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２４０７３ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時１０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

１：１１．３
１：１０．２

良

不良

６１０ ケージーハヤブサ 牡２鹿 ５４ 福永 祐一川井 五郎氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 ４８０＋ ４１：１２．５ ４．３�

３５ チャンピオンヤマト 牡２鹿 ５４ 吉田 豊坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 八木 常郎 ４５０－ ６１：１３．０３ ３．０�
２３ カ ジ キ 牡２鹿 ５４ 田中 勝春幅田 昌伸氏 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４６０－ ４１：１３．３２ ２．９�
６１１ コスモレイラ 牝２青鹿５４ 木幡 初広 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ４１：１３．６１� ２４．４�
５９ トキノワイルド 牡２鹿 ５４ 江田 照男田中 準市氏 矢野 照正 日高 シンボリ牧場 ４５６± ０１：１３．８１� １０．８�
８１４ テイエムデジタル 牡２鹿 ５４ 小林 淳一竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４６６－ ２ 〃 ハナ ３１．９�
８１５ デルマエビス 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４４２± ０１：１４．０１� ４８．３	
４７ マウントビスティー 牡２栗 ５４ 武士沢友治備前島敏子氏 尾形 充弘 浦河 笠松牧場 ４５８＋ ４１：１４．３２ １７．７

１１ トウショウテイスト 牡２鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４７８－ ８１：１４．４� ３４９．１�
４６ マイネベルヴィ 牝２栗 ５４ 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４３４－ ８１：１４．６� ３７．１
２２ エクセレントアイ 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４１２± ０１：１５．０２� ４４７．１�
５８ ソルナシエンテ 牡２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太山本 武司氏 高市 圭二 浦河 笹島 政信 ４４２－ ４１：１５．２１ ４６．０�
７１２ リズムディヴァイン 牡２黒鹿５４ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 栗田 博憲 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４８－ ６１：１５．６２� ２９．２�
３４ ホンインボウ 牡２黒鹿５４ 的場 勇人新井 孝治氏 柄崎 孝 浦河 岡本 昌市 ５５０＋ ２１：１７．２１０ ３０３．６�
７１３ カシノベイブレード 牝２青鹿５４ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド ４７４± ０１：１８．２６ １２５．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，５６５，９００円 複勝： ３３，７８４，５００円 枠連： １２，２１２，４００円

馬連： ４６，３４５，０００円 馬単： ３４，１７０，７００円 ワイド： ２１，７７１，７００円

３連複： ６４，４９６，６００円 ３連単： １０３，６３５，２００円 計： ３３２，９８２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（３－６） ５８０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ２６０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ４，４３０円

票 数

単勝票数 計 １６５６５９ 的中 � ３０８９３（３番人気）
複勝票数 計 ３３７８４５ 的中 � ６８３２６（３番人気）� ７２０２６（１番人気）� ６９８７６（２番人気）
枠連票数 計 １２２１２４ 的中 （３－６） １５５６１（２番人気）
馬連票数 計 ４６３４５０ 的中 �� ４９４２６（３番人気）
馬単票数 計 ３４１７０７ 的中 �� １５７０８（６番人気）
ワイド票数 計 ２１７７１７ 的中 �� ２２６７２（１番人気）�� ２１１５８（２番人気）�� ２０６０４（３番人気）
３連複票数 計 ６４４９６６ 的中 ��� ７１７１７（１番人気）
３連単票数 計１０３６３５２ 的中 ��� １７２９９（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１２．３―１３．０―１１．８―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２２．９―３５．２―４８．２―１：００．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケージーハヤブサ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．７．１６ 新潟８着

２００９．３．１８生 牡２鹿 母 ケージーレインボー 母母 ケージービューティ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔制裁〕 エクセレントアイ号の騎手杉原誠人は，発走直後に外側に斜行したことについて戒告。（３番・４番・５番への進路影響）
〔その他〕 ホンインボウ号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カシノベイブレード号は，平成２３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 カリスマアキラ号・スピードパンジー号・マイネルセグメント号

２４０７４ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第２競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０分 （芝・左・外）

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

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

３６ ウインフロレゾン 牝２黒鹿５４ 田辺 裕信�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２１：３４．６ ５．１�

６１２ ラインシルビア 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム ４４４－１２１：３４．７� １２９．０�

７１５ エーシングランダム 牝２黒鹿５４ 北村 宏司�栄進堂 小崎 憲 浦河 多田 善弘 ４８０＋ ４１：３４．８クビ ３．７�
８１８ マイネルピトレスク 牡２黒鹿５４ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 利章 新冠 ビッグレッドファーム ４５０± ０１：３４．９� ６４．４�
５１０ ミスワールド 牝２鹿 ５４ 福永 祐一村田 哲朗氏 坂本 勝美 浦河 小倉牧場 ４４８－ ８ 〃 クビ ２７．１�
７１４ エースドライバー 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム ４７０＋１２１：３５．０クビ ２．３	
２４ アポロドーロス 牡２鹿 ５４ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４７２＋ ８ 〃 クビ ３３．８

４７ プーラヴィーダ 牡２栗 ５４ 柴田 善臣伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４５６＋ ６１：３５．２１ ７７．９�
８１７ ハートヴァイン 牝２芦 ５４ 大野 拓弥 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム ４３４± ０１：３５．４１� ３８．３�
１１ フューワーズ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二吉田 照哉氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム ４７０－ ４１：３５．５� １８．１
７１３ コウエイチャンス 牡２鹿 ５４ 江田 照男伊東 政清氏 山内 研二 浦河 市川牧場 ４５２－ ８１：３５．８２ ４７１．５�
３５ スカイコンフォート 牡２青鹿５４ 藤岡 康太小林 久義氏 作田 誠二 浦河 荻伏三好フ

アーム ４４６± ０ 〃 クビ ４２．０�
４８ キープビリービング 牡２黒鹿５４ 田中 勝春�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 畑端牧場 ４６６－ ２１：３６．３３ ８．６�
２３ ディアワイズマン 牡２鹿 ５４ 石橋 脩ディアレスト 高橋 裕 新冠 長浜牧場 ４９２－ ２１：３６．４クビ ８９．０�
１２ マジックポスト 牡２青鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新ひだか 福岡 清 ４３６＋ ８ 〃 クビ ２２１．４�
５９ コスモエアー 牡２芦 ５４ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 中川 公成 新ひだか 真歌伊藤牧場 ４３８± ０１：３７．２５ ６４２．６�
８１６ トーセンバルト 牡２鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ
スティファーム ５０４＋ ４１：３７．３� ６３７．５�

６１１ フクノゴールド 牡２鹿 ５４ 小林 淳一福島 実氏 嶋田 功 新ひだか 中村 和夫 ４４８－ ２１：３８．１５ ５８３．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２０，２２３，１００円 複勝： ３５，５１１，９００円 枠連： １５，０６３，７００円

馬連： ４９，５４３，８００円 馬単： ３８，２１６，８００円 ワイド： ２２，６５０，５００円

３連複： ６３，７３１，０００円 ３連単： １０８，９１２，２００円 計： ３５３，８５３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １７０円 � １，７１０円 � １５０円 枠 連（３－６） １２，１００円

馬 連 �� ２８，９１０円 馬 単 �� ３７，５６０円

ワ イ ド �� ６，２００円 �� ３２０円 �� ４，４６０円

３ 連 複 ��� ２８，３００円 ３ 連 単 ��� ２６０，９７０円

票 数

単勝票数 計 ２０２２３１ 的中 � ３１２５６（３番人気）
複勝票数 計 ３５５１１９ 的中 � ６０３２０（３番人気）� ３５２７（１３番人気）� ８１１４１（２番人気）
枠連票数 計 １５０６３７ 的中 （３－６） ９１９（２５番人気）
馬連票数 計 ４９５４３８ 的中 �� １２６５（４７番人気）
馬単票数 計 ３８２１６８ 的中 �� ７５１（７５番人気）
ワイド票数 計 ２２６５０５ 的中 �� ８２０（４６番人気）�� ２０６６７（３番人気）�� １１４４（４１番人気）
３連複票数 計 ６３７３１０ 的中 ��� １６６２（６７番人気）
３連単票数 計１０８９１２２ 的中 ��� ３０８（５２６番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．９―１１．６―１２．１―１２．３―１１．５―１１．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２３．８―３５．４―４７．５―５９．８―１：１１．３―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインフロレゾン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１１．７．２３ 新潟５着

２００９．３．１６生 牝２黒鹿 母 ブランシェリー 母母 メゾンブランシュ ３戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヘルト号

第４回　新潟競馬　第７日



２４０７５ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第３競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１１時１０分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

５８ ダイワコンフォート 牡３栗 ５６ 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 ４６２± ０１：５４．２ ２６．０�

１１ サミットフィーバー 牡３黒鹿５６ 柴田 善臣塩田 清氏 鈴木 康弘 新冠 大狩部牧場 B４８６± ０１：５４．８３� １０．５�
７１２ ジーガーゴールド 牡３鹿 ５６ 小林 淳一�ジーガー 清水 英克 青森 滝沢牧場 ４７０－ ４１：５５．６５ ３０．９�
３４ バンダムミラージュ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲杉原 誠人山科 統氏 国枝 栄 浦河 バンダム牧場 B４７８－ ８１：５５．７� ３１０．８�
２３ アウトヒット 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ５０２－ ２ 〃 クビ ２５．７�
４６ シュヴァルツシルト 牡３黒鹿５６ 田中 勝春 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B４６６＋ ２１：５６．０１� ６．３�
６１１ バ ル ボ ア 牡３芦 ５６ 中舘 英二吉田 和美氏 牧 光二 平取 二風谷ファーム ４６４－１４１：５６．１� ７．１	
２２ ホーマンアクセル 牡３青鹿５６ 藤岡 康太久保 博文氏 安田 隆行 日高 本間牧場 ４９４＋１０１：５６．２� ５１．３

８１４ レノヴァティオトラ 牡３鹿 ５６ 江田 照男西森 鶴氏 高木 登 浦河 大西牧場 B４６０＋ ４１：５６．３� ８．７�
５９ ホワイトホープ 牡３芦 ５６ 吉田 豊吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム ４８２＋ ６１：５６．５１� ８０．６�
８１５ ジャパンプライド 牡３鹿 ５６

５３ ▲嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 ４６４± ０１：５６．６� ２．７
４７ トーセンヒカリ 牡３鹿 ５６ 福永 祐一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４５６－ ４１：５７．７７ １０．１�
７１３ チェスナットパーク 牡３栗 ５６ 田辺 裕信吉田 照哉氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ４８２± ０１：５８．６５ ４１．７�
６１０ クラッシュアゲン 牡３黒鹿５６ 西田雄一郎浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 ４８０＋１６１：５８．９１� １５８．３�
３５ タツサイゴン 牡３鹿 ５６ 村田 一誠鈴木 昭作氏 古賀 史生 新ひだか 株式会社平井牧場 B５０８－ ４１：５９．６４ １０．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，３３８，２００円 複勝： ３７，３３０，７００円 枠連： １７，７７８，７００円

馬連： ４６，９８５，８００円 馬単： ３２，０４７，９００円 ワイド： ２３，２８４，９００円

３連複： ６５，１１８，５００円 ３連単： ９８，２４７，５００円 計： ３３９，１３２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，６００円 複 勝 � ７００円 � ３１０円 � ８７０円 枠 連（１－５） ８，８５０円

馬 連 �� ９，６８０円 馬 単 �� ２２，４７０円

ワ イ ド �� ２，２９０円 �� ８，５７０円 �� ５，０６０円

３ 連 複 ��� ９７，２９０円 ３ 連 単 ��� ５３３，１４０円

票 数

単勝票数 計 １８３３８２ 的中 � ５５６５（９番人気）
複勝票数 計 ３７３３０７ 的中 � １３５０９（９番人気）� ３６１５３（４番人気）� １０５４１（１０番人気）
枠連票数 計 １７７７８７ 的中 （１－５） １４８４（２５番人気）
馬連票数 計 ４６９８５８ 的中 �� ３５８４（３４番人気）
馬単票数 計 ３２０４７９ 的中 �� １０５３（７３番人気）
ワイド票数 計 ２３２８４９ 的中 �� ２５３７（３０番人気）�� ６６２（６２番人気）�� １１２９（４５番人気）
３連複票数 計 ６５１１８５ 的中 ��� ４９４（１８９番人気）
３連単票数 計 ９８２４７５ 的中 ��� １３６（１０３１番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１２．０―１３．２―１３．５―１３．０―１３．２―１２．８―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．２―３５．２―４８．４―１：０１．９―１：１４．９―１：２８．１―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．３―３F３９．３
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ダイワコンフォート �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２０１０．８．８ 新潟９着

２００８．１．３１生 牡３栗 母 ワールドブラッド 母母 バーブスボールド １１戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タツサイゴン号は，平成２３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。
（非抽選馬） １頭 シルクマグナム号

２４０７６ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第４競走 ２，８５０�サラブレッド系障害３歳以上
発走１１時４０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 ７，３００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７３０，０００円� コースレコード３：０１．４良

６８ ダンスフォーウィン �８青鹿６０ 横山 義行杉山 美惠氏 古賀 史生 三石 明治牧場 ４８６－ ２３：０７．２ ３．０�

５６ スズカケノミチ 牝４栗 ５８ 高野 和馬武岡 雅子氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４４６－１０３：０８．１５ ４．２�
８１２ ビルトミーアップ 牝６鹿 ５８ 浜野谷憲尚飯田 政子氏 武市 康男 静内 千代田牧場 ４６６－ ６３：０８．９５ ２４．７�
８１３ ウィアーザスター 牡５鹿 ６０ 大庭 和弥小田切有一氏 高橋 祥泰 三石 木下牧場 ４５８＋ ６３：０９．９６ ８．３�
７１１ スーパーティチャー 牝４鹿 ５８ 大江原 圭福島 実氏 嶋田 功 日高 三輪 幸子 ４８８± ０３：１０．２１� ３２．９�
７１０ グラスサミット 牡４芦 ６０ 金子 光希半沢� 尾形 充弘 安平 追分ファーム ５１６－ ２３：１０．５１� ４５．０�
６９ マ サ デ パ ン 牡３黒鹿５８ 山本 康志加藤 信之氏 清水 美波 浦河 津島 優治 ４６４－ ２３：１０．６� ８４．６	
１１ ブルーシーズン 牡７栗 ６０ 水出 大介 
ブルーマネジメント木村 哲也 新冠 川上 悦夫 ４９２± ０３：１１．０２� ６９．６�
４４ ソークアップザサン 牡５栗 ６０ 草野 太郎 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム ４３４－ ８３：１１．６３� ５．６�
５７ コアレスコジーン �８鹿 ６０ 穂苅 寿彦小林 昌志氏 和田 正道 平取 コアレススタッド ４８６± ０３：１４．３大差 ９０．９
３３ ヘイセイレジェンド 牡３鹿 ５８ 石神 深一松岡 研司氏 中島 敏文 新ひだか マツケン農場 ４７６± ０３：１６．０大差 ５２．３�
２２ オウロプレット 牡５青鹿６０ 五十嵐雄祐 �社台レースホース久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ６３：１６．８５ ４．７�
４５ クリノサンデーママ 牝５栗 ５８ 平沢 健治栗本 博晴氏 星野 忍 浦河 本巣 敦 ４３４－２２ 〃 クビ ７１．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，７７５，３００円 複勝： １５，４０２，９００円 枠連： １０，２６４，６００円

馬連： ２８，６７０，５００円 馬単： ２２，４７４，１００円 ワイド： １２，０９７，７００円

３連複： ４０，３９０，５００円 ３連単： ７１，４６３，４００円 計： ２１２，５３９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � ５１０円 枠 連（５－６） ５２０円

馬 連 �� ６５０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ８６０円 �� １，２４０円

３ 連 複 ��� ３，４２０円 ３ 連 単 ��� １１，４４０円

票 数

単勝票数 計 １１７７５３ 的中 � ３１９３４（１番人気）
複勝票数 計 １５４０２９ 的中 � ３６１０７（１番人気）� ２８５８１（３番人気）� ５４０７（６番人気）
枠連票数 計 １０２６４６ 的中 （５－６） １４６３０（１番人気）
馬連票数 計 ２８６７０５ 的中 �� ３２６９８（２番人気）
馬単票数 計 ２２４７４１ 的中 �� １４４６９（２番人気）
ワイド票数 計 １２０９７７ 的中 �� １３９２２（１番人気）�� ３１８５（１１番人気）�� ２１５９（１３番人気）
３連複票数 計 ４０３９０５ 的中 ��� ８７３３（９番人気）
３連単票数 計 ７１４６３４ 的中 ��� ４６１４（３３番人気）

上り １マイル １：４４．５ ４F ５０．８－３F ３８．３
コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダンスフォーウィン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Housebuster デビュー ２００５．１０．２９ 東京２着

２００３．４．２７生 �８青鹿 母 エムジーピッコロ 母母 Orseno 障害：２戦１勝 賞金 ７，３００，０００円



２４０７７ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０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

７１４ キ ズ マ 牡２鹿 ５４ 蛯名 正義 H.R.H．プリンセス・ハヤ 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４７６ ―１：２２．５ ３．７�

３６ マイネルスパイス 牡２鹿 ５４
５１ ▲嶋田 純次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 長浜 忠 ３９８ ―１：２２．７１� ２１．６�
２４ ラグジュリア 牝２鹿 ５４ 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 ４６０ ―１：２２．８� ５．２�
４８ ジュエリスト 牝２鹿 ５４ 石橋 脩杉山 忠国氏 萩原 清 池田（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６ ―１：２３．０１� ３．７�
８１６ ドリーミングラヴ 牝２黒鹿５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 清水 利章 新ひだか 松田牧場 ４２４ ―１：２３．７４ １１３．３�
８１８ リバティーアゲイン 牡２青鹿５４ 大庭 和弥阿部 幸暉氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 ４６０ ―１：２３．９１� ２００．８�
７１５ アストロフォンテン 牡２鹿 ５４ 福永 祐一吉橋 計氏 戸田 博文 日高 増尾牧場 ４５８ ―１：２４．０� ５．８	
６１２ ミットフロイデ 牝２栗 ５４ 田辺 裕信平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４５０ ― 〃 クビ ７４．６

８１７ ブラックリベリオン 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥黒澤 尚氏 栗田 徹 新冠 片倉 拓司 ４３２ ― 〃 アタマ ３７．８�
５９ コスモライデイン 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 浦河 宮内牧場 ４６４ ―１：２４．１� ３９．９
１２ マイネルカーミン 牡２黒鹿５４ 武士沢友治 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 ４８２ ― 〃 クビ １２．４�
５１０ アポロデスティーノ 牝２芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 アサヒ牧場 ４５２ ―１：２４．２� ４３．８�
６１１ ビジュアルサポート 牝２鹿 ５４ 藤岡 康太�酒井牧場 伊藤 大士 浦河 酒井牧場 ４４６ ―１：２４．６２� ５０．７�
４７ トートアフィシオン 牡２鹿 ５４ 吉田 豊苅部康太郎氏 浅野洋一郎 新ひだか 原口牧場 ４５４ ― 〃 クビ １２．２�
２３ コスモスタナー 牡２青 ５４ 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 不二牧場 ４６４ ―１：２５．４５ ２０５．２�
７１３ メ リ ル 牝２鹿 ５４ 小林 淳一田島榮二郎氏 嶋田 功 新ひだか 出羽牧場 ４５４ ―１：２６．０３� ３４１．３�
３５ タニオブフジ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４４８ ―１：２６．７４ ７５．８�
１１ クライムバゴ 牡２黒鹿５４ 西田雄一郎�三登 佐藤 全弘 新ひだか 光伸牧場 ４０８ ―１：２６．９１� ４９３．９�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １８，９２７，０００円 複勝： ２９，１３５，４００円 枠連： １６，９３４，８００円

馬連： ４４，０６５，７００円 馬単： ３０，１９５，６００円 ワイド： ２０，０５３，５００円

３連複： ５５，４７１，０００円 ３連単： ８９，３２１，７００円 計： ３０４，１０４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １７０円 � ４６０円 � １８０円 枠 連（３－７） ２，０５０円

馬 連 �� ４，４９０円 馬 単 �� ６，４８０円

ワ イ ド �� １，４８０円 �� ４９０円 �� １，７８０円

３ 連 複 ��� ７，０３０円 ３ 連 単 ��� ４３，０３０円

票 数

単勝票数 計 １８９２７０ 的中 � ４０４１６（２番人気）
複勝票数 計 ２９１３５４ 的中 � ５４３２０（１番人気）� １２４９１（７番人気）� ４８５２０（３番人気）
枠連票数 計 １６９３４８ 的中 （３－７） ６１０５（８番人気）
馬連票数 計 ４４０６５７ 的中 �� ７２５１（１６番人気）
馬単票数 計 ３０１９５６ 的中 �� ３４４４（２８番人気）
ワイド票数 計 ２００５３５ 的中 �� ３２１７（１６番人気）�� １０９６４（４番人気）�� ２６５６（１８番人気）
３連複票数 計 ５５４７１０ 的中 ��� ５８２４（２１番人気）
３連単票数 計 ８９３２１７ 的中 ��� １５３２（１２２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．６―１１．３―１２．０―１２．２―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．０―３４．３―４６．３―５８．５―１：１０．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ズ マ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Jade Robbery 初出走

２００９．３．１２生 牡２鹿 母 ハンドオブフェイト 母母 Destiny Dance １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エビータ号・エーシングリズリー号・タガノボックス号

２４０７８ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１３時００分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

３４ シベリアンソアー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４４６－ ２１：１２．９ ２．１�

６１０ ブラックアース 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信�野 葉子氏 小西 一男 新冠 中央牧場 ４８８－１０１：１３．２１� ６．８�
１１ コスモロングロード 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 清水 利章 清水 小野瀬 晃司 ４６０－ ６ 〃 アタマ ２４．７�
２３ ダンツソレイユ �３鹿 ５６ 江田 照男山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか グランド牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ ４．０�
５９ ティアップソフィー 牝３青鹿５４ 大野 拓弥田中 昇氏 奥平 雅士 新ひだか 谷岡 正次 B４５０－ ８ 〃 クビ １０２．７�
８１５ セイコーフジ 牡３青 ５６ 柴田 善臣竹國 弘氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４８６－１０１：１３．３クビ １０．４�
４７ ラブインザレイン 牝３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人安達 允彦氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４７６－ ６ 〃 クビ １２５．０	
８１４ アーバンアスリート 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B４５０＋ ２１：１３．５� ７．５

４６ ヴィグラスハンター 牡３栗 ５６

５３ ▲小野寺祐太下河邉行信氏 嶋田 潤 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター ４４２－ ４１：１３．８１� ２３５．３�

６１１ ダンサーラヴ 牝３鹿 ５４ 青木 芳之吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 B４９８－１２１：１５．４１０ ８７．２�
２２ スリンシンガポール 牡３青鹿５６ 西田雄一郎田島榮二郎氏 大竹 正博 日高 前川 義則 ４６４± ０ 〃 クビ ３４８．７
７１３ ネオスタンダード 牡３黒鹿５６ 大庭 和弥中澤 幸幹氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 ４７２ ―１：１５．９３ ３７．７�
５８ ドゥーユアベスト 牡３黒鹿５６ 田中 勝春吉田 千津氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B５２０＋１８１：１７．４９ １０８．０�
３５ オーミカンパニー 牡３栗 ５６ 藤岡 康太岩� 僖澄氏 保田 一隆 新ひだか 三石ビクトリーファーム ４３２－１０１：１７．５クビ ４５４．７�
７１２ オレンジプリンセス 牝３栗 ５４ 的場 勇人�大樹ファーム 牧 光二 大樹 大樹ファーム ４７０ ―１：１７．６� ４７．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，７３１，１００円 複勝： ３４，７３６，７００円 枠連： １５，４７３，２００円

馬連： ４２，２７９，９００円 馬単： ３３，５８５，２００円 ワイド： １９，９１５，０００円

３連複： ５４，８１５，５００円 ３連単： １０２，４１０，３００円 計： ３２２，９４６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ４１０円 枠 連（３－６） ６２０円

馬 連 �� ７１０円 馬 単 �� １，０３０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ７４０円 �� １，３４０円

３ 連 複 ��� ２，７９０円 ３ 連 単 ��� ９，０６０円

票 数

単勝票数 計 １９７３１１ 的中 � ７７７０７（１番人気）
複勝票数 計 ３４７３６７ 的中 � １４９５１９（１番人気）� ３６８６２（４番人気）� １２６９３（６番人気）
枠連票数 計 １５４７３２ 的中 （３－６） １８５０６（３番人気）
馬連票数 計 ４２２７９９ 的中 �� ４４１０７（２番人気）
馬単票数 計 ３３５８５２ 的中 �� ２４２０４（３番人気）
ワイド票数 計 １９９１５０ 的中 �� １８２７９（２番人気）�� ６３４１（９番人気）�� ３３５２（１３番人気）
３連複票数 計 ５４８１５５ 的中 ��� １４５４５（８番人気）
３連単票数 計１０２４１０３ 的中 ��� ８３５０（２５番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．７―１２．６―１２．４―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．９―４７．５―５９．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シベリアンソアー �
�
父 アポインテッドデイ �

�
母父 French Deputy デビュー ２０１１．５．１ 東京５着

２００８．１．３０生 牡３黒鹿 母 ミスティーフレンチ 母母 Seeking the Circle ８戦１勝 賞金 １３，０２０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕ドゥーユアベスト号・オレンジプリンセス号は，平成２３年１０月３日まで平地競走に出走できない。

オーミカンパニー号は，平成２３年１１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 リネンムード号
（非抽選馬） １頭 ホワイトスターズ号



２４０７９ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第７競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳

発走１３時３０分 （芝・左・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

３５ ファントムロード 牡３鹿 ５６ 福永 祐一�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４８２－ ４１：４６．８ １．５�

４８ オーガストウェイ 牝３黒鹿５４ 石橋 脩吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２１：４６．９� １７．４�
６１２ サンレガーロ 牝３鹿 ５４ 藤岡 康太青山 洋一氏 藤岡 健一 安平 追分ファーム ４１２－ ４１：４７．２１� ８．３�
２３ ピ カ ソ 牡３黒鹿５６ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５０６± ０１：４７．４１� ５．１�
３６ ミケランジェロ 牡３黒鹿５６ 武士沢友治栗嶋 豊明氏 境 征勝 浦河 大道 秀男 ４４６± ０１：４７．５� ４９．０�
１１ メマンチンタ 牝３鹿 ５４ 蛯名 正義坂田 行夫氏 高橋 祥泰 浦河 笹島 政信 ４４６＋ ８１：４７．８１� １３．２�
８１６ ウエスタンベルーガ 牝３鹿 ５４ 村田 一誠西川 賢氏 柴田 政人 新ひだか 北西牧場 ４５６－ ６１：４８．０１� ５３．３	
８１７ エーブマンテン 牡３鹿 ５６ 小林 淳一 
レーシングホース

ジャパン 清水 利章 日高 シンコーファーム ４３０－ ２１：４８．２１� ３０９．５�
６１１ レールスプリッター 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム ４８２－ ４ 〃 クビ ３７．６�
５１０ ヒカリエンジェル 牝３黒鹿５４ 中谷 雄太
ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 中川牧場 ４４０＋ ４１：４８．５２ ４６８．６
１２ オウエイロブロイ 牡３芦 ５６ 吉田 豊大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム B４６０－ ８１：４８．７１� １３３．４�
４７ アルメナーラ 牝３青鹿５４ 大野 拓弥スリースターズレーシング 松山 将樹 様似 清水 誠一 ４２６＋１４１：４９．０２ ３３．３�
７１４ オンワードガイア 牝３栗 ５４ 五十嵐雄祐
オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４１８－ ６１：４９．９５ ９３１．１�
２４ デンコウハヤテ 牡３青 ５６

５３ ▲高嶋 活士田中 康弘氏 佐山 優 新ひだか 土田 扶美子 ４８０－１０ 〃 アタマ ５２６．９�
７１３ レッドフィオーレ 牝３鹿 ５４ 田中 勝春 
東京ホースレーシング 宗像 義忠 新冠 アラキフアーム ４４４＋１８１：５０．４３ １６０．５�
８１８ ヨ シ サ リ イ 牝３鹿 ５４ 江田 照男田辺 喜彦氏 石毛 善彦 日高 木村牧場 ４４８＋ ８１：５０．８２� ６３７．２�
７１５ マツマエザクラ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲嶋田 純次鳴海 芳明氏 清水 英克 新冠 森 牧場 ４２８－１４１：５１．２２� ２８１．７�
５９ ラシアンタンカード 牝３鹿 ５４ 西田雄一郎大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社

大原ファーム ４２６± ０１：５２．０５ ９５１．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，４１１，８００円 複勝： ７５，７１７，８００円 枠連： １６，９５３，４００円

馬連： ５７，５５２，９００円 馬単： ４９，６７４，２００円 ワイド： ２５，７８８，６００円

３連複： ６９，５５５，０００円 ３連単： １５７，４１１，６００円 計： ４８０，０６５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １９０円 枠 連（３－４） ６１０円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� １，０２０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２９０円 �� １，０１０円

３ 連 複 ��� １，７３０円 ３ 連 単 ��� ５，０５０円

票 数

単勝票数 計 ２７４１１８ 的中 � １４９３６９（１番人気）
複勝票数 計 ７５７１７８ 的中 � ４９８３５７（１番人気）� ３４２９９（４番人気）� ５０２５６（３番人気）
枠連票数 計 １６９５３４ 的中 （３－４） ２０６５８（３番人気）
馬連票数 計 ５７５５２９ 的中 �� ４７３２８（４番人気）
馬単票数 計 ４９６７４２ 的中 �� ３６０６５（５番人気）
ワイド票数 計 ２５７８８６ 的中 �� １８２３９（４番人気）�� ２４０９８（２番人気）�� ５５６１（１１番人気）
３連複票数 計 ６９５５５０ 的中 ��� ２９７８４（５番人気）
３連単票数 計１５７４１１６ 的中 ��� ２３０４０（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．３―３５．４―４７．９―１：００．４―１：１２．５―１：２４．０―１：３４．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファントムロード �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１１．２．２０ 東京２着

２００８．３．７生 牡３鹿 母 ホクトペンダント 母母 ホクトビーナス ４戦１勝 賞金 ９，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マツマエザクラ号・ラシアンタンカード号は，平成２３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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サンデンマックス号・ミラクルカクテル号
（非抽選馬） ７頭 サイクロンフォース号・シルクスローン号・ダイコウヒョウ号・テンジンテンニョ号・ビッグアスリート号・ヒノコ号・

レモスカ号

２４０８０ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第８競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

１１ ベルモントキーラ 牝３青鹿５２ 北村 宏司 �ベルモントファーム 古賀 史生 新冠 ベルモント
ファーム ４８６－１０１：５３．９ ３．２�

６１１ ゴールドエンジュ 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４４２－ ２１：５４．２１� １５．３�
３４ � アドマイヤキャロル 牝４黒鹿５５ 福永 祐一近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８０＋ ６ 〃 クビ ５２．４�
８１４ トウカイライフ 牝４黒鹿５５ 村田 一誠内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４２８－ ８１：５４．３クビ ５．８�
４７ クラリスピンク 牝３青 ５２ 吉田 豊吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４ 〃 アタマ １１．１�
７１２ ショウナンガーデン 牝３鹿 ５２ 藤岡 康太国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４３２＋ ２ 〃 ハナ １２．４�
２３ ウィッシュアゲン 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信浅川 皓司氏 加藤 和宏 日高 碧雲牧場 ４５６－ ４１：５４．４� ５０．４	
６１０ アフィントン 牝３栗 ５２

４９ ▲杉原 誠人吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４４６＋１０ 〃 アタマ ５１．３

３５ ブラウブリッツ 牝３鹿 ５２ 江田 照男 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４８２± ０１：５４．５� １１３．５�
２２ ケイジーシオン 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲小野寺祐太鹿倉 勝�氏 宗像 義忠 浦河 梅田牧場 ４８０－ ４ 〃 アタマ ９．６�
７１３ マ ン マ ル コ 牝３栗 ５２ 木幡 初広清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４６２＋１０ 〃 ハナ ８０．９
５８ オンザスローン 牝５鹿 ５５ 大庭 和弥加藤 徹氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４４０＋１０１：５５．０３ ６６．７�
８１５� パシコジュリエ 牝４鹿 ５５ 西田雄一郎酒井 芳秀氏 嶋田 潤 新ひだか パシフイツク牧場 B４６４± ０１：５５．１� ３．２�
４６ カフェローレル 牝３青鹿５２ 柴田 善臣西川 光一氏 松山 康久 新ひだか 三石橋本牧場 ４３４－ ４１：５５．７３� ３０．４�

（１４頭）
５９ タマノリテラシー 牝４栗 ５５

５２ ▲嶋田 純次玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ２１，１３３，３００円 複勝： ３４，９１４，１００円 枠連： ２４，６５７，７００円

馬連： ６５，３６６，５００円 馬単： ３９，５１５，２００円 ワイド： ２４，５１４，８００円

３連複： ７４，５００，１００円 ３連単： １２８，８１８，３００円 計： ４１３，４２０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １８０円 � ４５０円 � ９４０円 枠 連（１－６） ２，２７０円

馬 連 �� ２，２８０円 馬 単 �� ３，２２０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ２，３７０円 �� ５，２６０円

３ 連 複 ��� ３４，５２０円 ３ 連 単 ��� １３０，９５０円

票 数

単勝票数 差引計 ２１１３３３（返還計 ２５２） 的中 � ５２２１３（１番人気）
複勝票数 差引計 ３４９１４１（返還計 ２３５） 的中 � ６８０２５（２番人気）� １８６１１（７番人気）� ７９６０（９番人気）
枠連票数 差引計 ２４６５７７（返還計 ５ ） 的中 （１－６） ８０３２（１０番人気）
馬連票数 差引計 ６５３６６５（返還計 ２２４１） 的中 �� ２１２４４（１１番人気）
馬単票数 差引計 ３９５１５２（返還計 １２５４） 的中 �� ９０６７（１１番人気）
ワイド票数 差引計 ２４５１４８（返還計 ８４０） 的中 �� ７８８８（９番人気）�� ２５０６（２６番人気）�� １１０９（４８番人気）
３連複票数 差引計 ７４５００１（返還計 ４４８１） 的中 ��� １５９３（９９番人気）
３連単票数 差引計１２８８１８３（返還計 ８３８１） 的中 ��� ７２６（３６７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１２．３―１３．１―１２．７―１２．９―１２．６―１２．７―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．７―３６．０―４９．１―１：０１．８―１：１４．７―１：２７．３―１：４０．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルモントキーラ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１１．１．２９ 東京２着

２００８．１．３１生 牝３青鹿 母 ベルモントデーンズ 母母 ミスシャーリー ７戦２勝 賞金 ２１，５１６，０００円
〔発走時刻の変更〕 １４時０１分に変更。
〔出走取消〕 タマノリテラシー号は，疾病〔右後肢フレグモーネ〕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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 オルレアンノオトメ号



２４０８１ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第９競走 ��
��２，４００�

ひ ょ う こ

瓢 湖 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 ４２７，０００円 １２２，０００円 ６１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２５．０
２：２２．１

良

良

７１４ ブレーブビスティー 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 松浦牧場 ４８４－ ６２：２７．５ １３．５�

３６ クイーンオリーブ 牝３青鹿５２ 中舘 英二有限会社シルク牧 光二 浦河 杵臼牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ １０．３�
４８ テ ン ペ ル 牡３黒鹿５４ 田中 勝春山本 英俊氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４７６＋１４ 〃 ハナ ２．４�
８１５ ヒラボクビクトリー 牡３鹿 ５４ 福永 祐一�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４４２＋ ４２：２７．６� ３．７�
１２ ファーストグロース 牡４鹿 ５７ 吉田 豊吉田 千津氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４７６－１４２：２８．０２� １１．４�
１１ � トッププライス 牝４栗 ５５ 藤岡 康太加藤 春夫氏 上原 博之 様似 宮本 一輝 ４６６＋ ２ 〃 クビ ２４．５�
４７ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５２ 小林 淳一横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４５８－ ２２：２８．１クビ １３３．１	
８１７ エーブフウジン 牡３栗 ５４ 蛯名 正義 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 新ひだか ダイイチ牧場 ４６６± ０２：２８．４１	 ６．７

７１３ アールシネマスタア 牡３栗 ５４ 北村 宏司星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４８６＋ ６ 〃 クビ ２０．９�
２４ スリーケインズ 牡３芦 ５４ 西田雄一郎永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４５０＋ ２２：２８．５� ５０．８�
３５ � ミシュランシチー 牡５鹿 ５７ 武士沢友治 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 日高 富川田中牧場 ４７６－ ２２：２８．７１� ３２１．５
６１２� ムカワタイガー 牡３栗 ５４ 大野 拓弥小田 廣美氏 鈴木 勝美 平取 稲原牧場 ４５４－ ４２：２８．８� ２５７．８�
５１０ スバルオーロラ 牡３鹿 ５４ 村田 一誠野村 勇氏 菊沢 隆徳 青森 オオタ牧場 ４９０－１０２：２９．３３ ２１１．４�
８１６ シンボリドンナー 牡３鹿 ５４ 江田 照男シンボリ牧場 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 ４７２＋ ２２：２９．５１� ３１９．８�
５９ クリノプロジェクト 牡３鹿 ５４ 木幡 初広栗本 博晴氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 ４４６＋ ８２：２９．７１
 ３４１．４�
２３ ゴールドラム 牡３黒鹿５４ 柴田 善臣�ジェイアール 鈴木 伸尋 日高 浜本牧場 ５０４＋１２２：３０．２３ ３２．５�
６１１ クリノハルチャンス 牝３黒鹿５２ 杉原 誠人栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 日高大洋牧場 ４０６－ ６２：３０．８３� ４４４．３�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３０，８４０，７００円 複勝： ４３，９２３，０００円 枠連： ２８，６３２，０００円

馬連： １０３，２８２，４００円 馬単： ５８，９９０，２００円 ワイド： ３４，８８４，２００円

３連複： １０６，８７２，５００円 ３連単： ２０５，６４４，４００円 計： ６１３，０６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３５０円 複 勝 � ３００円 � ３２０円 � １６０円 枠 連（３－７） ３，４１０円

馬 連 �� ６，０８０円 馬 単 �� １２，４００円

ワ イ ド �� １，６２０円 �� ７７０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ５，１５０円 ３ 連 単 ��� ５３，９９０円

票 数

単勝票数 計 ３０８４０７ 的中 � １８１２６（６番人気）
複勝票数 計 ４３９２３０ 的中 � ３４１９８（５番人気）� ３１６９６（６番人気）� ９４２６９（２番人気）
枠連票数 計 ２８６３２０ 的中 （３－７） ６２０１（１３番人気）
馬連票数 計１０３２８２４ 的中 �� １２５４３（２２番人気）
馬単票数 計 ５８９９０２ 的中 �� ３５１２（４３番人気）
ワイド票数 計 ３４８８４２ 的中 �� ５０８７（２１番人気）�� １１３９２（８番人気）�� １３０９２（５番人気）
３連複票数 計１０６８７２５ 的中 ��� １５３２２（１９番人気）
３連単票数 計２０５６４４４ 的中 ��� ２８１１（１７２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．５―１１．６―１２．２―１２．７―１３．５―１２．８―１２．６―１２．３―１１．８―１１．６―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．６―２４．１―３５．７―４７．９―１：００．６―１：１４．１―１：２６．９―１：３９．５―１：５１．８―２：０３．６―２：１５．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．７
１
３
６，７，１５（２，３）（１，１３，１６）（８，１０，１７）（９，１２）１４（４，５）－１１
６，７（２，１５）３（１，１６）１３（８，１７）（１０，１４）（９，４）５，１２＝１１

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

勝馬の
紹 介

ブレーブビスティー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Theatrical デビュー ２００９．２．１５ 東京４着

２００６．５．２７生 牡５黒鹿 母 バ ロ ネ ッ セ 母母 Baroness Direct １７戦３勝 賞金 ３９，９５８，０００円

２４０８２ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�

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，２２．９．４以降２３．８．２８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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

７１２� シンボリアニマート 牡５鹿 ５４ 大野 拓弥シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 ５００＋ ４１：５９．０ １９．５�

５８ マ ナ ク ー ラ 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ２１：５９．１� ２．６�

２２ ギュスターヴクライ 牡３黒鹿５５ 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム ４９０－ ２ 〃 クビ ３．０�
４６ � インザブラック 牡５黒鹿５３ 木幡 初広臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 杵臼牧場 ５０６－ ２１：５９．５２� ６６．８�
７１３ プ ラ ー ジ ュ 牝５鹿 ５２ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２± ０１：５９．６� １７．６�
６１０ フサイチオフトラ 牡７鹿 ５６ 吉田 豊�野 哲氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７２－１２１：５９．７� ４９．３	
８１５ ジェイケイラン 牝５黒鹿５１ 江田 照男小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ５０８± ０ 〃 ハナ ２９１．０

５９ アマミスウィフト 牡７鹿 ５２ 武士沢友治鈴木 信俊氏 清水 利章 浦河 高岸 節雄 ４５２－ ４１：５９．９� １７４．８�
２３ ローレルエルヴェル 牡６鹿 ５４ 小林 淳一 �ローレルレーシング 小西 一男 静内 池田牧場 ４５６＋ ２２：００．０� ７８．２�
８１４ アドマイヤセナ 牡８栗 ５６ 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４９４－ ６ 〃 ハナ ６．７
１１ ストーンヘンジ 牡３鹿 ５４ 田中 勝春 �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 ５１６± ０ 〃 クビ ５．７�
４７ ネオスピリッツ 牡６鹿 ５５ 中舘 英二 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８６± ０２：００．２１� ６８．１�
３４ ハ イ ゲ ー ト 牡５鹿 ５４ 北村 宏司宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ５１４－１０２：００．３� ９６．６�
３５ ゴールドスパークル 牡５栗 ５５ 石橋 脩 �社台レースホース手塚 貴久 新ひだか 静内白井牧場 ４４８＋１０２：００．４� ４０．７�
６１１� ミサトフリート 牝６芦 ５０ 嶋田 純次戸部 洋氏 鈴木 勝美 静内 真歌伊藤牧場 ５０４－ ４２：０６．３大差 ５３０．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ４２，１２９，４００円 複勝： ６０，５６４，３００円 枠連： ２７，１６６，０００円

馬連： １４４，７０９，６００円 馬単： ７６，３０１，９００円 ワイド： ４３，４３８，１００円

３連複： １４２，８０２，５００円 ３連単： ２９１，９４２，０００円 計： ８２９，０５３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９５０円 複 勝 � ３４０円 � １３０円 � １４０円 枠 連（５－７） １，０６０円

馬 連 �� ２，１６０円 馬 単 �� ５，５４０円

ワ イ ド �� ６７０円 �� ９００円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ２，０７０円 ３ 連 単 ��� ２１，９２０円

票 数

単勝票数 計 ４２１２９４ 的中 � １７０７５（６番人気）
複勝票数 計 ６０５６４３ 的中 � ３１６２６（６番人気）� １５８２４３（１番人気）� １２４０８１（２番人気）
枠連票数 計 ２７１６６０ 的中 （５－７） １８９６０（５番人気）
馬連票数 計１４４７０９６ 的中 �� ４９４５４（７番人気）
馬単票数 計 ７６３０１９ 的中 �� １０１６８（１９番人気）
ワイド票数 計 ４３４３８１ 的中 �� １４４８１（７番人気）�� １０４６１（１１番人気）�� ５９９００（１番人気）
３連複票数 計１４２８０２５ 的中 ��� ５０９８３（４番人気）
３連単票数 計２９１９４２０ 的中 ��� ９８３１（５６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．４―３４．７―４６．４―５８．５―１：１０．８―１：２３．２―１：３５．０―１：４６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８
３ １２＝６－７－１１（４，２）（５，１４，１０）３（８，１）９－１３，１５ ４ １２＝６，７－４，１１，２（８，５，１４）（３，１０）（９，１）１３－１５

勝馬の
紹 介

�シンボリアニマート �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Kenmare

２００６．３．２７生 牡５鹿 母 スイートケンメア 母母 Sweet Titania １１戦２勝 賞金 ３０，４４１，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 プラージュ号の騎手柴田善臣は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１０番・１番への進
路影響）

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミサトフリート号は，平成２３年１０月３日まで平地競走に出走できない。



２４０８３ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�B S N 賞

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５５�，牝馬２�
減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増

新潟放送賞（１着）
賞 品

本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０８．７

重

重

７１０� アースサウンド 牝４栗 ５３ 蛯名 正義 �グリーンファーム 和田 正道 米 Fair Way
Equine, LLC ４８４± ０１：１０．４ ２．４�

６９ レディルージュ 牝５青鹿５４ 福永 祐一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 三石 ケイアイファーム B４５２± ０ 〃 クビ ７．９�
８１２ シルクフォーチュン 牡５鹿 ５７ 藤岡 康太有限会社シルク藤沢 則雄 新冠 中地 義次 ４５４－ ４１：１０．５� ３．５�
４４ ケイアイダイオウ 牡５鹿 ５５ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 尾形 充弘 新ひだか グランド牧場 ５２６± ０１：１０．６� １１８．１�
６８ � インオラリオ 牡６鹿 ５６ 北村 宏司藤田 孟司氏 池江 泰寿 米 Takeshi

Fujita ５１０－ ４ 〃 ハナ １５．５�
３３ エーブダッチマン 牡５栗 ５６ 石橋 脩 �レーシングホース

ジャパン 清水 利章 浦河 大北牧場 ４６４－ ４ 〃 ハナ ４．７�
２２ サミットストーン 牡３鹿 ５３ 村田 一誠河� 五市氏 森 秀行 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５３４－ ８１：１０．７	 １０８．４	
８１３ アウトクラトール 牡６鹿 ５６ 木幡 初広 
社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８８＋ ８１：１０．８� ２１．３�
５６ ファイナルスコアー 牡６栗 ５５ 江田 照男 
社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４７６－ ８１：１１．０	 １９０．８�
１１ ブルーミンバー 牝６鹿 ５４ 田辺 裕信諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８＋ ８１：１１．７４ ７８．４
４５ シャイニングアワー 牡６栗 ５６ 田中 勝春 
ユートピア牧場 羽月 友彦 登別 ユートピア牧場 ４９０＋ ４１：１２．２３ ６２．７�
７１１ アポロフェニックス 牡６黒鹿５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４９４＋ ６１：１２．４１
 ２８．５�
５７ スマートブレード 牡１０黒鹿５６ 吉田 豊大川 徹氏 宮 徹 浦河 松田 次郎 ５３０－ ６１：１２．６１
 ２００．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ６４，８０６，２００円 複勝： １１１，１６７，８００円 枠連： ５２，６６０，３００円

馬連： ２７８，７１６，０００円 馬単： １６５，４３６，８００円 ワイド： ７９，４２６，５００円

３連複： ３０３，５９２，１００円 ３連単： ７４１，２９１，１００円 計： １，７９７，０９６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １４０円 枠 連（６－７） ５２０円

馬 連 �� ８４０円 馬 単 �� １，３１０円

ワ イ ド �� ２５０円 �� ２００円 �� ５３０円

３ 連 複 ��� １，０２０円 ３ 連 単 ��� ４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ６４８０６２ 的中 � ２２０６０３（１番人気）
複勝票数 計１１１１６７８ 的中 � ４６３８０８（１番人気）� １０９９１６（４番人気）� １７８４４４（２番人気）
枠連票数 計 ５２６６０３ 的中 （６－７） ７５５０５（３番人気）
馬連票数 計２７８７１６０ 的中 �� ２４６０２７（３番人気）
馬単票数 計１６５４３６８ 的中 �� ９３７７０（５番人気）
ワイド票数 計 ７９４２６５ 的中 �� ８１０１４（３番人気）�� １１６８３０（１番人気）�� ３０７３９（６番人気）
３連複票数 計３０３５９２１ 的中 ��� ２２１２３２（２番人気）
３連単票数 計７４１２９１１ 的中 ��� １１４７４４（１０番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．９―１１．４―１１．９―１１．７―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．７―３４．１―４６．０―５７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．７―３F３６．３
３ ・（１，１０）１３（３，９）１１－８－２（４，６）（１２，５，７） ４ ・（１，１０）１３，３，９，１１，８－２（４，６）１２（５，７）

勝馬の
紹 介

�アースサウンド �
�
父 Yes It’s True �

�
母父 Fit to Fight デビュー ２００９．８．１５ 新潟２着

２００７．４．１３生 牝４栗 母 Leilani’s Song 母母 Aspenglo １２戦５勝 賞金 ９５，６５８，０００円
［他本会外：３戦０勝］

２４０８４ ９月３日 晴 良 （２３新潟４）第７日 第１２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時２０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

５１０ ヤサカシャイニー 牝３栗 ５３ 福永 祐一志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 オリエント牧場 ４５０－ ６ ５４．９ ２．６�

３５ � アポロノカンザシ 牝３栗 ５３ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck
Stables B４３６－ ８ ５５．１１� ４０．１�

２４ セイユウハート 牡３鹿 ５５ 大庭 和弥松岡 正二氏 鈴木 伸尋 日高 前川 義則 ４４２－ ２ 〃 クビ ５．４�
２３ 	 オールエモーション 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 守氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 ４１８－ ２ ５５．２
 ３２．７�
３６ レッドハイヒール 牝５鹿 ５５ 吉田 豊村島 昭男氏 松山 将樹 新冠 カミイスタット B４９０－ ２ ５５．３� ８．２�
５９ サンマルヘイロー 牡５鹿 ５７ 蛯名 正義相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４７８－ ２ ５５．４� ５．９�
４７ カルテブランシェ 牝４鹿 ５５ 田辺 裕信大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 B４５２± ０ ５５．６１� ２７．８�
７１５ パ シ ャ 牝４鹿 ５５ 小林 淳一	出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ４０８－ ２ 〃 クビ ６２．７

４８ ソ ム ニ ア 牝４栗 ５５ 中舘 英二吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４２０－ ４ ５５．８１� ２３．０�
７１４	 ユメノカケハシ 牝４青鹿５５ 村田 一誠諸江 幸祐氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４３４－ ２ ５５．９クビ １６．３�
１２ トレノローザ 牝４鹿 ５５ 武士沢友治廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４２８± ０ 〃 ハナ ３４．３
８１７ ワイズアンドクール 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲嶋田 純次青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４８０± ０ ５６．１１� ８．７�
６１２	 アートオブプライド 牡３栗 ５５ 伊藤 工真岡田 隆寛氏 境 征勝 新ひだか 岡田牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ２１８．６�
８１６ グラスヴィクター �４鹿 ５７ 嘉藤 貴行半沢	 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ４７２＋ ２ ５６．２クビ ３０５．７�
８１８	 ウィッシュボーン 牡４鹿 ５７ 的場 勇人加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４５０＋ ２ ５６．３� ２１０．４�
１１ ミスグロリアス 牝３青 ５３ 江田 照男田島榮二郎氏 谷原 義明 青森 明成牧場 B４３６＋ ２ ５６．４
 ７８．９�
６１１	 フェスティヴハッピ 牡４鹿 ５７

５４ ▲小野寺祐太臼井義太郎氏 天間 昭一 様似 様似堀牧場 ４４０－ ２ 〃 クビ ２００．４�
７１３	 クリノライデン 牡５青鹿５７ 木幡 初広栗本 博晴氏 高橋 義博 浦河 駿河牧場 ４９０－ ８ ５６．５クビ １８４．１�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ４１，６６３，６００円 複勝： ６０，５２３，１００円 枠連： ４４，０６２，２００円

馬連： １３０，４６４，０００円 馬単： ７７，５７７，０００円 ワイド： ４９，６３９，８００円

３連複： １６６，０１３，４００円 ３連単： ３３０，０４６，７００円 計： ８９９，９８９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ７００円 � １９０円 枠 連（３－５） ６４０円

馬 連 �� ５，２３０円 馬 単 �� ７，９２０円

ワ イ ド �� １，５６０円 �� ３５０円 �� ４，１００円

３ 連 複 ��� ９，５３０円 ３ 連 単 ��� ５７，３３０円

票 数

単勝票数 計 ４１６６３６ 的中 � １３００６４（１番人気）
複勝票数 計 ６０５２３１ 的中 � １７６７２７（１番人気）� １４６５７（１１番人気）� ８２７５１（３番人気）
枠連票数 計 ４４０６２２ 的中 （３－５） ５１０７７（２番人気）
馬連票数 計１３０４６４０ 的中 �� １８４２７（１５番人気）
馬単票数 計 ７７５７７０ 的中 �� ７２３６（２２番人気）
ワイド票数 計 ４９６３９８ 的中 �� ７３９８（１５番人気）�� ３９８５７（２番人気）�� ２７３０（４３番人気）
３連複票数 計１６６０１３４ 的中 ��� １２８６５（２６番人気）
３連単票数 計３３００４６７ 的中 ��� ４２４９（１６１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．１―１０．８―１０．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．２―３３．０―４３．３

上り４F４２．８－３F３２．７
勝馬の
紹 介

ヤサカシャイニー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．６．２０ 福島５着

２００８．３．２２生 牝３栗 母 ウィーレジスタンス 母母 ウィーアワーズ １３戦２勝 賞金 ２９，７６９，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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 シーズアップルズ号



（２３新潟４）第７日 ９月３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８９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

１８９，８３０，０００円
６，４４０，０００円
５，５８０，０００円
１，５１０，０００円
１７，９８０，０００円
６３，６５８，０００円
５，５４０，６００円
１，８７１，１００円

勝馬投票券売得金
３３３，５４５，６００円
５７２，７１２，２００円
２８１，８５９，０００円
１，０３７，９８２，１００円
６５８，１８５，６００円
３７７，４６５，３００円
１，２０７，３５８，７００円
２，４２９，１４４，４００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 ６，８９８，２５２，９００円

総入場人員 ９，６１５名 （有料入場人員 ８，１３７名）


