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２９０１３１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走９時５０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

１：１１．１
１：１０．２

不良

不良

１１ ゼンノコリオリ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 ４５４＋ ４１：１３．４ ６．２�

５６ リベルタドーレス 牡２栗 ５５ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４８２＋ ２１：１３．６１� １．６�
３３ � バルバドスブルー 牡２鹿 ５５ 丸山 元気 �ブルーマネジメント森 秀行 米 Dell Ridge

Farm, LLC B４８６－ ４１：１４．４５ ５．９�
６８ ストップザジョーク 牡２芦 ５５ 勝浦 正樹ポリッシュホースメイト和田 正道 新ひだか 大典牧場 ４５２－１４１：１４．６１� ４７．９�
２２ � ココロノスポーツ 牝２鹿 ５４ 田中 博康スリースターズレーシング 木村 哲也 米 John C.

Oxley ４７８＋１４１：１５．３４ ６．２�
８１２ ドヴァラパーラ 牡２栗 ５５ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３６＋１０ 〃 アタマ １０８．８	
７１０ デンコウショウイン 牡２青鹿５５ 渡辺 薫彦田中 康弘氏 佐山 優 様似 中脇 一幸 ４５２－ ２１：１５．４� ６４．０

４４ カンタベリーリュウ 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎峰 哲馬氏 佐藤 全弘 新冠 佐藤 信広 ４７２＋ ６１：１５．６１	 ２４９．６�
８１１ シゲルミズガメザ 牡２鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志森中 蕃氏 加藤 敬二 日高 サンバマウン
テンファーム ４８２＋１０ 〃 クビ １７２．７�

６７ オシャレバンチョウ 牡２鹿 ５５ 松田 大作 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 牧浦 充徳 新ひだか 藤本牧場 ４４６＋ ４１：１５．９１� ３７．９

５５ ジャパンプレミアム 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 新ひだか 原 達也 ４６０＋１２１：１７．２８ １１０．５�
７９ エースカイザー 牡２黒鹿５５ 中舘 英二新川 敏弘氏 松山 康久 茨城 栗山 道郎 B４７８＋ ２１：１７．８３� ３５．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，６７０，６００円 複勝： ３３，７８１，６００円 枠連： ６，０６２，３００円

馬連： １８，９３０，１００円 馬単： １８，３６２，８００円 ワイド： １０，１８６，３００円

３連複： ３２，７２１，２００円 ３連単： ６８，１３２，９００円 計： １９８，８４７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－５） ２８０円

馬 連 �� ２９０円 馬 単 �� ９７０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ３２０円 �� ２００円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 ��� ２，９００円

票 数

単勝票数 計 １０６７０６ 的中 � １３７７３（３番人気）
複勝票数 計 ３３７８１６ 的中 � ３６９６０（２番人気）� ２２５７１２（１番人気）� ２６２４９（３番人気）
枠連票数 計 ６０６２３ 的中 （１－５） １６２１７（１番人気）
馬連票数 計 １８９３０１ 的中 �� ４８６９１（１番人気）
馬単票数 計 １８３６２８ 的中 �� １４０３９（４番人気）
ワイド票数 計 １０１８６３ 的中 �� ２０９５３（１番人気）�� ６３８６（４番人気）�� １２４７７（３番人気）
３連複票数 計 ３２７２１２ 的中 ��� ５５６５８（２番人気）
３連単票数 計 ６８１３２９ 的中 ��� １７３９６（７番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．２―１１．７―１２．７―１２．５―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２３．２―３４．９―４７．６―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゼンノコリオリ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１２．６．１０ 函館３着

２０１０．３．１３生 牡２鹿 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク ５戦１勝 賞金 １０，６００，０００円
〔制裁〕 リベルタドーレス号の騎手丸田恭介は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（２番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エースカイザー号は，平成２４年１１月１４日まで平地競走に出走できない。

２９０１４１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時１５分 （芝・直線）

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

５５．４
５５．４

良

良

８１８ インザチャーチ 牝２鹿 ５４ 嘉藤 貴行�ミルファーム 武市 康男 日高 賀張中川牧場 ４１２± ０ ５６．６ ７．３�

７１５ ワ ン パ ン チ 牡２芦 ５５
５３ △嶋田 純次 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ３９６＋ ８ ５６．８１� ７．９�

２４ ブラザーウインド 牡２栗 ５５ 中舘 英二 �スピードファーム 武藤 善則 新冠 スピードフアーム B４７６＋ ６ ５７．１２ １．７�
６１２ メ テ オ ラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム ４４４＋ ２ ５７．２� ２０．０�
１１ グランヴァーグ 牡２鹿 ５５ 的場 勇人加藤 光淑氏 的場 均 新ひだか 棚川 光男 ４７８－ ２ 〃 クビ ２０．６�
３６ ク ー ル ナ ミ 牝２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二川上 哲司氏 目野 哲也 日高 新井 昭二 ４０６± ０ 〃 ハナ ６６．４�
７１３ バシニアティヴ 牝２栗 ５４

５１ ▲長岡 禎仁石橋 英郎氏 高橋 義博 洞爺湖 メジロ牧場 ４４６－ ６ 〃 ハナ ３０．０	
７１４ ステキトワイライト 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介小田切統二氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 ４４２± ０ ５７．３クビ １３．７

２３ ビューポイント 牝２鹿 ５４ 田中 博康�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 高松牧場 ４２４＋ ８ 〃 アタマ ８９．８�
５９ テ ッ シ ン 牡２青鹿５５ 丹内 祐次益田 修一氏 中野 栄治 日高 野島牧場 ４１０＋１０ 〃 ハナ １４５．９�
４７ スピードボニータ 牝２栗 ５４

５１ ▲西村 太一市川不動産 和田 正道 浦河 久保 昇 ４５８－ ４ 〃 アタマ １２．４�
８１６ マイネルイロンデル 牡２黒鹿５５ 中谷 雄太 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 オリエント牧場 ４７６－ ２ ５７．４� ９５．９�
４８ エスペランサ 牡２栃栗５５ 柴山 雄一山本 武司氏 高市 圭二 宮崎 田上 勝雄 ４３８＋ ２ ５７．５クビ ３８．８�
３５ マルカリード 牡２栗 ５５ 川須 栄彦河長産業 増本 豊 新ひだか 畠山牧場 ４８４＋１０ ５７．６� ６９．０�
８１７ カシノソウル 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗柏木 務氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 ４５２± ０ ５７．７クビ ２７１．０�
１２ カシマシャドウ 牡２黒鹿５５ 西田雄一郎松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 B４２８＋１０ 〃 クビ ４２．４�
５１０ リネンクローバー 牝２黒鹿５４ 丸山 元気戸山 光男氏 南田美知雄 青森 青南ムラカミ

ファーム ４５６＋ ４ ５７．９１� ９５．３�
６１１ コスモインディアン 牡２鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二 �ビッグレッドファーム 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４６４＋ ２ ５８．３２� １９７．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １０，６２６，１００円 複勝： １８，７３５，５００円 枠連： ８，９３０，０００円

馬連： ２１，４１８，８００円 馬単： １７，５１３，９００円 ワイド： １２，３１６，０００円

３連複： ３５，９４６，８００円 ３連単： ５８，９６１，９００円 計： １８４，４４９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � １１０円 枠 連（７－８） ９４０円

馬 連 �� ２，４２０円 馬 単 �� ４，８７０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ３６０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，６４０円 ３ 連 単 ��� １５，４８０円

票 数

単勝票数 計 １０６２６１ 的中 � １１５４４（２番人気）
複勝票数 計 １８７３５５ 的中 � ２３０３１（２番人気）� ２１１５６（３番人気）� ６９０４１（１番人気）
枠連票数 計 ８９３００ 的中 （７－８） ７０５４（４番人気）
馬連票数 計 ２１４１８８ 的中 �� ６５５５（７番人気）
馬単票数 計 １７５１３９ 的中 �� ２６５６（１３番人気）
ワイド票数 計 １２３１６０ 的中 �� ３８４６（５番人気）�� ８７９６（２番人気）�� １１６０６（１番人気）
３連複票数 計 ３５９４６８ 的中 ��� １６１７７（１番人気）
３連単票数 計 ５８９６１９ 的中 ��� ２８１２（２５番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１０．８―１０．８―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．６―３３．４―４４．２

上り４F４４．４－３F３４．０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

インザチャーチ �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー ２０１２．６．２４ 福島８着

２０１０．３．２４生 牝２鹿 母 ホーリーウィング 母母 カーディアンゴット ５戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円

第４回 新潟競馬 第２日



２９０１５１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時４０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

４６ マストバイアイテム 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲中井 裕二�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 ４７４＋ ２１：１２．７ １．８�

７１２ ラ ン フ ァ ン 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 ４６０＋ ２１：１３．２３ ３２．０�
６１０ イグナイトカフェ 牝６鹿 ５５ 二本柳 壮西川 光一氏 小島 太 静内 谷岡牧場 ４８０－１６１：１３．３� ７５．４�
３５ アクロスザライト 牝４鹿 ５５ 松山 弘平吉田 照哉氏 松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８８± ０ 〃 クビ ６．２�
５８ ミヤジガンバレ 牝３鹿 ５３ 高倉 稜曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４８０± ０１：１３．４クビ ５．９�
３４ テングジョウ 牝７鹿 ５５

５２ ▲西村 太一中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４７６＋１４１：１３．５� ５３．１�
８１５ オンワードセジール 牝６栗 ５５ 丸山 元気�下屋敷牧場 水野 貴広 浦河 オンワード牧場 ４８０＋２２ 〃 クビ １４．１	
２２ グローリーステップ 牝５鹿 ５５

５３ △嶋田 純次 �社台レースホース黒岩 陽一 安平 追分ファーム ４７０－ ２１：１３．６クビ ３２．３

２３ プロスペリタ 牝３黒鹿５３ 吉田 隼人有限会社シルク金成 貴史 浦河 桑田牧場 B４４４－ ４ 〃 クビ ７４．１�
６１１ サトノレジーナ 牝４黒鹿５５ 津村 明秀里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム B４８６± ０１：１３．７クビ １１．９�
４７ タイセイクインス 牝３青鹿 ５３

５０ ▲藤懸 貴志田中 成奉氏 高野 友和 様似 様似共栄牧場 ４７２＋ ８１：１３．８� ２７．０
１１ カプリースレディー 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２２＋ ６１：１３．９� ２８８．５�
５９ � ヤギリエスペランサ 牝４栗 ５５ 中舘 英二内田ヤエ子氏 谷原 義明 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ５０６＋ ６１：１４．５３� ４０．２�
７１３� モルフェメイト 牝４黒鹿５５ 西田雄一郎並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 浦河土肥牧場 B４３４＋ ２１：１５．０３ ７３．３�
８１４� アイファーマールシ 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二中島 稔氏 坪 憲章 日高 船越牧場 ４３６－１３１：１７．８大差 １１３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，５１８，６００円 複勝： １７，４７３，４００円 枠連： ７，５５５，３００円

馬連： ２０，２５６，９００円 馬単： １７，３６５，９００円 ワイド： １２，０９２，１００円

３連複： ３２，３５４，７００円 ３連単： ５８，０６３，４００円 計： １７７，６８０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � ５５０円 � １，０８０円 枠 連（４－７） １，６５０円

馬 連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ２，９５０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� １，４１０円 �� １０，４６０円

３ 連 複 ��� ２２，７００円 ３ 連 単 ��� ９６，０８０円

票 数

単勝票数 計 １２５１８６ 的中 � ５７３５８（１番人気）
複勝票数 計 １７４７３４ 的中 � ６３５７９（１番人気）� ５９２６（７番人気）� ２８０３（１１番人気）
枠連票数 計 ７５５５３ 的中 （４－７） ３３９６（６番人気）
馬連票数 計 ２０２５６９ 的中 �� ６７６０（８番人気）
馬単票数 計 １７３６５９ 的中 �� ４３４５（１０番人気）
ワイド票数 計 １２０９２１ 的中 �� ２８８４（１１番人気）�� ２１３２（１４番人気）�� ２７４（６９番人気）
３連複票数 計 ３２３５４７ 的中 ��� １０５２（６５番人気）
３連単票数 計 ５８０６３４ 的中 ��� ４４６（２５６番人気）

ハロンタイム １２．０―１１．１―１２．０―１２．７―１２．３―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マストバイアイテム �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００９．１１．７ 京都４着

２００７．４．８生 牝５黒鹿 母 ビッグマリーン 母母 ドラゴンマリーン １８戦３勝 賞金 ３１，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーマールシ号は，平成２４年１１月１４日まで平地競走に出走できない。

２９０１６１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時１０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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１０ テーオーサクセス 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人小笹 公也氏 笹田 和秀 新冠 川上牧場 ４７８＋１６１：５５．２ ３７．１�

７７ メイショウコロンボ 牡３青 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 中島 俊明 ４８０＋２２１：５５．５１� ７．７�
１１ ペガサスフラッシュ 牡４栗 ５７ 松山 弘平松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４２４＋ ６ 〃 クビ １．６�
６６ ダ ー リ ブ 牝４栗 ５５ 嘉藤 貴行北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飛野牧場 ４５６－ ２１：５５．７１� ４６．５�
３３ ルスナイスナイパー 牡３栗 ５５

５２ ▲藤懸 貴志��昭牧場 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５２± ０１：５５．９１ ４０．４�
２２ ツクバヤマノオー �３青 ５５ 津村 明秀荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０２－１６１：５６．２１� ５５．５�
８９ タマモデザイア 牡３鹿 ５５ 丸山 元気タマモ	 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ４８２－ ４１：５６．６２� ４．４

５５ タガノルナリロ 牡４栗 ５７ 川須 栄彦八木 良司氏 松田 国英 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６６＋１４１：５７．１３ ２１．３�
４４ オウシュウベスト 牡５黒鹿５７ 勝浦 正樹西村 專次氏 田島 俊明 白老 社台牧場 ４５２＋ ６１：５７．３１� １８．６�
７８ レオネプチューン 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一田中 博之氏 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム B４８２－ ２２：０１．３大差 １３．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，０３９，２００円 複勝： ３５，６４５，９００円 枠連： ６，３３１，８００円

馬連： １９，９９６，０００円 馬単： ２０，５６６，２００円 ワイド： １１，７７１，６００円

３連複： ２８，１９２，０００円 ３連単： ６５，０３１，１００円 計： １９９，５７３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７１０円 複 勝 � ７９０円 � ２５０円 � １１０円 枠 連（７－８） ９００円

馬 連 �� １５，９９０円 馬 単 �� ３３，０００円

ワ イ ド �� ３，４９０円 �� １，０３０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ６，７３０円 ３ 連 単 ��� １０６，６６０円

票 数

単勝票数 計 １２０３９２ 的中 � ２５６４（７番人気）
複勝票数 計 ３５６４５９ 的中 � ３９６０（８番人気）� １６２６１（４番人気）� ２４６３１７（１番人気）
枠連票数 計 ６３３１８ 的中 （７－８） ５２００（３番人気）
馬連票数 計 １９９９６０ 的中 �� ９２３（２７番人気）
馬単票数 計 ２０５６６２ 的中 �� ４６０（５０番人気）
ワイド票数 計 １１７７１６ 的中 �� ７３９（３１番人気）�� ２６４１（１３番人気）�� １１７５４（２番人気）
３連複票数 計 ２８１９２０ 的中 ��� ３０９３（２０番人気）
３連単票数 計 ６５０３１１ 的中 ��� ４５０（２１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．４―３５．９―４９．３―１：０１．９―１：１４．３―１：２７．８―１：４１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．３―３F４０．９
１
３
１０（７，８）－３，１（２，５，９）－６，４
１０，７（２，１）３－６，９（５，４）－８

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

テーオーサクセス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 スピニングワールド デビュー ２０１１．７．１０ 函館１１着

２００８．４．１５生 牡４黒鹿 母 リスティアアスリー 母母 エリモシユーテング ４戦２勝 賞金 １１，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レオネプチューン号は，平成２４年１１月１４日まで平地競走に出走できない。



２９０１７１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時４０分 （芝・左・外）

牝，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

１：３３．５
１：３３．１

良

良

４５ アルマシャウラ 牝２鹿 ５４ 勝浦 正樹コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 ４３８ ―１：３８．８ ６．２�

７１１ ビーナストリック 牝２栗 ５４ 武 幸四郎友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 ４５２ ―１：３８．９� １９．０�
５８ ラフルネーズ 牝２栗 ５４ 丸山 元気栗坂 崇氏 伊藤 伸一 浦河 中神牧場 ４７０ ― 〃 クビ １１．６�
２２ パルテンツァ 牝２青鹿５４ 松山 弘平伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 ４１４ ―１：３９．１１� ９．７�
６９ エメラルドタワー 牝２黒鹿５４ 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 新ひだか へいはた牧場 ４７４ ―１：３９．３１� ２７．２�
７１２ マキシマムジョイ 牝２黒鹿５４ 荻野 琢真杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 ４２８ ― 〃 クビ ６．５�
４６ トゥルーピース 牝２栗 ５４ 川須 栄彦小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 ４７６ ―１：３９．４クビ ３．１�
５７ ブライトモーメント 牝２栗 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド ４３０ ― 〃 クビ ８６．５	
３４ エルシェロアスール 牝２栗 ５４ 柴山 雄一山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 ４６０ ―１：３９．５� １５．１

３３ トーホウヴィオラ 牝２鹿 ５４ 高倉 稜東豊物産� 田島 良保 日高 竹島 幸治 ４３０ ―１：３９．８１� ４２．７�
１１ ベルミュール 牝２鹿 ５４

５１ ▲平野 優有限会社シルク二ノ宮敬宇 浦河 桑田牧場 ４４８ ―１：４０．１１� ６．１
８１４ マスイドゥラ 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太上田 忠男氏 畠山 重則 新ひだか 中田 浩美 ４１４ ―１：４１．５９ １０９．１�
６１０ ポ ン カ ン 牝２栗 ５４ 丸田 恭介重松 國建氏 佐藤 吉勝 日高 長谷川 一男 ４６６ ―１：４４．８大差 ２７．６�
８１３ テンジンナデシコ 牝２芦 ５４ 中舘 英二�テンジン 松山 康久 茨城 栗山 道郎 ４７６ ― （競走中止） ３１．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，６４１，１００円 複勝： １７，７１５，６００円 枠連： ９，７２０，６００円

馬連： ２２，４２８，８００円 馬単： １６，３５９，７００円 ワイド： １２，２９４，４００円

３連複： ３３，５０６，３００円 ３連単： ５４，１７７，６００円 計： １７７，８４４，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６２０円 複 勝 � １９０円 � ５００円 � ３４０円 枠 連（４－７） ５９０円

馬 連 �� ５，３００円 馬 単 �� １０，５８０円

ワ イ ド �� １，６６０円 �� ９２０円 �� ２，４４０円

３ 連 複 ��� ２３，０７０円 ３ 連 単 ��� １３９，８１０円

票 数

単勝票数 計 １１６４１１ 的中 � １４８４４（３番人気）
複勝票数 計 １７７１５６ 的中 � ３１１５８（２番人気）� ７９５９（８番人気）� １２９０９（６番人気）
枠連票数 計 ９７２０６ 的中 （４－７） １２１９７（１番人気）
馬連票数 計 ２２４２８８ 的中 �� ３１２６（２３番人気）
馬単票数 計 １６３５９７ 的中 �� １１４２（４２番人気）
ワイド票数 計 １２２９４４ 的中 �� １８１６（１７番人気）�� ３４２１（６番人気）�� １２１４（３４番人気）
３連複票数 計 ３３５０６３ 的中 ��� １０７２（８１番人気）
３連単票数 計 ５４１７７６ 的中 ��� ２８６（４６４番人気）

ハロンタイム １３．２―１１．８―１３．４―１３．６―１２．９―１１．６―１０．８―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．２―２５．０―３８．４―５２．０―１：０４．９―１：１６．５―１：２７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルマシャウラ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Deputy Minister 初出走

２０１０．４．８生 牝２鹿 母 ティリオブストラッフォード 母母 Deviltante １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走中止〕 テンジンナデシコ号は，競走中に疾病〔左脛骨粉砕骨折〕を発症し，最後の直線コースで転倒したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ポンカン号は，平成２４年１１月１４日まで平地競走に出走できない。

２９０１８１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

５５ トウショウロジック 牡５鹿 ５７ 川須 栄彦トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ５１２＋ ４１：５４．３ １．９�

３３ トウカイノーマル 牡５青鹿５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ５３０＋ ８ 〃 クビ ５５．９�
６８ シンボリプロント 牡３黒鹿５５ 津村 明秀シンボリ牧場 牧 光二 新ひだか シンボリ牧場 ４３６－ ８１：５５．０４ ６．７�
１１ マイネルガネーシャ 牡４栗 ５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 ５０６＋１２ 〃 アタマ ５３．７�
６７ スズカキングダム 牡３鹿 ５５ 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４７８－ ２１：５５．２１� １８．４�
４４ フェアリーフロス 牝３黒鹿５３ 中谷 雄太�広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 ４５６＋ ２１：５５．３クビ ３２．７	
２２ オリエンタルコール 牡５鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社
松田牧場 ４３８－ ４１：５５．４� ８６．０


８１２ シ ア ン ナ 牝３栗 ５３ 丸山 元気 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０６＋ ２１：５５．５クビ ８６．７�

５６ ミヤビエスペランサ 牡３鹿 ５５ 田中 博康村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ５０２＋ ６ 〃 クビ １７．６�
７９ � エーシンヴンダバー 牡３鹿 ５５ 松山 弘平�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 築紫 洋 ５０８＋ ４ 〃 ハナ ６１．４
８１１ ペガサスキングビー 牡５栃栗５７ 高倉 稜松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 ヤナガワ牧場 ４８８＋１０１：５５．６� ２０．８�
７１０ インステイト 牡３栗 ５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５１６－ ６１：５９．１大差 ３．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，８８１，０００円 複勝： ２４，３１１，９００円 枠連： ７，７６１，１００円

馬連： ２５，５１１，３００円 馬単： ２０，６６１，０００円 ワイド： １４，４１２，４００円

３連複： ３５，６５５，２００円 ３連単： ６６，７２３，４００円 計： ２０９，９１７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ６６０円 � １８０円 枠 連（３－５） ４，８７０円

馬 連 �� ４，０６０円 馬 単 �� ５，９４０円

ワ イ ド �� １，３３０円 �� ２８０円 �� １，８３０円

３ 連 複 ��� ３，６９０円 ３ 連 単 ��� １５，１２０円

票 数

単勝票数 計 １４８８１０ 的中 � ６２２７６（１番人気）
複勝票数 計 ２４３１１９ 的中 � １１８０２０（１番人気）� ４６１１（９番人気）� ２７４８４（３番人気）
枠連票数 計 ７７６１１ 的中 （３－５） １１７８（１１番人気）
馬連票数 計 ２５５１１３ 的中 �� ４６３９（１２番人気）
馬単票数 計 ２０６６１０ 的中 �� ２５６８（１６番人気）
ワイド票数 計 １４４１２４ 的中 �� ２４４１（１６番人気）�� １５４２３（３番人気）�� １７４８（２０番人気）
３連複票数 計 ３５６５５２ 的中 ��� ７１３５（１０番人気）
３連単票数 計 ６６７２３４ 的中 ��� ３２５７（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．０―３６．５―５０．１―１：０２．９―１：１５．４―１：２８．４―１：４１．２

コーナー
通過順位

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

２
４
１１，７（３，１０）５（４，１）８（２，９）（６，１２）
１１，７，３（５，１）（４，１０，８）（６，２）１２，９

勝馬の
紹 介

トウショウロジック �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２０１０．４．１０ 福島４着

２００７．５．６生 牡５鹿 母 グローブトウショウ 母母 キートウショウ １６戦３勝 賞金 ４２，４７０，０００円
〔発走状況〕 シアンナ号は，枠入り不良。



２９０１９１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第７競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

６８ カナエチャン 牝４青鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二長井 純一氏 田所 秀孝 浦河 上山牧場 ４５０＋ ６１：１２．４ １１．６�

２２ アスコットシチー 牡３栗 ５５
５２ ▲中井 裕二 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 日高 幾千世牧場 ４５８－ ２１：１２．６１� ５．６�

５５ ダークシーカー 牡３栗 ５５
５２ ▲山崎 亮誠日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ５２４＋１０ 〃 クビ １４．１�

５６ ア ラ デ ィ ン 牡３栗 ５５ 荻野 琢真 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５８－ ８１：１２．７クビ １０．７�

８１１ ビーキュート 牝３鹿 ５３
５１ △嶋田 純次 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－１２１：１３．１２� ４．１�
６７ ノボジュピター 牡６栗 ５７

５４ ▲原田 和真�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 ４６０－ ８１：１３．３１� ３．２	
８１２ キングビート 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生�桜井牧場 国枝 栄 新ひだか 桜井牧場 ４６４－ ６１：１３．４� １０．７

７９ パーフェクトミー 牡３鹿 ５５

５２ ▲平野 優木浪 巖氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 西川富岡牧場 ４３２± ０１：１３．８２� ９．７�
１１ ウメジマダイオー 牡３鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士村田 滋氏 嶋田 潤 平取 高橋 啓 B５００＋ ８１：１３．９� １２６．２�
７１０ ショウナンサミット 牡６栗 ５７

５４ ▲西村 太一国本 哲秀氏 田中 剛 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６０－ ２１：１４．５３� ６６．４

４４ テイエムタイホー 牡３栗 ５５
５２ ▲藤懸 貴志竹園 正繼氏 鈴木 孝志 日高 若林 武雄 ４８０＋ ４１：１４．６� ２１．８�

３３ � サンマルミニスター 牡３鹿 ５５
５２ ▲長岡 禎仁相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ５２８＋ ４１：１５．７７ １２０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，７８４，２００円 複勝： １６，６９８，８００円 枠連： ８，１４７，０００円

馬連： ２０，９３１，５００円 馬単： １６，２０１，９００円 ワイド： １１，２６６，７００円

３連複： ２９，８６３，９００円 ３連単： ５２，６１７，５００円 計： １６７，５１１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３６０円 � ２２０円 � ３３０円 枠 連（２－６） ６８０円

馬 連 �� ２，８２０円 馬 単 �� ６，５００円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ２，１００円 �� １，３１０円

３ 連 複 ��� １１，２８０円 ３ 連 単 ��� ５３，８６０円

票 数

単勝票数 計 １１７８４２ 的中 � ８０６９（７番人気）
複勝票数 計 １６６９８８ 的中 � １１４８１（８番人気）� ２３２２８（３番人気）� １２６８１（７番人気）
枠連票数 計 ８１４７０ 的中 （２－６） ８９６２（２番人気）
馬連票数 計 ２０９３１５ 的中 �� ５４７９（１４番人気）
馬単票数 計 １６２０１９ 的中 �� １８４２（３３番人気）
ワイド票数 計 １１２６６７ 的中 �� ３５７０（１０番人気）�� １２８４（２９番人気）�� ２１０５（１９番人気）
３連複票数 計 ２９８６３９ 的中 ��� １９５４（４８番人気）
３連単票数 計 ５２６１７５ 的中 ��� ７２１（２１９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．７―１１．４―１２．７―１２．５―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．６―３４．０―４６．７―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．８―３F３８．４
３ ２（４，１１）－（９，８）（６，１２）（３，５，７）１－１０ ４ ２（４，１１）８，９，１２（６，７）（３，５）－１－１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カナエチャン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Horatius デビュー ２０１１．１．１０ 中山１着

２００８．４．１生 牝４青鹿 母 ザ ミ ル 母母 Marston’s Mill １２戦２勝 賞金 １３，２００，０００円

２９０２０１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第８競走 ��１，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

７１４ オメガセニョリーナ 牝３鹿 ５３ 松山 弘平原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４７２＋１４１：２０．９ ５．０�

２４ ナオミノユメ 牝３鹿 ５３ 藤岡 佑介塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４２２＋ ２１：２１．２２ ５．８�
７１５ ピグマリオン 牡３鹿 ５５ 津村 明秀 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 ４６２＋ ６ 〃 クビ ４．４�
４８ プリンシペアスール 牡３鹿 ５５ 高倉 稜吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４５８＋ ６１：２１．４１� ２０．４�
３５ マックスストレイン 牡５栗 ５７ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ ８８．６�
４７ オースミマイカ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行�オースミ 昆 貢 新冠 若林牧場 ４５０＋１８１：２１．５クビ １８．５	
８１６ アースツリー 牝５栗 ５５ 荻野 琢真 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４５４＋１４ 〃 ハナ ２６．９

３６ ニチドウルチル 牝５栗 ５５ 丸山 元気山田 伸氏 黒岩 陽一 新ひだか 大平牧場 ４９０± ０１：２１．６� １００．４�
５９ カレンシェリーメイ 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム ４０６＋ ４ 〃 クビ ３．９�
６１２ エクセレントピーク 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 ４５８＋１２ 〃 ハナ ４５．１
８１７ ツヨシノブルーム 牡３芦 ５５ 川須 栄彦横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４９２＋２４１：２１．７クビ １８．０�
１１ クリノドスコイ �４鹿 ５７ 西田雄一郎栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 筒井 征文 ４３０－１０ 〃 クビ ４９．９�
１２ ラントゥザリード 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４２６＋１０１：２１．８� １３．１�
５１０	 シセイギンガ 牡６青 ５７ 村田 一誠猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム ４６２＋ ６１：２２．２２� ４２．５�
６１１ トーセンピアス 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲藤懸 貴志島川 �哉氏 松永 康利 千歳 社台ファーム ４１４＋ ６１：２２．４１� １００．８�
８１８ ヤマニンネレイス 牝３栗 ５３ 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４６８＋ ２１：２２．６１� ４８．９�
２３ シーキングザスター 牝３鹿 ５３

５０ ▲西村 太一青山 洋一氏 矢野 英一 新冠 中本 隆志 ４４６＋１２１：２２．７� ８２．０�
７１３	 ロ ー ズ キ ー 牝３栗 ５３ 中谷 雄太北前孔一郎氏 高市 圭二 むかわ 真壁 信一 ３９４－ ６１：２３．１２� ４６２．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，０７７，５００円 複勝： ２２，３２４，１００円 枠連： １１，７７７，８００円

馬連： ２９，０９３，７００円 馬単： １８，９４４，９００円 ワイド： １５，０８４，５００円

３連複： ４３，８６３，１００円 ３連単： ７３，１５５，３００円 計： ２３０，３２０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � １６０円 枠 連（２－７） ７３０円

馬 連 �� １，１２０円 馬 単 �� ２，１７０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ３９０円 �� ６８０円

３ 連 複 ��� ２，５３０円 ３ 連 単 ��� １４，７５０円

票 数

単勝票数 計 １６０７７５ 的中 � ２５４３２（３番人気）
複勝票数 計 ２２３２４１ 的中 � ３７２７９（２番人気）� ３４６５５（３番人気）� ３８３７０（１番人気）
枠連票数 計 １１７７７８ 的中 （２－７） １２０１０（２番人気）
馬連票数 計 ２９０９３７ 的中 �� １９２９２（２番人気）
馬単票数 計 １８９４４９ 的中 �� ６４５８（３番人気）
ワイド票数 計 １５０８４５ 的中 �� ８４０８（３番人気）�� ９９２２（１番人気）�� ５１９３（６番人気）
３連複票数 計 ４３８６３１ 的中 ��� １２８０７（４番人気）
３連単票数 計 ７３１５５３ 的中 ��� ３６６１（１８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２２．８―３４．１―４５．９―５７．７―１：０９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガセニョリーナ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Efisio デビュー ２０１１．１１．１２ 京都３着

２００９．３．２０生 牝３鹿 母 シ ョ ー コ 母母 Gold Florenly ８戦２勝 賞金 １８，２７０，０００円
〔制裁〕 オメガセニョリーナ号の騎手松山弘平は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（３番・２番・１番へ

の進路影響）
※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。
（非抽選馬） ４頭 アフロディシアス号・グラントリノ号・ニシノカチヅクシ号・バコパ号



２９０２１１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第９競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時０５分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

３３ ケイジーウィンザー 牡４栗 ５７ 中舘 英二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４９４－ ４１：５３．７ １．８�

６８ クリノハナミチ 牡３栗 ５５ 村田 一誠栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ５００＋ ４１：５３．９１� ８．７�
７９ シルクパルサー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹有限会社シルク尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ４８４± ０１：５４．６４ ６．７�
８１１ ゴールドロジャー 牡４黒鹿５７ 的場 勇人�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４９６＋ ２１：５４．７	 ５．３�
８１２ シベリアンファクト 牡５栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４８６＋ ４１：５５．２３ １３．４�
７１０ ドリームネイチヤー 牡５鹿 ５７ 松山 弘平セゾンレースホース� 上原 博之 新ひだか 中村 和夫 ４２８＋ ４１：５５．６２	 ４１．４	
２２ アイティテイオー 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５６＋ ２１：５５．８１	 ３６．９

６７ 
 プリモスズカ 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 米 Yoshiyuki Ito B４９８－ ４１：５６．５４ １７．４�
５５ メイショウリバー 牡７鹿 ５７

５４ ▲藤懸 貴志松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 三嶋牧場 ４８４± ０ 〃 クビ ５８．８�
１１ スリートップガン 牡３栗 ５５ 丹内 祐次永井商事� 村山 明 浦河 辻 牧場 ４９８＋ ８１：５６．７１ ３２．２
４４ � クリノテンペスタ 牡５栗 ５７ 丸田 恭介栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４６８＋ ２１：５６．９１	 ６６．２�
５６ ブ リ ッ サ 牝３鹿 ５３ 嘉藤 貴行�ミルファーム 畠山 重則 新冠 新冠伊藤牧場 B４７２－ ３１：５７．９６ ９１．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，１７７，９００円 複勝： ２１，４６９，７００円 枠連： ９，８４２，３００円

馬連： ３０，１１７，２００円 馬単： ２５，７３８，０００円 ワイド： １６，３３３，４００円

３連複： ４２，４０５，０００円 ３連単： ８８，４９４，１００円 計： ２４８，５７７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １９０円 枠 連（３－６） ５８０円

馬 連 �� ８７０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２６０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，１５０円 ３ 連 単 ��� ４，６００円

票 数

単勝票数 計 １４１７７９ 的中 � ６２１５８（１番人気）
複勝票数 計 ２１４６９７ 的中 � ６５３０７（１番人気）� ２７２４３（３番人気）� ２５３００（４番人気）
枠連票数 計 ９８４２３ 的中 （３－６） １２５９０（３番人気）
馬連票数 計 ３０１１７２ 的中 �� ２５７８１（４番人気）
馬単票数 計 ２５７３８０ 的中 �� １６３１９（３番人気）
ワイド票数 計 １６３３３４ 的中 �� １１３８４（３番人気）�� １７２６６（１番人気）�� ６０８７（８番人気）
３連複票数 計 ４２４０５０ 的中 ��� ２７２８７（３番人気）
３連単票数 計 ８８４９４１ 的中 ��� １４２１２（５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１２．７―１３．２―１２．８―１２．３―１２．８―１２．６―１３．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３６．５―４９．７―１：０２．５―１：１４．８―１：２７．６―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケイジーウィンザー �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 Crafty Prospector デビュー ２０１０．１０．９ 東京９着

２００８．５．４生 牡４栗 母 シーキングハーフォーチュン 母母 Swiss ２１戦３勝 賞金 ３６，１１６，０００円
※クリノテンペスタ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２９０２２１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第１０競走 ��
��２，４００�

ひ め か わ

姫 川 特 別
発走１４時４０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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２４．７
２：２２．１

良

良

６１２ ショウナンバーズ 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人国本 哲秀氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ５１２＋ ４２：２４．６レコード ４．２�

５９ バンスタンウォルツ �４鹿 ５７ 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６４－ ８ 〃 クビ ４．２�
１２ フレージャパン 牡３栗 ５４ 松山 弘平難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７２＋ ４２：２５．３４ ９．５�
２４ フェニックスソード 牡４鹿 ５７ 川須 栄彦�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４８６－ ６ 〃 アタマ ８．９�
２３ コウユータイセイ 牡４栗 ５７ 松田 大作加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４８６± ０２：２５．４クビ ６．７�
６１１ エイダイポイント 牡４芦 ５７ 田中 博康�東振牧場 菊沢 隆徳 むかわ 東振牧場 ４５０＋１０ 〃 クビ １２．７�
５１０� キャニオンシンザン 牡４栗 ５７ 嘉藤 貴行谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４９４± ０２：２５．７１	 １７３．２	
４８ ヒビケジンダイコ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 ４７０＋ ２２：２５．９１
 １１．１

７１３ メジロアマギ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介岩� 伸道氏 尾関 知人 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４８０＋１６２：２６．０クビ ８８．０�
１１ マイネルイグアス 牡３青鹿５４ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 日高 日高大洋牧場 ４５４＋ ６２：２６．６３� ７．９
８１５� トッププライス 牝５栗 ５５ 丸山 元気加藤 春夫氏 上原 博之 様似 宮本 一輝 ４９０＋ ６２：２７．２３� ２２８．６�
３６ � エムアイボニータ 牝５栗 ５５ 中谷 雄太馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 ４７２＋ ８ 〃 クビ １５２．６�
７１４ ラムドレーヌ 牝３鹿 ５２ 藤懸 貴志 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 辻 牧場 ４２２－ ２２：２７．３� ２２７．０�
３５ メイショウスピード 牡４黒鹿５７ 中舘 英二松本 好�氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４５８＋１４２：２８．２５ ２８．３�
８１６ タマモスキップ 牝３黒鹿５２ 津村 明秀タマモ� 水野 貴広 新ひだか 前田牧場 ４４４＋ ４２：２８．４１� ２５．５�
４７ アンクルスパート 牡３栗 ５４ 鮫島 良太塚本 能交氏 田島 良保 新ひだか 安田 豊重 ５０４＋ ８２：３０．５大差 ６６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，２４１，８００円 複勝： ２８，３１０，１００円 枠連： １５，３８７，３００円

馬連： ４３，９７１，９００円 馬単： ２８，４７５，５００円 ワイド： ２０，３３５，３００円

３連複： ６３，２９１，２００円 ３連単： １１３，９４０，１００円 計： ３２９，９５３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １７０円 � １８０円 � ２５０円 枠 連（５－６） ７７０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，５６０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ９１０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ３，５８０円 ３ 連 単 ��� １１，０５０円

票 数

単勝票数 計 １６２４１８ 的中 � ３０８３０（１番人気）
複勝票数 計 ２８３１０１ 的中 � ５１３７０（１番人気）� ４３２８３（２番人気）� ２６２２４（７番人気）
枠連票数 計 １５３８７３ 的中 （５－６） １４７７３（３番人気）
馬連票数 計 ４３９７１９ 的中 �� ３７１５８（１番人気）
馬単票数 計 ２８４７５５ 的中 �� １３５０９（１番人気）
ワイド票数 計 ２０３３５３ 的中 �� １４４６８（１番人気）�� ５２１４（１４番人気）�� ６５７２（８番人気）
３連複票数 計 ６３２９１２ 的中 ��� １３０７７（５番人気）
３連単票数 計１１３９４０１ 的中 ��� ７６１２（５番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１０．８―１２．１―１２．７―１３．４―１２．４―１１．７―１２．０―１２．０―１１．８―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―２３．４―３４．２―４６．３―５９．０―１：１２．４―１：２４．８―１：３６．５―１：４８．５―２：００．５―２：１２．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンバーズ �
�
父 Tiger Hill �

�
母父 Acatenango デビュー ２０１０．６．２７ 福島３着

２００８．３．２４生 牡４鹿 母 シ ョ ア ー 母母 So Sedulous １７戦３勝 賞金 ４５，３７０，０００円
〔その他〕 アンクルスパート号は，１着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※メジロアマギ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２９０２３１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第１１競走 ��
��１，４００�

しんえつ

信越ステークス
発走１５時２０分 （芝・左）
３歳以上，２３．１０．１５以降２４．１０．８まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

７１４ ファイアーフロート 牡６鹿 ５６ 津村 明秀臼田 浩義氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４７８－ ６１：２０．０ １１．３�

１１ ニシノステディー 牝４栗 ５２ 丸田 恭介西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４７６± ０１：２０．２１� ６．５�
３５ サンディエゴシチー 牡５黒鹿５６ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム ５１４＋ ２ 〃 アタマ ２．８�
５１０ プリンセスメモリー 牝５鹿 ５１ 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム ４０８± ０１：２０．５２ １７．１�
２３ ゼ ロ ス 牡３鹿 ５３ 松田 大作杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 ５００＋ ４ 〃 アタマ ８．９�
１２ チャームポット 牝６栗 ５３ 中舘 英二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４６０± ０１：２０．６クビ １４．１�
４７ エアラフォン 牡５栗 ５６ 吉田 隼人 �ラッキーフィールド池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４８４－ ２１：２０．７� ８．８	
６１１ コパノオーシャンズ 牝８黒鹿５１ 松山 弘平小林 祥晃氏 村山 明 門別 ヤナガワ牧場 ４３８＋ ４ 〃 クビ ３７．１

２４ トゥニーポート 牝５黒鹿５２ 鮫島 良太�ターフ・スポート加用 正 浦河 笹地牧場 ４６６－ ２ 〃 アタマ ３８．９�
５９ � フライングアップル 	８鹿 ５４ 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５０８＋１４１：２０．８クビ ５０．６
４８ グランプリエンゼル 牝６栃栗５４ 川須 栄彦北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４５６± ０ 〃 ハナ ２２．６�
８１６ ウインドジャズ 牡５黒鹿５４ 渡辺 薫彦岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 岡田スタツド ４９６＋ ６１：２０．９� ９．１�
６１２ シセイカグヤ 牝６鹿 ５１ 宮崎 北斗猪苗代 勇氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６０－ ４ 〃 ハナ １７４．０�
７１３ ストロングガルーダ 牡６青鹿５４ 丸山 元気村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 B４８８＋ ２ 〃 アタマ ２３．２�
３６ マイネルクラリティ 牡６栗 ５５ 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム ４９６± ０ 〃 クビ １００．８�
８１５ スペシャルハート 牡７栗 ５３ 勝浦 正樹芹澤 精一氏 勢司 和浩 三石 片山 修 ４９８＋１０１：２１．２１
 ５４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，２３４，１００円 複勝： ５３，３３４，８００円 枠連： ３１，８４４，５００円

馬連： １３５，１０８，６００円 馬単： ７４，０１６，３００円 ワイド： ４９，２４０，２００円

３連複： １９６，０９４，９００円 ３連単： ３５７，３９２，６００円 計： ９３１，２６６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ２９０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（１－７） １，４１０円

馬 連 �� ３，５５０円 馬 単 �� ６，９２０円

ワ イ ド �� １，３２０円 �� ６７０円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� ２３，０１０円

票 数

単勝票数 計 ３４２３４１ 的中 � ２３９７３（６番人気）
複勝票数 計 ５３３３４８ 的中 � ３６９６５（６番人気）� ７４３７６（２番人気）� １４０４２７（１番人気）
枠連票数 計 ３１８４４５ 的中 （１－７） １６７５５（７番人気）
馬連票数 計１３５１０８６ 的中 �� ２８１３０（１３番人気）
馬単票数 計 ７４０１６３ 的中 �� ７９０３（２４番人気）
ワイド票数 計 ４９２４０２ 的中 �� ８５７９（１５番人気）�� １７９１４（６番人気）�� ３４６１０（１番人気）
３連複票数 計１９６０９４９ 的中 ��� ５２３３９（４番人気）
３連単票数 計３５７３９２６ 的中 ��� １１４６４（４４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２２．９―３４．０―４５．７―５７．２―１：０８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３４．３
３ １２，１４（３，８）（１，４）１５，５（２，１１）（９，７，１０）（６，１３）１６ ４ ・（１２，１４）３（１，８）（４，１５）（５，１１）２（７，１０）（９，１３）（６，１６）

勝馬の
紹 介

ファイアーフロート �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Tabasco Cat デビュー ２００８．１１．２ 東京４着

２００６．４．１７生 牡６鹿 母 バーニングウッド 母母 Wood So １８戦７勝 賞金 １３８，０３３，０００円

２９０２４１０月１４日 晴 良 （２４新潟４）第２日 第１２競走 ��２，０００�
あ わ し ま

粟 島 特 別
発走１６時００分 （芝・左・外）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

１２ アラドヴァル 牝３青 ５３ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：５７．４ １２．６�

６１１ ミッキーレモン 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一野田みづき氏 久保田貴士 安平 追分ファーム ４８６－ ２１：５７．７１� ７８．７�
５９ ソ ー テ ル ヌ 牝３栗 ５３ 鮫島 良太青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４５０± ０ 〃 クビ ５７．４�
６１２ マイファーストラヴ 牝６青鹿５５ 武 幸四郎廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５６－ ４１：５７．８� １７．１�
４８ セ ミ ニ ョ ン 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 ４６０± ０ 〃 アタマ ６．８�
７１３� ルーナピエーナ 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗�樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 ４５６＋ ２ 〃 アタマ ２０８．３�
２３ シュピッツェ 牝３鹿 ５３ 松田 大作吉田 照哉氏 森 秀行 千歳 社台ファーム ４６８＋１０１：５８．１１� ５６．３	
８１６ アルアマーナ 牝３鹿 ５３ 丸山 元気 
サンデーレーシング 石坂 正 安平 追分ファーム ４３０＋ ６ 〃 アタマ ２１．１�
８１７ コスモオアシス 牝３鹿 ５３ 津村 明秀 
ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４１６＋ ２１：５８．５２� １１４．７�
２４ ラ ン ブ イ エ 牝４青 ５５ 丸田 恭介吉田 勝己氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム ４８２＋１０１：５８．７１� １９．６
３５ マコトサンパギータ 牝４栗 ５５ 川須 栄彦眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ３．６�
８１８ スイートテン 牝５栗 ５５ 藤岡 佑介青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５２４－ ４１：５８．９１� １０．６�
７１５ ターフデライト 牝３青 ５３ 中谷 雄太�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７８－ ４１：５９．０クビ ７．０�
３６ マイネエミリー 牝３鹿 ５３ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム ４１８＋１６１：５９．２１� ３２．５�
１１ レッドマーキュリー 牝３鹿 ５３ 村田 一誠深見 富朗氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４９４＋２８１：５９．５２ １７．３�
４７ フレンチボウ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム ４５４－１６１：５９．６クビ ７．１�
７１４ インパクトゲーム 牝４黒鹿５５ 松山 弘平 
キャロットファーム 今野 貞一 安平 ノーザンファーム ４７０＋ ６１：５９．７� １７．０�
５１０ ニシノメルモ 牝５青鹿５５ 中井 裕二西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４６６＋ ２２：０４．１大差 １１６．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２７，１２１，１００円 複勝： ４２，４７９，０００円 枠連： ２６，２６４，８００円

馬連： ７３，７４０，０００円 馬単： ４３，２３０，６００円 ワイド： ３２，６８２，２００円

３連複： １１４，３１１，２００円 ３連単： ２０４，６１７，９００円 計： ５６４，４４６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２６０円 複 勝 � ５００円 � １，５１０円 � １，３３０円 枠 連（１－６） ６，５９０円

馬 連 �� ４１，２９０円 馬 単 �� ７０，７５０円

ワ イ ド �� ９，１１０円 �� １０，９４０円 �� ２７，８３０円

３ 連 複 ��� ４５６，０１０円 ３ 連 単 ��� ２，４３５，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２７１２１１ 的中 � １７０００（６番人気）
複勝票数 計 ４２４７９０ 的中 � ２４１５１（６番人気）� ７１３６（１５番人気）� ８１７０（１４番人気）
枠連票数 計 ２６２６４８ 的中 （１－６） ２９４３（２３番人気）
馬連票数 計 ７３７４００ 的中 �� １３１８（９２番人気）
馬単票数 計 ４３２３０６ 的中 �� ４５１（１６９番人気）
ワイド票数 計 ３２６８２２ 的中 �� ８８５（８５番人気）�� ７３６（９４番人気）�� ２８８（１３７番人気）
３連複票数 計１１４３１１２ 的中 ��� １８５（５９４番人気）
３連単票数 計２０４６１７９ 的中 ��� ６２（３２５５番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．５―１０．９―１１．１―１１．８―１２．３―１２．２―１２．４―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．０―３３．９―４５．０―５６．８―１：０９．１―１：２１．３―１：３３．７―１：４５．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アラドヴァル �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．１．２１ 京都９着

２００９．３．１９生 牝３青 母 エメラルドアイル 母母 アイリッシュダンス ７戦２勝 賞金 １５，２９７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノメルモ号は，平成２４年１１月１４日まで平地競走に出走できない。

３レース目



（２４新潟４）第２日 １０月１４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 １７３頭 本 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

１８２，２６０，０００円
４，８３０，０００円
１，８００，０００円
１６，７３０，０００円
５５，８０２，５００円
４，４９８，０００円
１，６６０，８００円

勝馬投票券売得金
１９２，０１３，２００円
３３２，２８０，４００円
１４９，６２４，８００円
４６１，５０４，８００円
３１７，４３６，７００円
２１８，０１５，１００円
６８８，２０５，５００円
１，２６１，３０７，８００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 ３，６２０，３８８，３００円

総入場人員 １４，８３５名 （有料入場人員 １２，８７５名）


