的中 （８－８） ５６４（２５番人気）
普通馬連票数 計 ４０５１８８ 的中 �� １５９４（３６番人気）
馬単票数 計 ３４９０００ 的中 �� ５２９（７４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７６１４５ 的中 �� １００１（３３番人気）�� ３２８６（１４番人気）�� ３６０２（１２番人気）
３連複票数 計 ５１７２５９ 的中 ��� １５８５（５３番人気）
３連単票数 計 ９６５９６６ 的中 ��� ２４６（４８１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．７―４９．０―１：０２．３―１：１５．０―１：２６．６―１：３６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プティプランセス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２００９．６．６ 東京９着

２００６．３．２３生 牝３鹿 母 クリアーパス 母母 Masake ４戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイストロベリー号は，平成２１年１０月２１日まで平地競走に出走できない。



２７０３８ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４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
１：０８．７

重

重

１１ � オ ー セ ロ ワ 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 和美氏 安田 隆行 米 Mike G.
Rutherford ４８２± ０１：１２．８ ２．３�

５８ フリークトーク 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣吉永 清美氏 大竹 正博 日高 宝寄山 忠則 ４２８＋ ２１：１２．９� ６．１�
７１２ ナムラエリス 牝３芦 ５４ 中村 将之奈村 信重氏 野村 彰彦 新ひだか 漆原 哲雄 ５１２－ ２１：１３．１１� １４７．６�
６１０ ドリームアスパイア 牡３黒鹿５６ 木幡 初広セゾンレースホース� 稲葉 隆一 新ひだか 前田牧場 ４９６＋ ２１：１３．４２ ４．３�
３３ コパノファンタメ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 高野牧場 B４８６＋ ２１：１３．６１� １３．７�
８１３ エイブルアロー 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ４５６＋ ６１：１３．７� ４．２�
３４ プリティーパイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真松本 兼吉氏 古賀 史生 浦河 桑田牧場 ４６２－ ３１：１３．８� １９．０	
７１１ ローレルアズーリ 牡３栗 ５６ 江田 照男 �ローレルレーシング 矢野 英一 青森 ワールドファーム ５１４＋１０１：１３．９� ９４．２

２２ ミ ル ト ス 牝３鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 富菜牧場 ４６２ ―１：１４．０� ９０．４�

５７ シルバーゴーラン 牝３鹿 ５４ 田村 太雅小林 久義氏 作田 誠二 様似 山口 幸雄 ４１４－ ６１：１４．１クビ ６０．７�
６９ クリスビート 牡３栗 ５６ 古川 吉洋加藤 久枝氏 武田 博 様似 林 時春 ４３６－ ４ 〃 クビ １２１．１
４５ オーロツェッキーノ 牡３黒鹿 ５６

５４ △荻野 琢真 �キャロットファーム 作田 誠二 平取 北島牧場 ４６６－ ２１：１４．８４ １５２．９�
４６ クリエイティブラブ 牡３芦 ５６

５４ △宮崎 北斗越田 英喜氏 坪 憲章 静内 越田牧場 ５１０－ ２１：１５．６５ ４１８．９�
８１４ ラ ッ セ ラ ー 牡３鹿 ５６

５３ ▲池崎 祐介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 青森 ワールドファーム ４４６－ ７１：１５．９１� ４５５．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，２２０，９００円 複勝： ２２，７８６，９００円 枠連： １３，０７９，２００円

普通馬連： ４１，４５８，９００円 馬単： ３５，１４９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，２８２，１００円

３連複： ５１，０３７，５００円 ３連単： ９７，９４１，５００円 計： ２９４，９５６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １４０円 � ２００円 � １，５３０円 枠 連（１－５） ６００円

普通馬連 �� ６９０円 馬 単 �� １，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ３，９６０円 �� ５，７３０円

３ 連 複 ��� ２２，８７０円 ３ 連 単 ��� ６６，８１０円

票 数

単勝票数 計 １７２２０９ 的中 � ５９０７０（１番人気）
複勝票数 計 ２２７８６９ 的中 � ５７０３７（１番人気）� ３１４７２（４番人気）� ２５８３（１１番人気）
枠連票数 計 １３０７９２ 的中 （１－５） １６３２２（２番人気）
普通馬連票数 計 ４１４５８９ 的中 �� ４４９６８（２番人気）
馬単票数 計 ３５１４９０ 的中 �� ２２４２４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６２８２１ 的中 �� １４０４６（３番人気）�� ９３４（３１番人気）�� ６４１（４０番人気）
３連複票数 計 ５１０３７５ 的中 ��� １６４７（５４番人気）
３連単票数 計 ９７９４１５ 的中 ��� １０８２（１７７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．１―１２．８―１２．６―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．７―４６．５―５９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F５０．２―３F３９．１
３ ・（１，１３）＝８，３，１２，１１，４（６，１０）（７，９）２，１４，５ ４ ・（１，１３）－８，３－１２，１１（４，１０）－（７，６，９）２，１４－５

勝馬の
紹 介

�オ ー セ ロ ワ �
�
父 Awesome Again �

�
母父 Cozzene デビュー ２００９．７．１１ 阪神９着

２００６．２．１６生 牡３栗 母 Sixtyone Margaux 母母 West Sider ４戦１勝 賞金 ７，６００，０００円



２７０３９ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１１ キャニオンブラウン 牡３栗 ５６ 内田 博幸 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ６１：５４．１ ２．３�

３３ タテヤマキセキ 牡３栗 ５６ 中村 将之辻 幸雄氏 武田 博 静内 藤沢牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ １３．３�
１１ メジロロッキー 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 B５３２－ ４１：５４．６３ ２．７�
２２ ゴーカイフォンテン 牡３鹿 ５６ 江田 照男吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 ４８２＋ ６１：５４．９１� ５．３�
５５ ネオライディーン 牡３鹿 ５６ 松岡 正海小林 仁幸氏 斎藤 誠 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４－ ４ 〃 クビ ３８．３�
８１０ サイキカンパツ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲草野 太郎松下 征弘氏 松山 将樹 白老 社台牧場 ４８４± ０１：５５．８５ ２２８．３�
４４ ベルウッドランタン 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信加藤 貴子氏 清水 英克 小清水 千島北斗牧場 B５３０－ ２１：５５．９� ２９．３	
７８ ホウザンドラゴン 牡３青鹿 ５６

５３ ▲伊藤 工真加藤 豊三氏 古賀 史生 むかわ 清水ファーム ５１６＋１８１：５６．１� ２８０．９

６６ ワイルドイマージュ 牝３黒鹿５４ 柴田 善臣�グランド牧場 上原 博之 新ひだか グランド牧場 ４６２－１４ 〃 アタマ ３３．４�
６７ シャテルドン 牡３栗 ５６ 後藤 浩輝吉田 和美氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４６６＋ ２１：５７．２７ ２４．６�
７９ レッドエンサイン 牡３黒鹿５６ 北村 宏司 東京ホースレーシング 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４７０＋ ２１：５７．６２� ２２．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，８５８，５００円 複勝： ２２，２９１，７００円 枠連： １１，４３３，２００円

普通馬連： ４１，８５５，１００円 馬単： ３６，０３５，３００円 ワイド【拡大馬連】： １７，０９７，９００円

３連複： ５４，８１５，４００円 ３連単： １０３，５４５，８００円 計： ３０３，９３２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １２０円 枠 連（３－８） １，１００円

普通馬連 �� １，３２０円 馬 単 �� １，７９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４８０円 �� １７０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ６，２９０円

票 数

単勝票数 計 １６８５８５ 的中 � ５８５４１（１番人気）
複勝票数 計 ２２２９１７ 的中 � ７０５０１（１番人気）� １５４７３（４番人気）� ５３３５０（２番人気）
枠連票数 計 １１４３３２ 的中 （３－８） ７７３４（４番人気）
普通馬連票数 計 ４１８５５１ 的中 �� ２３４１３（４番人気）
馬単票数 計 ３６０３５３ 的中 �� １４８６０（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７０９７９ 的中 �� ７４９７（６番人気）�� ３２８４１（１番人気）�� ７８９９（４番人気）
３連複票数 計 ５４８１５４ 的中 ��� ３７６８７（２番人気）
３連単票数 計１０３５４５８ 的中 ��� １２１６０（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．０―３６．３―４９．７―１：０２．６―１：１５．０―１：２７．４―１：４０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３９．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

キャニオンブラウン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００８．１２．２８ 阪神３着

２００６．４．１５生 牡３栗 母 プ レ イ ン 母母 ダイナランド ７戦１勝 賞金 １１，４００，０００円
〔制裁〕 タテヤマキセキ号の調教師武田博は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて過怠金３０，０００円。



２７０４０ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時２０分 （芝・左・外）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．６
１：４６．６

良

良

８８ トレイルブレイザー 牡２鹿 ５４ 赤木高太郎 �ノースヒルズマネ
ジメント 池江 泰寿 新冠 ノースヒルズマネジメント ４８０ ―１：４９．５ ２．５�

３３ エーシンリターンズ 牝２栗 ５４ 松岡 正海�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 ４６４ ―１：４９．８１� ３．３�
６６ セーリオフィリア 牝２黒鹿５４ 北村 宏司栗田 康次氏 相沢 郁 日高 本間牧場 ４０２ ―１：５０．１１� ４３．６�
８９ トレジャーゴッド 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣�サンコウ牧場 柴崎 勇 新ひだか サンコウ牧場 ４７４ ―１：５０．６３ １８．９�
４４ コスモマークン 牡２黒鹿５４ 石橋 脩 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム ４６４ ―１：５０．７� ２９．６�
２２ ヴォイスメール 牡２黒鹿５４ 内田 博幸吉田 照哉氏 中村 均 千歳 社台ファーム ４６４ ―１：５０．８� ６．５	
１１ オースミカイエン 牡２黒鹿５４ 江田 照男�オースミ 山内 研二 日高 天羽牧場 ５０４ ―１：５１．１２ ５．０

５５ ケイアイラプター 牡２鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真 �啓愛義肢材料販売所 秋山 雅一 新ひだか 大滝 康晴 ４２８ ―１：５１．３１� ４７．９�
７７ マルブツダンスイン 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹大澤 毅氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ４８６ ― 〃 同着 １７．０�

（９頭）

売 得 金

単勝： １５，２６７，０００円 複勝： １８，４２２，３００円 枠連： ８，８７８，４００円

普通馬連： ３４，９４７，１００円 馬単： ３１，５０７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，４９６，１００円

３連複： ４２，５２６，４００円 ３連単： ９６，３１３，０００円 計： ２６０，３５８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １２０円 � １４０円 � ６１０円 枠 連（３－８） ３７０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� １，３９０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ４，９９０円 ３ 連 単 ��� １７，５００円

票 数

単勝票数 計 １５２６７０ 的中 � ４９５８９（１番人気）
複勝票数 計 １８４２２３ 的中 � ５３４２６（１番人気）� ４１５７１（２番人気）� ４５１２（９番人気）
枠連票数 計 ８８７８４ 的中 （３－８） １８１９６（１番人気）
普通馬連票数 計 ３４９４７１ 的中 �� ６０８９３（１番人気）
馬単票数 計 ３１５０７７ 的中 �� ３１９４９（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２４９６１ 的中 �� １８３６６（１番人気）�� １９１７（２１番人気）�� ２２１３（１７番人気）
３連複票数 計 ４２５２６４ 的中 ��� ６３０１（２０番人気）
３連単票数 計 ９６３１３０ 的中 ��� ４０６２（５４番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．４―１２．３―１２．７―１２．９―１２．６―１１．６―１１．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．２―３６．５―４９．２―１：０２．１―１：１４．７―１：２６．３―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．４―３F３４．８
３ ４，８－９，３，１（６，７）（５，２） ４ ４－８（３，９）－１，６，７（５，２）

勝馬の
紹 介

トレイルブレイザー 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 Forty Niner 初出走

２００７．３．１５生 牡２鹿 母 リ リ オ 母母 Gioconda １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２７０４１ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４日 第６競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （ダート・左）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

５９ シャイニークエスト 牡３栗 ５５
５４ ☆丸田 恭介小林 昌志氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４６２－ ４１：１０．９ ３．３�

８１５� ラビットマン 牡４鹿 ５７
５４ ▲丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新冠 松田 富士夫 ５３８＋ ６１：１１．４３ １３．１�

２３ カシマチャンピオン 牡３芦 ５５
５３ △宮崎 北斗�カシマ 高市 圭二 日高 広中 稔 ５０８＋１２１：１１．８２� ２９．５�

６１１ ボンジュールソノコ 牝４栗 ５５ 黛 弘人田中善次郎氏 奥平 雅士 新冠 平山牧場 ４６４－ ２１：１２．７５ ４０．６�
８１４ クリスタルドア 牡４鹿 ５７ 中村 将之加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ４９２－ ２ 〃 クビ ４８．７�
７１３ トーセンフーガ 牝５鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真島川 �哉氏 古賀 史生 静内 服部 牧場 ４９６± ０１：１２．８クビ ２．５	
３５ エクストラシチー 牡５鹿 ５７

５４ ▲草野 太郎 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 門別 幾千世牧場 ４３６－ ４１：１３．０１� ２４７．６

４７ ル ビ ウ ス 牝５黒鹿５５ 千葉 直人 �キャロットファーム 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム B４７６－ ８１：１３．１クビ ２８７．１�
４６ ワイドヒリュウ 牡３鹿 ５５ 丹内 祐次鋤元 節夫氏 松永 昌博 新ひだか 原 フアーム ４４８－ ４ 〃 ハナ ５．９
６１０ リッシンボス 牡５鹿 ５７

５４ ▲池崎 祐介小原 該一氏 菅原 泰夫 浦河 昭和牧場 ５２２－ ４ 〃 クビ ６９．７�
３４ ドゥミポワント 牝３栗 ５３ 的場 勇人�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 前谷 武志 ４６６＋ ８１：１３．２クビ １９．６�
２２ ドラゴンホーラー 牡４鹿 ５７

５４ ▲国分 優作��昭牧場 荒川 義之 浦河 赤田牧場 ５０２－ ２１：１３．４１� ４１．０�
５８ エ ア ダ ー ミ 牝３鹿 ５３

５０ ▲小野寺祐太 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４５６－ ６１：１３．７１� ７９．０�
７１２ ウ イ ン ル ナ 牝３栗 ５３ 田中 博康�ウイン 安田 隆行 新冠 村上 欽哉 ４６０－ ８１：１３．８クビ ８．８�
１１ � カシノシンケン 牡４鹿 ５７

５４ ▲大江原 圭柏木 務氏 二本柳俊一 門別 サンバマウン
テンファーム B４８２－１０１：１４．０１� ５３３．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，６５０，１００円 複勝： ２１，８９８，１００円 枠連： １２，１２７，２００円

普通馬連： ４３，３０２，３００円 馬単： ３１，０３５，９００円 ワイド【拡大馬連】： １７，７７５，０００円

３連複： ５４，８３３，３００円 ３連単： ９８，５０１，６００円 計： ２９６，１２３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １７０円 � ４６０円 � ５３０円 枠 連（５－８） １，６３０円

普通馬連 �� ２，５２０円 馬 単 �� ４，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０８０円 �� ９１０円 �� ３，５６０円

３ 連 複 ��� １３，０３０円 ３ 連 単 ��� ４７，９６０円

票 数

単勝票数 計 １６６５０１ 的中 � ３９８３９（２番人気）
複勝票数 計 ２１８９８１ 的中 � ４６４２０（２番人気）� １０８０４（５番人気）� ９１９３（６番人気）
枠連票数 計 １２１２７２ 的中 （５－８） ５５１１（８番人気）
普通馬連票数 計 ４３３０２３ 的中 �� １２６９４（９番人気）
馬単票数 計 ３１０３５９ 的中 �� ５５６７（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７７７５０ 的中 �� ４１１６（１１番人気）�� ４９３９（８番人気）�� １１８３（３５番人気）
３連複票数 計 ５４８３３３ 的中 ��� ３１０８（３９番人気）
３連単票数 計 ９８５０１６ 的中 ��� １５１６（１４５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．４―１２．５―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―３４．２―４６．７―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャイニークエスト �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー ２００８．８．１０ 小倉９着

２００６．４．８生 牡３栗 母 ダイタクシードゥ 母母 ストームサンデー １０戦２勝 賞金 ２０，２５０，０００円



２７０４２ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４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）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４４ ホワイトショウフク 牡４芦 ５７
５５ △宮崎 北斗山本 廣氏 村山 明 静内 静内白井牧場 ４５２＋ ４１：５２．４ １４．９�

７９ ダイレクトパス 牡５青鹿５７ 内田 博幸渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 村本牧場 ４４４± ０１：５３．０３� ８．１�
７８ シルクエンデバー 牡４黒鹿５７ 田中 勝春有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４９０－ ４１：５３．２１� １５．３�
８１０ エイシンワールド 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲伊藤 工真平井 豊光氏 久保田貴士 新ひだか 嶋田牧場 ４３６＋ ４ 〃 ハナ １０．４�
１１ スターノーブルマン 牡３鹿 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 B５２０± ０１：５３．４１ ５５．２�
２２ マイネルアベニール 牡４栗 ５７ 津村 明秀 �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 ４９６－ ６ 〃 アタマ ２．９�
６７ ガートモンテス 牡３青鹿５４ 吉田 豊吉田 照哉氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４８４－１０１：５３．７１� ３．６	
３３ アルスボヘミアン 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹池田 正孝氏 河野 通文 門別 川島 貞二 B４９２± ０１：５３．８� １９．４

５５ タイキプライム 牡６黒鹿５７ 北村 宏司�大樹ファーム 藤沢 和雄 大樹 大樹ファーム B５１０－ ６１：５４．４３� ２０．４�
８１１ エルチョコレート 牡３黒鹿５４ 横山 典弘三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４５８－ ６１：５４．７２ ６．４
６６ フジマサルビー 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲池崎 祐介藤原 正一氏 奥平 雅士 門別 下河辺牧場 B４８０－ ８ 〃 ハナ １４４．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，７４８，９００円 複勝： ２３，５９０，４００円 枠連： １３，１５５，０００円

普通馬連： ４９，５７４，４００円 馬単： ３６，０２５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １８，３８０，２００円

３連複： ５８，８９９，８００円 ３連単： １１１，６３０，７００円 計： ３２８，００４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４９０円 複 勝 � ４１０円 � ２５０円 � ２９０円 枠 連（４－７） ３，４４０円

普通馬連 �� ５，２４０円 馬 単 �� １１，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２７０円 �� １，３８０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� １５，５１０円 ３ 連 単 ��� ８８，７８０円

票 数

単勝票数 計 １６７４８９ 的中 � ８８６８（６番人気）
複勝票数 計 ２３５９０４ 的中 � １３７９４（７番人気）� ２７３７４（４番人気）� ２２２５７（５番人気）
枠連票数 計 １３１５５０ 的中 （４－７） ２８２６（１３番人気）
普通馬連票数 計 ４９５７４４ 的中 �� ６９８５（２２番人気）
馬単票数 計 ３６０２５５ 的中 �� ２４１７（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８３８０２ 的中 �� ３５６９（１９番人気）�� ３２９２（２２番人気）�� ３３９６（２１番人気）
３連複票数 計 ５８８９９８ 的中 ��� ２８０３（５８番人気）
３連単票数 計１１１６３０７ 的中 ��� ９２８（３１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．４―３５．７―４９．２―１：０１．８―１：１４．５―１：２７．２―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホワイトショウフク �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ビワハヤヒデ デビュー ２００７．１０．７ 京都１１着

２００５．５．７生 牡４芦 母 エビスショウフク 母母 エンポールコメン ２６戦３勝 賞金 ３７，２１０，０００円



２７０４３ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （芝・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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

７１５ カ ピ タ ー ノ 牡５黒鹿５７ 田中 博康 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 勢司 和浩 浦河 富菜牧場 ４７８－ ８１：２２．２ １２．０�

８１８ センザイイチグウ 牡５栗 ５７ 大野 拓弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 鵡川 平岡牧場 ４７８± ０ 〃 アタマ ８．５�
３６ マイネルプライゼン 牡３黒鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 斎藤 誠 むかわ 六角 久美子 ４７８＋１８１：２２．４１� ６．８�
２３ ケ イ バ ズ キ 牡３鹿 ５５ 北村 宏司小田切有一氏 古賀 慎明 静内 タイヘイ牧場 ４３８＋ ４ 〃 ハナ ３．８�
８１７ コイクレナイ 牝３栗 ５３ 木幡 初広青木 基秀氏 宗像 義忠 日高 グリーンヒルスタッド ４５４＋ ４ 〃 ハナ ２８．９�
１２ ジョニーバローズ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二猪熊 広次氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０＋ ４１：２２．６１� ４．３�
３５ ル ミ ナ リ エ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲伊藤 工真 	キャロットファーム 古賀 史生 早来 ノーザンファーム ４７４＋ ６１：２２．８１� ７０．３

５９ � キングケイザンオー 牡５栗 ５７ 田辺 裕信増田 陽一氏 星野 忍 三石 斉藤 正男 ４６６－ ８１：２２．９� ８５．６�
６１２ サウスクリヨン 牡３黒鹿５５ 石橋 脩南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 本桐牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ２０．１�
７１４ シャイニーカフェ 牝４青鹿５５ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ４３４＋ ８１：２３．０� １３７．２
１１ ニシノアクエリオン 牡３鹿 ５５ 吉田 豊西山 茂行氏 松元 茂樹 鵡川 西山牧場 ４９４＋ ２ 〃 クビ １０．１�
２４ オーゴンシャトル 牡３栗 ５５ 藤田 伸二永田 清男氏 河内 洋 浦河 酒井牧場 B４８８－ ４ 〃 アタマ １８．６�
８１６� ジュワユース 牡７鹿 ５７ 南田 雅昭永田 和彦氏 佐々木亜良 早来 ノーザンファーム ４７２＋ ６１：２３．１クビ １８３．３�
５１０ テラモミリオネ 牡５鹿 ５７

５４ ▲丸山 元気�寺田工務店 柴崎 勇 新冠 森 牧場 ４７０－ ６１：２３．２� ９９．０�
６１１ リワードボーガン 牡３栗 ５５ 五十嵐雄祐宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４８４± ０ 〃 クビ １４．４�
４８ ドリームヘリテージ 牡３栗 ５５ 吉田 隼人セゾンレースホース� 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ４６４－１８１：２３．４１� ２５．２�
７１３� ティアップタイガー 牡４鹿 ５７ 江田 照男田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 シンコーファーム ４７４＋ ６１：２３．６１� １０８．３�
４７ マヤノモノポリー 牝６鹿 ５５ 勝浦 正樹	下屋敷牧場 和田 正道 三石 下屋敷牧場 ４７０－１２１：２４．２３� １１１．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １７，９７３，９００円 複勝： ２６，４０１，０００円 枠連： ２０，５６９，５００円

普通馬連： ５７，７２５，５００円 馬単： ４０，０８４，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７０５，５００円

３連複： ８１，６４８，８００円 ３連単： １４０，１８７，９００円 計： ４０６，２９６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ３２０円 � ２７０円 � ３００円 枠 連（７－８） ２，２８０円

普通馬連 �� ４，３２０円 馬 単 �� １０，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３６０円 �� ２，５８０円 �� １，７４０円

３ 連 複 ��� １８，３３０円 ３ 連 単 ��� １２２，３００円

票 数

単勝票数 計 １７９７３９ 的中 � １１９００（６番人気）
複勝票数 計 ２６４０１０ 的中 � ２１２６４（５番人気）� ２７５８０（３番人気）� ２２８９１（４番人気）
枠連票数 計 ２０５６９５ 的中 （７－８） ６６６３（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５７７２５５ 的中 �� ９８６７（１５番人気）
馬単票数 計 ４００８４０ 的中 �� ２７９０（４３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７０５５ 的中 �� ３９９７（１５番人気）�� ２０４５（３１番人気）�� ３０８７（２０番人気）
３連複票数 計 ８１６４８８ 的中 ��� ３２８８（６７番人気）
３連単票数 計１４０１８７９ 的中 ��� ８４６（３９６番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．５―１１．９―１２．０―１１．４―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．６―２３．３―３４．８―４６．７―５８．７―１：１０．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ピ タ ー ノ �
�
父 キャプテンスティーヴ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー ２００７．１．２１ 中山７着

２００４．３．２８生 牡５黒鹿 母 タケショウティアラ 母母 ベストプリンセス １６戦２勝 賞金 １９，６９０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アナナス号・サマーターゲット号
（非抽選馬） １頭 ブルーホリゾン号



２７０４４ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４日 第９競走 ��
��２，０００�

す が な だ け

菅 名 岳 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 ３３６，０００円 ９６，０００円 ４８，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

７７ ホッコービクトリー 牡４栗 ５７ 柴田 善臣矢部 幸一氏 笹田 和秀 浦河 高昭牧場 ５００＋ ４１：５８．６ ６．７�

５５ アーリンダル 牡３栗 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 康弘 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７２－１２１：５８．９２ ３．４�

１１ マツリダガッツ 牡３黒鹿５４ 松岡 正海�橋 文枝氏 国枝 栄 日高 賀張三浦牧場 ４８６± ０１：５９．２２ ５．２�
８１０� サクラサクセス 牡６鹿 ５７ 田中 博康�さくらコマース梅田 智之 静内 谷岡牧場 ４７２－ ６１：５９．３� ４０．２�
３３ スズカスパーク 牡４芦 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 平取 スガタ牧場 ４７４＋ ２１：５９．５１	 ４．０�
７８ ニシノルーファス 牝３鹿 ５２ 内田 博幸西山 茂行氏 古賀 慎明 鵡川 西山牧場 ４４４－ ２ 〃 クビ ４．２	
６６ シンボリローレンス 牡４黒鹿５７ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４７８－ ２１：５９．８１
 １９．７

４４ � タ ツ ク ー ル 牡４栗 ５７ 松田 大作鈴木 昭作氏 根本 康広 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４７６＋ ８２：００．７５ ９７．８�
２２ クラブトゥギャザー 牡３鹿 ５４ 北村 宏司堀 紘一氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８６－ ４２：００．８� ３７．２�
８９ テイエムセイラン 牡６青鹿５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 新冠 岩見牧場 ４８０－ ８２：１４．１大差 ７９．５

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２６，５２３，５００円 複勝： ４１，０００，４００円 枠連： １７，４０１，２００円

普通馬連： ８３，０２９，７００円 馬単： ５６，１６７，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，４３９，２００円

３連複： ８５，６１１，６００円 ３連単： ２０９，４４６，１００円 計： ５４４，６１９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � １７０円 � １５０円 � １７０円 枠 連（５－７） ５５０円

普通馬連 �� １，２００円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ５３０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，７５０円 ３ 連 単 ��� １１，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２６５２３５ 的中 � ３１６６６（５番人気）
複勝票数 計 ４１０００４ 的中 � ６３６２３（４番人気）� ７７８８７（１番人気）� ６２２８５（５番人気）
枠連票数 計 １７４０１２ 的中 （５－７） ２３４５３（１番人気）
普通馬連票数 計 ８３０２９７ 的中 �� ５１１２５（７番人気）
馬単票数 計 ５６１６７４ 的中 �� １５１６８（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５４３９２ 的中 �� １３９０１（９番人気）�� １１５９４（１０番人気）�� １５９０９（６番人気）
３連複票数 計 ８５６１１６ 的中 ��� ３６１２１（７番人気）
３連単票数 計２０９４４６１ 的中 ��� １３４７５（５１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．０―１１．６―１１．８―１２．６―１２．４―１１．９―１１．２―１０．９―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．７―３５．３―４７．１―５９．７―１：１２．１―１：２４．０―１：３５．２―１：４６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホッコービクトリー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ヤマニンスキー デビュー ２００７．８．５ 小倉２着

２００５．３．１３生 牡４栗 母 ネスカベミューズ 母母 ニツソウブラツク ２４戦２勝 賞金 ２４，２３６，０００円
〔その他〕 テイエムセイラン号は，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。
※クラブトゥギャザー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２７０４５ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４日 第１０競走 ��
��１，０００�

ば く し ん

驀 進 特 別
発走１５時１０分 （芝・直線）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．９．２０以降２１．９．１３まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １４，３００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４３０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

２４ パッションローズ 牝４栗 ５３ 芹沢 純一�下河辺牧場 岡田 稲男 門別 下河辺牧場 ５２６－ ４ ５４．３ １３．１�

７１４ キヲウエタオトコ 牡４鹿 ５６ 安藤 勝己小田切有一氏 佐々木晶三 門別 大江牧場 ４５６－ ６ ５４．６２ ４．７�
４８ � マヤノクレナイ 牝５鹿 ５３ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 静内（有）石川牧場 ４７８－ ２ ５４．７� ５．８�
２３ ウインアンジェラス 牝５鹿 ５２ 北村 宏司�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 B４６８－ ４ ５４．８� １０．５�
４７ フェスティヴマロン 牝５鹿 ５１ 丸田 恭介臼井義太郎氏 岡田 稲男 新冠 大栄牧場 ４７４－ ２ ５４．９クビ ５７．２�
３５ ストロングポイント 牡３芦 ５３ 柴田 善臣畑佐 博氏 坂本 勝美 浦河 富田牧場 ４４８－ ６ ５５．１１� ２７．０	
１２ パ パ ラ チ ア 牝６鹿 ５３ 吉田 隼人
原源一郎氏 領家 政蔵 門別 北海牧場 ４７８± ０ ５５．２クビ ２５．２�
１１ ストレートイン 牡３鹿 ５３ 中舘 英二島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５０２＋ ２ 〃 クビ １６．６�
７１５� トミノドリーム 牝５黒鹿５０ 高山 太郎�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４８８＋ ２ ５５．３クビ ６９．４
５９ シシャモチャン 牝３栗 ５０ 宮崎 北斗大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４５６－１０ 〃 クビ ２６．１�
８１６ レイクエルフ 牡４黒鹿５５ 的場 勇人岡田 弘夫氏 手塚 貴久 浦河 ミルファーム ４４０＋ ４ ５５．４� １１．４�
５１０ トキノムテキ 牡５黒鹿５５ 安藤 光彰中野 正則氏 大根田裕之 浦河 小倉牧場 ５０６－ ４ 〃 クビ ３３．０�
３６ � ヌ ー サ 牡６栗 ５２ 古川 吉洋モナコ商事� 坂本 勝美 浦河 �桁牧場 ４３２－１２ 〃 ハナ ８１．１�
８１７ ワシントンパーク 牝４栗 ５２ 後藤 浩輝江川 伸夫氏 矢野 英一 新冠 川上牧場 B４５０＋ ４ ５５．６１	 ７．９�
６１１
 ホウショウリヴ 牝６芦 ５２ 江田 照男芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm B４７６－１２ ５５．７クビ １５０．０�
６１２ ムラマサノメイトー 牡３黒鹿５３ 石橋 脩新井 孝治氏 牧 光二 浦河 岡本 昌市 ４６８± ０ ５５．８� １８．８�
８１８� カルパントラス 牝５鹿 ５１ 田中 博康伊達 敏明氏 伊藤 大士 門別 サンシャイン

牧場 ４７２＋ ６ ５６．０１ ２８．９�
７１３ コスモイライザ 牝４芦 ５３ 内田 博幸 �ビッグレッドファーム 中村 均 静内 友田牧場 ４３８－ ６ ５６．１� ６．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ３０，６８７，２００円 複勝： ５０，５４４，４００円 枠連： ４５，４１６，６００円

普通馬連： １４９，７７４，４００円 馬単： ８５，２４９，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４２，８６６，４００円

３連複： １８９，２５９，８００円 ３連単： ３５６，０４３，３００円 計： ９４９，８４１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ５００円 � １９０円 � ２４０円 枠 連（２－７） ８５０円

普通馬連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ７，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５３０円 �� １，９２０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ９，０１０円 ３ 連 単 ��� ６９，９１０円

票 数

単勝票数 計 ３０６８７２ 的中 � １８５８１（７番人気）
複勝票数 計 ５０５４４４ 的中 � ２２００３（８番人気）� ８４６２６（１番人気）� ５８７６３（２番人気）
枠連票数 計 ４５４１６６ 的中 （２－７） ３９６７６（２番人気）
普通馬連票数 計１４９７７４４ 的中 �� ３１５７４（１２番人気）
馬単票数 計 ８５２４９６ 的中 �� ８４３１（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４２８６６４ 的中 �� ６８２７（１３番人気）�� ５４００（１９番人気）�� １２４２１（５番人気）
３連複票数 計１８９２５９８ 的中 ��� １５５１３（１５番人気）
３連単票数 計３５６０４３３ 的中 ��� ３７５９（１５０番人気）

ハロンタイム １１．９―９．９―１０．３―１０．１―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２１．８―３２．１―４２．２

上り４F４２．４－３F３２．５
勝馬の
紹 介

パッションローズ �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．９．１ 札幌１着

２００５．３．２６生 牝４栗 母 マヤノクリオネ 母母 レディコスマー ２１戦４勝 賞金 ５５，５１４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ファッシオドンナ号
（非抽選馬） ２頭 レイザーバック号・ロットオブカクテル号



２７０４６ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４日 第１１競走 ��
��１，８００�第１４回エルムステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （ダート・左）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５３�４歳以上５６�，牝馬２�
減，２０．９．２０以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）１着馬１�増，２０．９．１９以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時
の成績を除く）

札幌馬主協会会長賞・全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５８８，０００円 １６８，０００円 ８４，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

４７ マチカネニホンバレ 牡４鹿 ５６ 北村 宏司細川 益男氏 藤沢 和雄 門別 待兼牧場 ５４０－ ２１：５１．１ ４．８�

２３ ネ イ キ ッ ド 牡５栗 ５６ 赤木高太郎前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７２－ ２ 〃 ハナ ８５．０�
８１４ クリールパッション 牡４鹿 ５６ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４６２± ０１：５１．３１� １９．４�
８１５ トランセンド 牡３鹿 ５３ 内田 博幸前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６－ ４１：５１．４� １．６�
５８ ナムラハンター 牡４青鹿５６ 田中 勝春奈村 信重氏 松永 昌博 三石 平野牧場 ４９４＋ ４１：５１．５クビ ３６．９�
７１３ アロンダイト 牡６黒鹿５８ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム B５５２－１２１：５１．８１� ７．５�
３４ トーセンブライト 牡８鹿 ５７ 安藤 勝己島川 	哉氏 加藤 征弘 静内 岡田スタツド ５０２＋ １１：５２．０１� ３３．５

２２ キングブレーヴ 牡５鹿 ５６ 木幡 初広辻 俊夫氏 田中 章博 浦河 ヒダカフアーム ４７２± ０１：５２．２１� ２００．７�
４６ シルククルセイダー 牡６栗 ５６ 田中 博康有限会社シルク領家 政蔵 門別 タバタファーム ５１４－ ４１：５２．４１ ５６．４�
３５ ド ン ク ー ル 牡７鹿 ５７ 吉田 豊山田 貢一氏 鈴木 伸尋 門別 日西牧場 ５１２－ ８ 〃 アタマ ２６９．０
６１１ ナンヨーヒルトップ 牡４栗 ５６ 柴田 善臣中村 �也氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム ５００－ ８ 〃 ハナ １３３．９�
５９ サンライズバッカス 牡７黒鹿５８ 佐藤 哲三松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ４９６＋ ６１：５２．５クビ ２８．０�
６１０ ト シ ナ ギ サ 牡４栗 ５６ 松岡 正海上村 叶氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 ５０２± ０１：５２．９２� １５．０�
７１２ ナナヨーヒマワリ 牡８栗 ５６ 石橋 脩尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５０２－１６ 〃 ハナ ２７０．４�

（１４頭）
１１ ウォータクティクス 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １２３，３８７，７００円 複勝： １６４，３９９，２００円 枠連： ７５，４９４，５００円

普通馬連： ４３７，６３３，４００円 馬単： ３１８，４６３，５００円 ワイド【拡大馬連】： １２９，０１８，０００円

３連複： ５３７，８２０，３００円 ３連単： １，３８１，１６０，０００円 計： ３，１６７，３７６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � ２３０円 � １，２８０円 � ５１０円 枠 連（２－４） ６，５３０円

普通馬連 �� １４，２９０円 馬 単 �� ２３，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，８１０円 �� １，１４０円 �� ５，６９０円

３ 連 複 ��� ４０，３５０円 ３ 連 単 ��� ２４１，３２０円

票 数

単勝票数 差引計１２３３８７７（返還計 ２０９７３） 的中 � ２０５８５３（２番人気）
複勝票数 差引計１６４３９９２（返還計 １６２３９） 的中 � ２２４５７４（２番人気）� ２９２０５（１０番人気）� ８０６２２（５番人気）
枠連票数 差引計 ７５４９４５（返還計 ２２２１７） 的中 （２－４） ８５４１（１６番人気）
普通馬連票数 差引計４３７６３３４（返還計１５８３３６） 的中 �� ２２６０５（２９番人気）
馬単票数 差引計３１８４６３５（返還計１０９１８２） 的中 �� １０１０４（４７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計１２９０１８０（返還計 ４２０４７） 的中 �� １１２２５（２５番人気）�� ２８７７１（１０番人気）�� ５４６１（４３番人気）
３連複票数 差引計５３７８２０３（返還計２８５１５４） 的中 ��� ９８３９（８６番人気）
３連単票数 差引計１３８１１６００（返還計７９２０６０） 的中 ��� ４２２４（４４０番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１２．４―１３．５―１３．１―１２．５―１２．２―１１．４―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３６．０―４９．５―１：０２．６―１：１５．１―１：２７．３―１：３８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３６．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

マチカネニホンバレ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Deputy Minister デビュー ２００８．６．１４ 東京１４着

２００５．４．２６生 牡４鹿 母 マチカネチコウヨレ 母母 Alysbelle １２戦７勝 賞金 １３１，２４５，０００円
〔出走取消〕 ウォータクティクス号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
※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。
（非抽選馬） ８頭 ウエスタンマックス号・エアアドニス号・エプソムアーロン号・ゲイルスパーキー号・メイショウクオリア号・

メイショウサライ号・ユノナゲット号・レッツゴーキリシマ号



２７０４７ ９月２１日 晴 良 （２１新潟４）第４日 第１２競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・左・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．５

良

良

２２ ロッシェノワール 牝３黒鹿５３ 内田 博幸 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム ４５０＋１２１：３３．５ ３．２�

５８ ドリームスカイラブ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人セゾンレースホース� 高橋 祥泰 平取 北島牧場 ５００＋ ８１：３３．７１� ８．８�
６１０ ハッピーパレード 牝３黒鹿５３ 吉田 豊馬場 幸夫氏 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４３６－ ４ 〃 クビ ６０．９�
３４ ヒカルルーキー 牡３黒鹿５５ 田中 勝春�橋 京子氏 勢司 和浩 登別 登別上水牧場 ４８０＋ ４１：３３．８クビ ３．６�
８１５ テクニカルラン 牝３鹿 ５３ 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム ４３２－ ４１：３４．０１� ４．１�
８１４ シンセサイザー 牡４黒鹿５７ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 畠山 吉宏 早来 ノーザンファーム ４４２± ０ 〃 ハナ ２５．３	
３５ � ピースオブパワー 牡３青鹿５５ 北村 宏司田畑 勝彦氏 矢作 芳人 大樹 メムブリーディ

ングシステム ４８８± ０１：３４．１クビ ５４．４

２３ � ライフロングラバー 牝５鹿 ５５ 津村 明秀橋場 勇二氏 西浦 勝一 門別 庄野牧場 ４６２－ ２１：３４．３１� １１２．９�
１１ ア ナ ナ ス 牡６鹿 ５７ 村田 一誠古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４６６＋ ４１：３４．４クビ ４６．２�
５９ � クリノポップコーン 牝４黒鹿５５ 江田 照男栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 駿河牧場 ４０６＋１０１：３４．６１� ３８５．４
４６ � フ ィ デ リ オ 牡４青 ５７ 田辺 裕信新木 鈴子氏 伊藤 大士 浦河 ヒダカフアーム ５０２± ０１：３４．８１� ２０．９�
４７ ダノンマスターズ �４鹿 ５７ 横山 典弘�ダノックス 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４６４－ ８１：３４．９� １６．７�
６１１ ナンヨーエンゼル 牝３鹿 ５３

５０ ▲伊藤 工真中村 �也氏 尾形 充弘 静内 佐竹 学 ４７０－１２１：３５．１１� ６４．７�
７１２ マイネルアウストロ 牡３栗 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－ ６１：３５．２� １５．４�
７１３ マイネルヴルメリオ 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 坪 憲章 三石 田上 稔 ５３２－ ６１：３８．４大差 １８１．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４５，８２２，１００円 複勝： ５２，０２５，７００円 枠連： ２９，１４１，９００円

普通馬連： １２７，６７２，２００円 馬単： ８０，７３３，３００円 ワイド【拡大馬連】： ４０，０７７，５００円

３連複： １５６，０８１，０００円 ３連単： ３４６，９９８，３００円 計： ８７８，５５２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １８０円 � ２４０円 � ９６０円 枠 連（２－５） １，３５０円

普通馬連 �� １，４２０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� ２，７１０円 �� ３，１２０円

３ 連 複 ��� １５，７５０円 ３ 連 単 ��� ４７，４００円

票 数

単勝票数 計 ４５８２２１ 的中 � １１５０１２（１番人気）
複勝票数 計 ５２０２５７ 的中 � ９８７１８（２番人気）� ５８９６９（４番人気）� １０７９３（１１番人気）
枠連票数 計 ２９１４１９ 的中 （２－５） １５９５９（５番人気）
普通馬連票数 計１２７６７２２ 的中 �� ６６７６５（４番人気）
馬単票数 計 ８０７３３３ 的中 �� ２３３１６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４００７７５ 的中 �� １５７１０（６番人気）�� ３５３７（３２番人気）�� ３０５７（３７番人気）
３連複票数 計１５６０８１０ 的中 ��� ７３１５（５２番人気）
３連単票数 計３４６９９８３ 的中 ��� ５４０３（１４９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．８―３５．３―４７．１―５９．１―１：１０．５―１：２１．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロッシェノワール �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．５．１７ 新潟２着

２００６．３．２８生 牝３黒鹿 母 メイプルシロップ 母母 ドリームビジヨン ３戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルヴルメリオ号は，平成２１年１０月２１日まで平地競走に出走できない。
※アナナス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２１新潟４）第４日 ９月２１日 （祝日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６２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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２８，１６０，０００円
３，４１０，０００円
９，８００，０００円
１，９１０，０００円
２３，０２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５１，２５２，０００円
４，４５０，０００円
１，６０３，８００円

勝馬投票券売得金
３５５，４８９，４００円
４８５，６６５，３００円
２６８，０２５，８００円
１，１３５，９９４，０００円
８１３，３３３，３００円
３７０，８６９，１００円
１，４０３，４００，４００円
３，１１７，６５５，４００円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ７，９５０，４３２，７００円

総入場人員 １７，５９４名 （有料入場人員 １４，７２６名）




