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２９０４９１０月２７日 晴 稍重 （２４新潟４）第５日 第１競走 ��
��１，８００�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

１：５５．０
１：５２．０

良

不良

６１１ ウインバーディ 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥�ウイン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４９８＋ ８１：５６．７ ２７．１�

４６ モルダバイト 牡２芦 ５５ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 ５２０＋ ８１：５７．１２� ８．１�
３４ ベリートゥベリー 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介北所 直人氏 鈴木 伸尋 様似 �村 伸一 ４６８＋ ８ 〃 クビ １．３�
２３ アキレスバイオ 牡２芦 ５５ 村田 一誠バイオ� 奥平 雅士 日高 中館牧場 ４７８－ ４１：５７．８４ ９７．３�
７１２ スイングタキオン 牡２栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 ４６２－１８１：５８．２２� ９．３�
４７ アーリーボーイ 牡２鹿 ５５

５３ △西村 太一冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム ４９４－ ８１：５８．７３ １３８．３�
６１０ スリースペシャル 牡２鹿 ５５ 松田 大作永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 B４６４－ ２１：５９．１２� ５３．６	
８１４ ザジャズダンス 牡２黒鹿５５ 田中 博康平本 敏夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４５０＋ ２１：５９．３� ２８３．８

５８ ゲンキチタチカゼ 牡２鹿 ５５

５３ △嶋田 純次荒井 壽明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ４５８＋１２ 〃 クビ １３．７�

２２ � ヴォルドニュイ 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人前田 幸治氏 角田 晃一 米 John C.
Oxley ４８６＋ ８１：５９．４� １２．５�

５９ セイウンコダシ 牡２栗 ５５ 津村 明秀西山 茂行氏 菅原 泰夫 浦河 高昭牧場 B４５０＋ ８１：５９．８２� １０２．９
７１３ ダイメイホーム 牡２栗 ５５ 西田雄一郎宮本 孝一氏 本間 忍 浦河 梅田牧場 ４９０＋１２２：００．０� ２３４．３�
１１ ブリリアントダンス 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド ４８０＋ ２２：００．２１� ９２．８�
３５ ハートビート 牡２鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二畑佐 博氏 高柳 瑞樹 新ひだか 高田 利雄 ５０６－ ４２：０１．８１０ １３９．２�
８１５ カラダサンキュー 牡２鹿 ５５

５２ ▲横山 和生子安 裕樹氏 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 ４２４－ ２２：０２．０１	 ２３９．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，９２９，１００円 複勝： ４４，５０５，８００円 枠連： ６，２８１，１００円

馬連： ２０，２９６，０００円 馬単： １９，６３５，１００円 ワイド： １２，６９５，８００円

３連複： ３５，１６８，０００円 ３連単： ６７，００６，１００円 計： ２１８，５１７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７１０円 複 勝 � ３２０円 � １６０円 � １００円 枠 連（４－６） ４，４４０円

馬 連 �� ６，３８０円 馬 単 �� １６，５３０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ３３０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� １，４３０円 ３ 連 単 ��� ２５，７９０円

票 数

単勝票数 計 １２９２９１ 的中 � ３７６６（６番人気）
複勝票数 計 ４４５０５８ 的中 � １０８１４（６番人気）� ３０５８７（２番人気）� ３２９０６４（１番人気）
枠連票数 計 ６２８１１ 的中 （４－６） １０４６（１０番人気）
馬連票数 計 ２０２９６０ 的中 �� ２３５１（１６番人気）
馬単票数 計 １９６３５１ 的中 �� ８７７（３０番人気）
ワイド票数 計 １２６９５８ 的中 �� ２７４１（１１番人気）�� ９１７３（４番人気）�� ２０７５８（１番人気）
３連複票数 計 ３５１６８０ 的中 ��� １８２４７（５番人気）
３連単票数 計 ６７００６１ 的中 ��� １９１８（６８番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．２―１３．０―１３．８―１３．４―１３．２―１３．２―１２．９―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．０―３７．０―５０．８―１：０４．２―１：１７．４―１：３０．６―１：４３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．５―３F３９．３
１
３
１０，１１，６，７（２，１２）（１，３，８，１３，１４）（４，５，１５）－９・（１０，１１）（２，９）６，７（１，１２，１４，４）－（３，１３）８，５－１５

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

勝馬の
紹 介

ウインバーディ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 ゴールデンフェザント デビュー ２０１２．６．１７ 函館７着

２０１０．２．１生 牡２鹿 母 ティーボール 母母 イブキバレリーナ ６戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔制裁〕 ベリートゥベリー号の騎手丸田恭介は，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（５番への進路影響）
〔その他〕 ハートビート号は，向正面で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〕 カラダサンキュー号は，平成２４年１１月２７日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハルカナルブルー号

２９０５０１０月２７日 晴 良 （２４新潟４）第５日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時２０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

１：０８．７
１：０７．８

良

良

２３ ハプスブルク 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４４２＋ ２１：０９．３ ６．５�

３６ ホークインザブルー 牡２鹿 ５５ 津村 明秀藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４６４＋１０ 〃 クビ ７．２�
４７ ミッキーマンデー 牡２栗 ５５ 吉田 隼人三木 久史氏 中村 均 平取 赤石牧場 ４６０＋ ２１：０９．４� ４．８�
６１１� 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 ４７６－ ２ 〃 アタマ ４．８�
７１３� シ ア ー ジ ュ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二前田 幸治氏 和田 正道 米 Foxborough

Farm et. al. ４３０－ ４１：０９．６１� ４．０�
１１ ル ザ ン ク 牝２黒鹿５４ 村田 一誠村島 昭男氏 松山 将樹 日高 広富牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ ２３．９�
５９ タ サ ジ ャ ラ 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム ５０２－ ６１：０９．９２ １８．８�
７１４ ミラクルチャンス 牝２栗 ５４ 西田雄一郎井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４９４＋ ６１：１０．０クビ １７８．７	
８１５ イケハートジョイ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか 泊 寿幸 ４２４＋ ４１：１０．２１	 １２．９

１２ ドヴァラパーラ 牡２栗 ５５ 的場 勇人�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３２－ ４１：１０．３クビ ６７．４�
８１６ ハタノゼーレ 牡２鹿 ５５ 上村 洋行 �グッドラック・ファーム 昆 貢 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８８＋ ２ 〃 ハナ ２１．６
２４ ナスケンプレアデス 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか マルショウ牧場 ４５２＋ ２１：１０．４クビ ８４．５�
４８ 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 ４２４＋１４１：１０．６１� １２５．２�
６１２ コスモアリーナ 牡２青鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二岡田 繁幸氏 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム ４４２＋ ６１：１０．８１� ４４．８�
３５ マイネルイロンデル 牡２黒鹿５５ 伊藤 工真 �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 ４８２＋ ６１：１１．０１� ６７．２�
５１０ カンタベリーサクラ 牝２鹿 ５４ 黛 弘人峰 哲馬氏 佐藤 全弘 日高 高藤 茂 ４５８± ０１：１１．３２ １７８．７	

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，４９８，７００円 複勝： １６，２９７，１００円 枠連： ５，９９８，４００円

馬連： １８，６６６，５００円 馬単： １４，４２６，２００円 ワイド： １０，９９３，１００円

３連複： ２８，３２８，６００円 ３連単： ４４，６１８，４００円 計： １４８，８２７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６５０円 複 勝 � ２００円 � ２１０円 � ２２０円 枠 連（２－３） ２，１９０円

馬 連 �� ２，１１０円 馬 単 �� ４，４７０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ６５０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ３，６７０円 ３ 連 単 ��� ２５，２４０円

票 数

単勝票数 計 ９４９８７ 的中 � １１５３２（４番人気）
複勝票数 計 １６２９７１ 的中 � ２２７１６（３番人気）� ２０５６９（４番人気）� １９９６８（５番人気）
枠連票数 計 ５９９８４ 的中 （２－３） ２０２３（１４番人気）
馬連票数 計 １８６６６５ 的中 �� ６５４１（１０番人気）
馬単票数 計 １４４２６２ 的中 �� ２３８３（２１番人気）
ワイド票数 計 １０９９３１ 的中 �� ３６２８（１０番人気）�� ４１８３（８番人気）�� ５５４０（４番人気）
３連複票数 計 ２８３２８６ 的中 ��� ５７０８（１０番人気）
３連単票数 計 ４４６１８４ 的中 ��� １３０５（７２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．５―１１．５―１１．６―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．５―３４．０―４５．６―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハプスブルク �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 カコイーシーズ デビュー ２０１２．１０．６ 東京４着

２０１０．４．１７生 牡２鹿 母 ファインルナラック 母母 メイジサファイア ２戦１勝 賞金 ６，１００，０００円

第４回 新潟競馬 第５日



２９０５１１０月２７日 晴 稍重 （２４新潟４）第５日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時５０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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１３ エーシンメンフィス 牝４鹿 ５５
５２ ▲中井 裕二�栄進堂 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 ５１４－ ２１：５４．５ ５．４�

３４ ディアアプローズ 牝４鹿 ５５ 川島 信二�ノースヒルズ 荒川 義之 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋ ２１：５４．６� ３．５�
１１ ニシノキュアノス 牝５青鹿５５ 大野 拓弥西山 茂行氏 伊藤 圭三 むかわ 西山牧場 B５０６－ ６ 〃 クビ ７．７�
７１２ スカルラット 牝３栃栗 ５３

５０ ▲平野 優�日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム ４８８＋ ２１：５４．８１� ４９．９�
４６ クリアザウェイ 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一 �社台レースホース栗田 博憲 安平 追分ファーム ４９０＋ ８１：５５．１１� ９．２�
５８ スターライラック 牝３鹿 ５３ 吉田 隼人庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 ４５２－１０１：５５．２� ４．３	
８１４ ショウナンガーデン 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介国本 哲秀氏 上原 博之 浦河 桑田牧場 ４４０＋ ４１：５５．８３� １７．１

５７ スピカシチー 牝３鹿 ５３

５０ ▲菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 ４３４＋ ６ 〃 クビ ３６．３�
６９ ノーブルガイア 牝３黒鹿５３ 中舘 英二菅波立知子氏 田村 康仁 日高 富川田中牧場 ４３２＋ ６１：５６．２２� ２７．９�
６１０ オータムカラー 牝３栗 ５３

５１ △西村 太一 �社台レースホース小島 茂之 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７４± ０１：５６．３クビ １６．５

２２ ラインキャメロン 牝３黒鹿５３ 村田 一誠大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４２６－１２ 〃 クビ ２６．３�
７１１ ドラゴンソニック 牝５青鹿５５ 黛 弘人窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４４＋ ２１：５６．６２ １０８．０�
３３ サマーティアラ 牝４青鹿５５ 勝浦 正樹セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 飛渡牧場 ４５０＋ ６１：５７．４５ ３５．７�
４５ ゴッドフローラ 牝４芦 ５５ 古川 吉洋中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ４９２± ０１：５８．１４ ２５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，５５２，５００円 複勝： ２０，５８４，２００円 枠連： ６，６７４，０００円

馬連： ２１，０１０，８００円 馬単： １５，３０６，５００円 ワイド： １２，４０３，３００円

３連複： ３０，８０９，４００円 ３連単： ４７，６３５，３００円 計： １６５，９７６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １９０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（３－８） ７１０円

馬 連 �� １，１９０円 馬 単 �� ２，７００円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ６９０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ２，２３０円 ３ 連 単 ��� １２，６６０円

票 数

単勝票数 計 １１５５２５ 的中 � １６９８７（３番人気）
複勝票数 計 ２０５８４２ 的中 � ２７０９５（３番人気）� ４０７１５（１番人気）� ２４１８８（４番人気）
枠連票数 計 ６６７４０ 的中 （３－８） ７０１６（２番人気）
馬連票数 計 ２１０１０８ 的中 �� １３１０６（３番人気）
馬単票数 計 １５３０６５ 的中 �� ４１９８（６番人気）
ワイド票数 計 １２４０３３ 的中 �� ５９４９（３番人気）�� ４１９６（８番人気）�� ８７９７（２番人気）
３連複票数 計 ３０８０９４ 的中 ��� １０２０８（３番人気）
３連単票数 計 ４７６３５３ 的中 ��� ２７７９（１７番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．２―１２．６―１３．５―１２．８―１２．１―１３．１―１２．７―１３．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．４―４９．９―１：０２．７―１：１４．８―１：２７．９―１：４０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３９．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

エーシンメンフィス �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Pine Bluff デビュー ２０１１．６．１２ 阪神８着

２００８．４．２０生 牝４鹿 母 テネシーガール 母母 Java Magic １１戦３勝 賞金 ２４，４００，０００円

２９０５２１０月２７日 晴 稍重 （２４新潟４）第５日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時２０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 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

６１０ スマイリングムーン 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二吉田 正志氏 岡田 稲男 安平 追分ファーム ５１０＋１０１：１２．１ １０．３�

５９ サイズミックレディ 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 ４８４± ０ 〃 クビ ３０．７�
５８ ビッグヒーロー 牡５鹿 ５７ 中舘 英二永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ５０６－ ４１：１２．２� ２．３�
３４ マサノボラーレビア 牡３鹿 ５５ 丸山 元気中村 時子氏 高野 友和 日高 道見牧場 ５２４＋２０１：１２．３� ５．２�
６１１ ショウナンスマイル 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥�湘南 古賀 史生 浦河 まるとみ冨岡牧場 B４５４± ０１：１２．５１� ５．７�
２３ キングダムキング 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B４６６－ ４１：１２．６クビ ４４．８�
２２ エールビスティー 牡３青鹿 ５５

５２ ▲平野 優備前島敏子氏 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム ５２２－ ４１：１２．８１� １１．４	
４６ ユキノアイオロス �４鹿 ５７ 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム ４７２＋ ２１：１３．１１� １１．８

３５ マンボマンボ 牡３鹿 ５５ 鮫島 良太久保 敏文氏 大江原 哲 新ひだか 及川 幸夫 B４７８± ０１：１３．７３� ９０．２�
８１５ カノヤミノリ 牡３芦 ５５ 勝浦 正樹神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 ４６４－ ２１：１３．８クビ １５．４�
４７ フランベルジェ 牡３黒鹿５５ 津村 明秀 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B４８８＋ ４１：１４．２２� ２５．５
７１３ メイショウマサシゲ 牡３栗 ５５

５２ ▲中井 裕二松本 好雄氏 西橋 豊治 新冠 新冠橋本牧場 ４８０＋ ２ 〃 アタマ １０９．０�
８１４ シンデンアラタ 牡３黒鹿５５ 西田雄一郎神田 通博氏 佐藤 全弘 新ひだか 落合 一巳 ４９０± ０１：１４．３� ３００．８�
７１２ ナーゴナーゴサユリ 牝３鹿 ５３

５０ ▲藤懸 貴志石川美代子氏 清水 出美 新ひだか 原 フアーム ４２６－１０１：１５．０４ ２３０．５�
１１ ガーディアンケイコ 牝３栗 ５３

５０ ▲菅原 隆一大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 有限会社
大原ファーム ４３６＋ ６１：１６．３８ ２７１．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，２７３，２００円 複勝： ２０，６９５，５００円 枠連： ７，６４３，２００円

馬連： ２１，９７１，４００円 馬単： １７，１１５，８００円 ワイド： １３，８９９，２００円

３連複： ３１，１７９，０００円 ３連単： ５２，７２４，７００円 計： １７９，５０２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０３０円 複 勝 � ２７０円 � ３２０円 � １３０円 枠 連（５－６） ３４０円

馬 連 �� １１，４７０円 馬 単 �� ２０，６８０円

ワ イ ド �� ２，５３０円 �� ５３０円 �� ８７０円

３ 連 複 ��� ６，０５０円 ３ 連 単 ��� ７１，６６０円

票 数

単勝票数 計 １４２７３２ 的中 � １０９２５（４番人気）
複勝票数 計 ２０６９５５ 的中 � １６９３７（４番人気）� １３３３８（７番人気）� ６０２５７（１番人気）
枠連票数 計 ７６４３２ 的中 （５－６） １７０７１（１番人気）
馬連票数 計 ２１９７１４ 的中 �� １４１４（３４番人気）
馬単票数 計 １７１１５８ 的中 �� ６１１（６２番人気）
ワイド票数 計 １３８９９２ 的中 �� １２７５（３２番人気）�� ６９４６（５番人気）�� ３９４１（８番人気）
３連複票数 計 ３１１７９０ 的中 ��� ３８０９（１９番人気）
３連単票数 計 ５２７２４７ 的中 ��� ５４３（２４４番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．３―１１．６―１２．２―１１．９―１２．９

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．６―３F３７．０
３ ８，９，１０（４，１１）（３，１５）１３（１，６，１４）（２，５，７）１２ ４ ８，９（４，１０）（３，１１）１５，１３，６，１（２，５，１４）７－１２

勝馬の
紹 介

スマイリングムーン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Bianconi デビュー ２０１１．２．１９ 東京７着

２００８．２．１３生 牝４黒鹿 母 スプレッドスマイル 母母 Horah １７戦３勝 賞金 ２７，７４０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガーディアンケイコ号は，平成２４年１１月２７日まで平地競走に出走できない。
※エールビスティー号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２９０５３１０月２７日 晴 稍重 （２４新潟４）第５日 第５競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１１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 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

４４ デオヴォレンテ 牡３鹿 ５５
５２ ▲中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９０＋ ２１：５５．４ ２．２�

８１０ リバーロイヤル 牡４栗 ５７
５４ ▲菱田 裕二河越 武治氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 ４６２－ ８１：５５．６１� ２３．２�

５５ タケデンサイレント 牝３鹿 ５３ 黛 弘人武市 弘氏 奥平 雅士 新ひだか 久米 和夫 ４５４－ ８１：５５．９１� ４．４�
７８ 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± ０１：５６．０� ５４．９�
１１ 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 ４４０＋ ２１：５６．２１� ３５．３�

２２ ニホンノチカラ 牡３黒鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５２８＋ ８１：５６．５２ ３．６�

３３ ヤマニンティグル 牡４鹿 ５７ 伊藤 工真土井 肇氏 田島 俊明 新冠 錦岡牧場 ４７２＋ ６ 〃 ハナ ２０．３�
７７ ヒノモトイチバン 牡５栗 ５７

５５ △西村 太一坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 B４６６＋ ８１：５６．６� ３２．１	
６６ ヤマニンメダイユ 牡３鹿 ５５

５３ △嶋田 純次土井 薫氏 浅見 秀一 新ひだか 中田 浩美 ４６６± ０１：５６．７� ９．１

８９ � ダノンスプリーム 牡４栗 ５７

５４ ▲横山 和生�ダノックス 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４６０－ ４１：５７．３３� ８９．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，４９１，３００円 複勝： １５，６０５，４００円 枠連： ４，９０７，０００円

馬連： １９，３３７，０００円 馬単： １６，２７０，０００円 ワイド： １０，５５９，３００円

３連複： ２７，９２７，０００円 ３連単： ５７，２１４，９００円 計： １６４，３１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � ２７０円 � １５０円 枠 連（４－８） １，３００円

馬 連 �� １，５１０円 馬 単 �� ２，５００円

ワ イ ド �� ６００円 �� ２００円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� ３，１５０円 ３ 連 単 ��� １７，１４０円

票 数

単勝票数 計 １２４９１３ 的中 � ４５２２７（１番人気）
複勝票数 計 １５６０５４ 的中 � ４１５６９（１番人気）� １０６３１（５番人気）� ３００２２（２番人気）
枠連票数 計 ４９０７０ 的中 （４－８） ２８００（５番人気）
馬連票数 計 １９３３７０ 的中 �� ９４５５（６番人気）
馬単票数 計 １６２７００ 的中 �� ４８１２（８番人気）
ワイド票数 計 １０５５９３ 的中 �� ３９４７（７番人気）�� １６５７７（１番人気）�� １４８１（１７番人気）
３連複票数 計 ２７９２７０ 的中 ��� ６５６２（１１番人気）
３連単票数 計 ５７２１４９ 的中 ��� ２４６４（５８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１３．１―１３．９―１２．８―１２．６―１２．８―１２．４―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．５―５１．４―１：０４．２―１：１６．８―１：２９．６―１：４２．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デオヴォレンテ 
�
父 アドマイヤムーン 

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２０１２．６．１７ 阪神１３着

２００９．４．８生 牡３鹿 母 ディアマンティナ 母母 Yousefia ６戦１勝 賞金 １１，０９０，０００円
〔制裁〕 デオヴォレンテ号の騎手中井裕二は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

２９０５４１０月２７日 晴 稍重 （２４新潟４）第５日 第６競走 ��２，５００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

２：３９．４
２：３８．６

不良

不良

５５ フ ァ イ ヤ ー 牡４青鹿５７ 中舘 英二深見 富朗氏 本田 優 新ひだか 寺越 政幸 ５１８－ ４２：４２．６ １．６�

４４ タイセイモンスター 牡３栗 ５４
５１ ▲菱田 裕二田中 成奉氏 須貝 尚介 様似 �村 伸一 ５２８＋ ４２：４４．２１０ ９．４�

７７ モ ネ ロ 牡３鹿 ５４ 古川 吉洋上野 直樹氏 保田 一隆 日高 浦新 徳司 B４５０－ ６ 〃 ハナ ３．５�
３３ タイソンバローズ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 清水 久詞 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８２－ ２２：４４．５１� ２６．３�
６６ ウォーターデューク 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４４４－ ４２：４４．７１� ２２．６�
８８ � エルドラゴン 牡４鹿 ５７ 津村 明秀ザ・チャンピオンズ 高木 登 新ひだか 田中 裕之 ５０４± ０２：４６．１９ ３２．７�
１１ ジャストザシーズン 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４８２± ０２：４６．２クビ １６．３�
２２ アカシローレル 牡５黒鹿５７ 吉田 隼人臼倉 勲氏 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム ４６４＋ ６２：４６．６２� ２９．４	
８９ ミヤビエスペランサ 牡３鹿 ５４

５１ ▲杉原 誠人村上 義勝氏 戸田 博文 新ひだか 原 武久 ４９６－ ６２：４６．７� ２９．６


（９頭）

売 得 金

単勝： １３，５１３，０００円 複勝： ３５，８７３，７００円 枠連： ５，００８，６００円

馬連： ２０，９４８，９００円 馬単： １９，５４１，３００円 ワイド： １１，００９，９００円

３連複： ２９，１００，８００円 ３連単： ７２，２５９，４００円 計： ２０７，２５５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（４－５） ６４０円

馬 連 �� ８００円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� １５０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 ��� ２，７９０円

票 数

単勝票数 計 １３５１３０ 的中 � ６６８４１（１番人気）
複勝票数 計 ３５８７３７ 的中 � ２２８３６８（１番人気）� ２０２６７（４番人気）� ４８９２２（２番人気）
枠連票数 計 ５００８６ 的中 （４－５） ５７９７（３番人気）
馬連票数 計 ２０９４８９ 的中 �� １９３３７（３番人気）
馬単票数 計 １９５４１３ 的中 �� １２３８８（４番人気）
ワイド票数 計 １１００９９ 的中 �� ９５７１（３番人気）�� ２５０４１（１番人気）�� ５０８８（５番人気）
３連複票数 計 ２９１００８ 的中 ��� ３７０２９（１番人気）
３連単票数 計 ７２２５９４ 的中 ��� １９１１５（５番人気）

ハロンタイム ７．５―１２．２―１３．１―１３．７―１３．８―１３．４―１４．０―１３．２―１２．２―１２．３―１２．４―１１．９―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．５―１９．７―３２．８―４６．５―１：００．３―１：１３．７―１：２７．７―１：４０．９―１：５３．１―２：０５．４―２：１７．８―２：２９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４９．５―３F３７．２
１
�
５，３（１，４，７）（８，９）（２，６）
５－（３，４）７－（１，８）（６，９）＝２

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

勝馬の
紹 介

フ ァ イ ヤ ー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Woodman デビュー ２０１１．１．２３ 小倉５着

２００８．５．２６生 牡４青鹿 母 ホシノカミコウチ 母母 Senate Appointee １４戦３勝 賞金 ２５，０５０，０００円



２９０５５１０月２７日 晴 良 （２４新潟４）第５日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０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 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

７１５ ロードエアフォース 牡４鹿 ５７
５５ △嶋田 純次 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４８０－１４１：４６．３ ２９．５�

５１０ マツリダジャパン �５青 ５７ 宮崎 北斗�橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４６２＋ ４ 〃 クビ ３３．８�
５９ インプレッシヴデイ 牡５芦 ５７ 勝浦 正樹藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 村上 雅規 ５１４± ０１：４６．４クビ ６６．９�
１２ レッドフォルツァ 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 ４８８＋１４ 〃 アタマ １０．０�
４７ マイネルコンキスタ 牡３鹿 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 ４８８± ０ 〃 クビ ４．８�
２４ グランマルシェ 牡４鹿 ５７ 松田 大作 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B５１６＋ ２１：４６．５クビ ２６．６	
８１７ エパティック 牝４鹿 ５５ 丸山 元気村木 篤氏 堀 宣行 安平 追分ファーム ４６６＋ ４ 〃 アタマ ３．３

８１８ アルトゥバン 牡４栗 ５７ 黛 弘人�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 ４８６＋ ８ 〃 クビ ２４．２�
２３ エクセレントブルー 牝４鹿 ５５

５３ △西村 太一 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 川上牧場 ４７４＋１８１：４６．６クビ １８７．０�
４８ � ルーナピエーナ 牝４栗 ５５

５２ ▲横山 和生�樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 ４５２－ ４ 〃 ハナ ９６．０
７１４� サトノオリオン 牡４栗 ５７ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 日高 下河辺牧場 ４５２＋１２ 〃 ハナ １８０．９�
７１３ ア ロ ヒ ラ ニ 牡３黒鹿５５ 丸田 恭介 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４３８－１０ 〃 クビ ９．２�
３６ ユースティティア 牝４青鹿５５ 大野 拓弥前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７８＋ ８１：４６．７クビ ４３．６�
６１２ マイファーストラヴ 牝６青鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二廣村 茂一氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ２１．９�
６１１ ビームライフル 牡３青鹿５５ 中舘 英二西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４６４＋ ６１：４７．１２� ６．４�
１１ チャードリー 牝３青鹿５３ 吉田 隼人�G１レーシング 加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０＋１２１：４７．２クビ ２０．９�
３５ アスールアラテラ 牡４鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム ４４０－ ６１：４７．３� １２．５�
８１６ メジロソフィア 牝５鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二岩� 伸道氏 栗田 博憲 洞爺湖 メジロ牧場 ４２８＋ ８１：４８．７９ ２７７．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，２４８，８００円 複勝： ２７，７４９，０００円 枠連： １０，５８９，９００円

馬連： ２９，４２３，３００円 馬単： ２０，３７１，９００円 ワイド： １７，４９０，７００円

３連複： ４８，５７９，１００円 ３連単： ７８，６３５，９００円 計： ２４９，０８８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９５０円 複 勝 � ９８０円 � ８７０円 � １，１２０円 枠 連（５－７） ５，２４０円

馬 連 �� ３５，１４０円 馬 単 �� ７２，６４０円

ワ イ ド �� ８，９４０円 �� １１，９４０円 �� ８，１９０円

３ 連 複 ��� ２４５，５６０円 ３ 連 単 ��� １，７５８，５９０円

票 数

単勝票数 計 １６２４８８ 的中 � ４３５１（１１番人気）
複勝票数 計 ２７７４９０ 的中 � ７４９５（１２番人気）� ８５４８（１１番人気）� ６４４０（１３番人気）
枠連票数 計 １０５８９９ 的中 （５－７） １４９２（２２番人気）
馬連票数 計 ２９４２３３ 的中 �� ６１８（８７番人気）
馬単票数 計 ２０３７１９ 的中 �� ２０７（１８５番人気）
ワイド票数 計 １７４９０７ 的中 �� ４８２（８６番人気）�� ３６０（９５番人気）�� ５２６（８３番人気）
３連複票数 計 ４８５７９１ 的中 ��� １４６（４４９番人気）
３連単票数 計 ７８６３５９ 的中 ��� ３３（２７５９番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．３―１２．６―１２．６―１１．９―１１．３―１０．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３４．８―４７．４―１：００．０―１：１１．９―１：２３．２―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードエアフォース �
�
父 エアエミネム �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２０１０．７．１０ 函館８着

２００８．２．２２生 牡４鹿 母 レディスターライト 母母 ナ コ マ １９戦２勝 賞金 ２３，３９４，０００円
※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 トーセンオーラ号
（非抽選馬） １頭 キクカバウンダー号

２９０５６１０月２７日 晴 稍重 （２４新潟４）第５日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

５９ サンセルマン 牡３黒鹿５５ 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 ４５２＋ ６１：１２．３ ２４．０�

３４ アラビアンマジック 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 ４６８＋ ８ 〃 アタマ ４１．０�
８１５ モリトブイコール �４栗 ５７

５４ ▲横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 ４７４± ０１：１２．６１� １３１．２�
２３ シゲルドリアン 牡３鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人森中 蕃氏 松山 将樹 日高 中前牧場 ４６０－ ６１：１２．７� １１．５�
５８ 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± ０ 〃 クビ １２．２�
２２ ゴールドエンジュ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥�菅井牧場 松山 将樹 新冠 武田 修一 ４５２－ ２ 〃 アタマ ３０．０�
４６ ワンダーゴヴェルノ 牡４栗 ５７

５４ ▲長岡 禎仁山本 信行氏 野村 彰彦 浦河 大島牧場 ４２８－１０ 〃 ハナ １９．３	
６１０ ビッグサンダー 牡５栗 ５７

５５ △嶋田 純次
Basic 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ４９４－ ２１：１３．０１� ４５．１�
８１４ ヒカルランナー 牡３鹿 ５５

５３ △西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 岩手 安蒜 忠圀 ５３４± ０１：１３．１クビ ８．０�
１１ ツヨシノブルーム 牡３芦 ５５

５２ ▲中井 裕二横瀬 兼二氏 山内 研二 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：１３．３１ ４．１
７１２ ガッチリガッチリ 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲菱田 裕二小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 ４８４± ０１：１３．５１ ６４．２�
３５ アウトオブオーダー 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５０２± ０１：１３．６� ２．２�
６１１ テイエムジョニクロ 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 惣田 英幸 ４７０± ０１：１３．８１� ６０．２�
４７ シューサクオー 牡３鹿 ５５ 中舘 英二杉田 周作氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４７０＋ ４ 〃 ハナ ３３．７�
７１３ コウユーサクラサク 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志加治屋康雄氏 領家 政蔵 日高 浜本 幸雄 ４４８＋１２１：１３．９� ８８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，８５７，８００円 複勝： ２１，４６２，８００円 枠連： ８，９４７，４００円

馬連： ２６，８９６，７００円 馬単： ２０，７５６，５００円 ワイド： １４，７５４，７００円

３連複： ３８，０８９，１００円 ３連単： ６９，００８，３００円 計： ２１４，７７３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４００円 複 勝 � ７１０円 � １，０１０円 � ２，１９０円 枠 連（３－５） ８２０円

馬 連 �� ３５，４５０円 馬 単 �� ６８，７００円

ワ イ ド �� ９，３５０円 �� ３０，９８０円 �� ４２，６１０円

３ 連 複 ��� ９０６，７７０円 ３ 連 単 ��� ８，４８８，０３０円

票 数

単勝票数 計 １４８５７８ 的中 � ４８８２（７番人気）
複勝票数 計 ２１４６２８ 的中 � ８３０１（８番人気）� ５６２７（１１番人気）� ２４７６（１５番人気）
枠連票数 計 ８９４７４ 的中 （３－５） ８０９９（３番人気）
馬連票数 計 ２６８９６７ 的中 �� ５６０（６６番人気）
馬単票数 計 ２０７５６５ 的中 �� ２２３（１３５番人気）
ワイド票数 計 １４７５４７ 的中 �� ３９０（７０番人気）�� １１７（９９番人気）�� ８５（１０２番人気）
３連複票数 計 ３８０８９１ 的中 ��� ３１（４２６番人気）
３連単票数 計 ６９００８３ 的中 ��� ６（２５８２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１２．５―１２．０―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．４―３５．１―４７．６―５９．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンセルマン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．８．１４ 新潟１８着

２００９．５．９生 牡３黒鹿 母 イースタンロマン 母母 スズノグロリア １２戦２勝 賞金 １３，８２０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 ツヨシノブルーム号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



２９０５７１０月２７日 晴 稍重 （２４新潟４）第５日 第９競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１５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� サクラレグナム 牡３栗 ５５ 伊藤 工真�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 ５１４＋１６１：５３．９ １４．６�

３３ ブリスコーラ 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一グリーンスウォード 千田 輝彦 日高 長谷川 一男 ５０４＋ ３１：５４．７５ ８．３�
８１１ シ ュ ラ 牡３鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二西森 鶴氏 領家 政蔵 新ひだか へいはた牧場 ４８０＋１０１：５４．８クビ ８．０�
２２ シルクコスモス �５栗 ５７ 宮崎 北斗有限会社シルク北出 成人 新冠 堤 牧場 ４５０－ ２１：５５．１２ １５．２�
６７ ピタゴラスコンマ 牡３鹿 ５５ 大野 拓弥�瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５１６＋ ６１：５５．２� ２．８�
７９ ベストアンサー 牡５鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム B４５４± ０１：５５．３クビ ２４．０�
５５ 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 ５１０＋ ４１：５５．５１� １４．９	
７８ 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 ５２８－ ２ 〃 クビ ４．２

６６ タガノルナリロ 牡４栗 ５７

５４ ▲藤懸 貴志八木 良司氏 松田 国英 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B４５８－ ８１：５５．６	 ５０．１�

１１ � エーシンヴンダバー 牡３鹿 ５５ 村田 一誠�栄進堂 松永 昌博 新ひだか 築紫 洋 ５０４－ ４１：５６．４５ ９１．５�
４４ ワルトユニヴァース 牡５栗 ５７

５４ ▲中井 裕二的場 徹氏 野中 賢二 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４６２＋ ８１：５７．８９ ６．９

（１１頭）

売 得 金

単勝： １４，６８８，７００円 複勝： ２１，６８６，６００円 枠連： ８，１５１，４００円

馬連： ２８，２５７，１００円 馬単： ２２，３４３，８００円 ワイド： １５，７４７，６００円

３連複： ３８，３４１，５００円 ３連単： ７８，０３４，７００円 計： ２２７，２５１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４６０円 複 勝 � ５５０円 � ３４０円 � ２７０円 枠 連（３－８） ３，４４０円

馬 連 �� ４，７９０円 馬 単 �� １２，７６０円

ワ イ ド �� １，５９０円 �� １，５８０円 �� １，４１０円

３ 連 複 ��� ２０，９８０円 ３ 連 単 ��� １４０，４７０円

票 数

単勝票数 計 １４６８８７ 的中 � ７９７６（６番人気）
複勝票数 計 ２１６８６６ 的中 � ９５０９（９番人気）� １７０９４（６番人気）� ２３６９０（３番人気）
枠連票数 計 ８１５１４ 的中 （３－８） １７５２（１５番人気）
馬連票数 計 ２８２５７１ 的中 �� ４３５６（２１番人気）
馬単票数 計 ２２３４３８ 的中 �� １２９３（５７番人気）
ワイド票数 計 １５７４７６ 的中 �� ２４３７（２３番人気）�� ２４５５（２２番人気）�� ２７６０（１９番人気）
３連複票数 計 ３８３４１５ 的中 ��� １３４９（７４番人気）
３連単票数 計 ７８０３４７ 的中 ��� ４１０（４４６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．０―１２．５―１３．５―１３．１―１２．９―１２．９―１２．３―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．９―３６．４―４９．９―１：０３．０―１：１５．９―１：２８．８―１：４１．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．０
１
３
４，８－（３，６）７，１０，１（５，１１）－（２，９）・（４，８，７，１１）３，１０，６（５，９）（１，２）

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

勝馬の
紹 介

�サクラレグナム �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ブライアンズタイム

２００９．４．２７生 牡３栗 母 グローリーゲイト 母母 ド ー タ ー ４戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 マイネルガネーシャ号の騎手丹内祐次は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（６番・９番・２番への
進路影響）

２９０５８１０月２７日 晴 良 （２４新潟４）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�きんもくせい特別

発走１４時５０分 （芝・左・外）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 ９，５００，０００円 ３，８００，０００円 ２，４００，０００円 １，４００，０００円 ９５０，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．５
１：３３．１

良

良

７８ ゴットフリート 牡２栗 ５５ 丸山 元気 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４６８± ０１：３４．１ ８．４�

６６ マイネルホウオウ 牡２栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 ４８６＋ ８ 〃 ハナ ５．６�

７７ バッドボーイ 牡２鹿 ５５ 中井 裕二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 富田牧場 ４９８＋ ２１：３４．３１� ４５．２�
３３ タイセイドリーム 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 ５１４＋ ６１：３４．５１� ３．４�
４４ サングブルー 牡２芦 ５５ 柴山 雄一吉田 和美氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４５０＋１０ 〃 ハナ １０．１�
８１０ ボブキャット 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介村木 隆氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 ４９４＋ ４ 〃 ハナ ６．３	
８９ シャスターデイジー 牝２栗 ５４ 吉田 隼人�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ ４４２－ ４１：３４．６� ９．０

１１ アポロカーネル �２鹿 ５５ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４６０± ０１：３４．８１� ８．８�
５５ サンガヴィーノ 牡２栗 ５５ 川島 信二有限会社シルク山内 研二 新ひだか 前田牧場 ４６４＋ ２ 〃 アタマ ７．９�
２２ バイオレットムーン 牡２栗 ５５ 鮫島 良太池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 ５０８－ ４１：３５．５４ ２６．８

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２０，３４１，３００円 複勝： ３１，２２６，６００円 枠連： １０，６５２，１００円

馬連： ３９，４１２，５００円 馬単： ２９，２３２，４００円 ワイド： １８，１１６，６００円

３連複： ５３，５４３，１００円 ３連単： １０６，５６０，９００円 計： ３０９，０８５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８４０円 複 勝 � ３２０円 � ２８０円 � １，０２０円 枠 連（６－７） ３，２５０円

馬 連 �� ２，６７０円 馬 単 �� ４，９９０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ３，２２０円 �� ３，０７０円

３ 連 複 ��� ３１，９２０円 ３ 連 単 ��� １５８，５６０円

票 数

単勝票数 計 ２０３４１３ 的中 � １９２２３（５番人気）
複勝票数 計 ３１２２６６ 的中 � ２６７３１（７番人気）� ３３３７４（４番人気）� ６９６８（１０番人気）
枠連票数 計 １０６５２１ 的中 （６－７） ２４２５（１８番人気）
馬連票数 計 ３９４１２５ 的中 �� １０９１５（１０番人気）
馬単票数 計 ２９２３２４ 的中 �� ４３２６（２１番人気）
ワイド票数 計 １８１１６６ 的中 �� ４４１３（１４番人気）�� １３６２（３６番人気）�� １４３３（３５番人気）
３連複票数 計 ５３５４３１ 的中 ��� １２３８（９６番人気）
３連単票数 計１０６５６０９ 的中 ��� ４９６（４７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．４―３５．２―４７．２―５９．０―１：１０．９―１：２２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．９―３F３５．１
３ ２＝４－９－（３，１０）（１，６）－（７，８）－５ ４ ２＝４－９（３，１０）（１，６）（７，８）５

勝馬の
紹 介

ゴットフリート �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．９．２９ 中山１着

２０１０．４．２３生 牡２栗 母 マチカネエンジイロ 母母 マチカネササメユキ ２戦２勝 賞金 １６，７６６，０００円
〔制裁〕 ボブキャット号の騎手丸田恭介は，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１００，０００円。（９番への進路影

響）
ゴットフリート号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（６番・１番への進路影響）



２９０５９１０月２７日 晴 良 （２４新潟４）第５日 第１１競走 ��
��１，０００�

ば く し ん

驀 進 特 別
発走１５時２５分 （芝・直線）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．１０．２９以降２４．１０．２１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 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００円
付 加 賞 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

８１７ バルスピュール 牝３黒鹿５３ 吉田 隼人ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 ４６２－ ２ ５５．０ ４．５�

３６ ニシノモレッタ 牝５栗 ５２ 村田 一誠西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ５１０± ０ 〃 クビ ２４．１�
８１６� リトルゲルダ 牝３芦 ５２ 中舘 英二栗山 良子氏 鮫島 一歩 米 Dapple

Bloodstock ４９２＋ ６ ５５．１クビ ３．８�
２３ メイショウヒデタダ 牡３黒鹿５３ 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 ４６４＋ ４ ５５．２� ２１．９�
７１５ サンマルヘイロー 牡６鹿 ５４ 大野 拓弥相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４７８＋ ４ 〃 クビ １６．９�
１１ パワフルラリマー 牝３栗 ５１ 杉原 誠人友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 ４７８－ ４ ５５．３� ２１．０�
６１２ リネンパズル 牝５鹿 ５３ 丸山 元気戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４７６＋ ４ 〃 クビ ２７．６�
６１１� アポロノカンザシ 牝４栗 ５５ 丸田 恭介アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck

Stables B４４０－ ２ ５５．４� ７．１	
５９ ニホンピロシュラブ 牝５鹿 ５２ 藤懸 貴志小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 B４７０＋ ４ 〃 ハナ ２０．７

３５ � シチリアーナ 牝７黒鹿５１ 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６４± ０ ５５．６１	 ９７．０�
７１３ スマートムービー 牝５黒鹿５３ 古川 吉洋大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４３２－ ４ 〃 ハナ １０．６�
７１４ メロークーミス 牝４鹿 ５２ 宮崎 北斗井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム ４６０－ ２ 〃 クビ １７．０
８１８ スターゲイジング 牝３黒鹿５２ 西田雄一郎�ミルファーム 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４８２＋ ２ ５５．７クビ ９．９�
５１０ ポールアックス 
６鹿 ５５ 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５１４＋１２ 〃 クビ ２６．６�
１２ ローブドヴルール 牝６鹿 ５３ 津村 明秀�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム ４８８－１４ ５５．８� ６０．８�
４７ � クリノスレンダー 牝６鹿 ５０ 西村 太一栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４７０－ ６ 〃 アタマ ２３６．４�
２４ パープルタイガー 牡３栗 ５４ 田中 博康中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B４７４－ ６ 〃 アタマ ４３．１�
４８ マドモアゼルノン 牝５黒鹿５０ 菱田 裕二�ミルファーム 畠山 重則 日高 小西ファーム ４５４＋ ２ 〃 ハナ １７１．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２６，７２０，９００円 複勝： ４１，１８７，５００円 枠連： ３５，８４７，１００円

馬連： ９８，５３９，７００円 馬単： ５７，９４１，５００円 ワイド： ３７，９８５，１００円

３連複： １５３，３８４，１００円 ３連単： ２５７，５２９，８００円 計： ７０９，１３５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � ６２０円 � １５０円 枠 連（３－８） １，９００円

馬 連 �� ６，０３０円 馬 単 �� １１，３００円

ワ イ ド �� １，８９０円 �� ３５０円 �� １，３５０円

３ 連 複 ��� ５，２６０円 ３ 連 単 ��� ４３，８１０円

票 数

単勝票数 計 ２６７２０９ 的中 � ４７３８９（２番人気）
複勝票数 計 ４１１８７５ 的中 � ６５９５７（２番人気）� １２４４１（１３番人気）� ９００９１（１番人気）
枠連票数 計 ３５８４７１ 的中 （３－８） １３９５８（７番人気）
馬連票数 計 ９８５３９７ 的中 �� １２０６６（１９番人気）
馬単票数 計 ５７９４１５ 的中 �� ３７８６（３３番人気）
ワイド票数 計 ３７９８５１ 的中 �� ４５９５（１９番人気）�� ３０７７７（１番人気）�� ６５２０（１４番人気）
３連複票数 計１５３３８４１ 的中 ��� ２１５２５（９番人気）
３連単票数 計２５７５２９８ 的中 ��� ４３３９（９１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．２―１０．６―１０．２―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．１―３２．７―４２．９

上り４F４３．１－３F３２．９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

バルスピュール �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．１０．２９ 東京６着

２００９．３．１５生 牝３黒鹿 母 サ ウ ダ ー ジ 母母 シルヴアード １２戦３勝 賞金 ３３，９５７，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーセンムンク号
（非抽選馬） ３頭 キルシュバウム号・シゲルアセロラ号・ビップヴィットリオ号

２９０６０１０月２７日 晴 良 （２４新潟４）第５日 第１２競走 ��
��２，０００�

さ め が お じ ょ う

鮫 ヶ 尾 城 特 別
発走１６時００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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

５８ オーシャンビーナス 牝４栗 ５５ 丸山 元気近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４６４＋ ２１：５９．４ ９．３�

３４ インプレザリオ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 安平 追分ファーム ４８２－１０１：５９．６１� ４．０�
１１ シャドウバンガード 牡３黒鹿５５ 中舘 英二飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４４８± ０ 〃 クビ ２．５�
３３ 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 ４７６－ ６１：５９．７クビ ２４．３�
７１１ チャペルプリンセス 牝３栗 ５３ 柴山 雄一有限会社シルク斎藤 誠 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４０－ ２１：５９．８� ２４．８�
４５ アプフェルヴァイン 牝３鹿 ５３ 津村 明秀下河辺隆行氏 村山 明 日高 下河辺牧場 ４２０－ ４２：００．０１� ４５．３�
８１３ フラゴリーネ 牝３鹿 ５３ 荻野 琢真 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４４４＋４２ 〃 アタマ １３．５	
６９ 	 イクシカナイダロウ 牡３青鹿５５ 杉原 誠人小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 乾 皆雄 ４９６＋ ４ 〃 クビ ２９．８

７１２ リルバイリル 
４鹿 ５７ 勝浦 正樹小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４７４± ０２：００．１� ３０．６�
５７ 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± ０２：００．２� １６．８
２２ 	 セルリアンディンゴ 牡４黒鹿５７ 西田雄一郎�イクタ 天間 昭一 むかわ フラット牧場 ４９４＋ ２２：００．３� ２０８．８�
８１４ コウユータイセイ 牡４栗 ５７ 村田 一誠加治屋康雄氏 領家 政蔵 浦河 野村 正 ４８４－ ２２：００．４� １１．０�
６１０ モエレマリーア 牝３黒鹿５３ 大野 拓弥中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 ４５０＋１２２：００．５� ６１．４�
４６ ネヴァーハーツ 牝３栃栗５３ 松田 大作廣崎 玲子氏 野中 賢二 新冠 川上牧場 ４５０－ ４２：００．６� １２．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２７，２６１，３００円 複勝： ４２，６０３，６００円 枠連： １８，１４２，６００円

馬連： ５８，３８２，３００円 馬単： ３７，１５３，５００円 ワイド： ２８，２０２，３００円

３連複： ７７，０３０，６００円 ３連単： １４９，０２１，０００円 計： ４３７，７９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２２０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（３－５） １，１６０円

馬 連 �� １，７３０円 馬 単 �� ４，５６０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ４００円 �� ２００円

３ 連 複 ��� １，１８０円 ３ 連 単 ��� １２，０４０円

票 数

単勝票数 計 ２７２６１３ 的中 � ２３１０４（３番人気）
複勝票数 計 ４２６０３６ 的中 � ３８５７５（３番人気）� ８９９２３（２番人気）� １１０４４６（１番人気）
枠連票数 計 １８１４２６ 的中 （３－５） １１５４３（５番人気）
馬連票数 計 ５８３８２３ 的中 �� ２４９０７（５番人気）
馬単票数 計 ３７１５３５ 的中 �� ６０２４（１３番人気）
ワイド票数 計 ２８２０２３ 的中 �� １１６６５（４番人気）�� １６２２０（３番人気）�� ４１８８０（１番人気）
３連複票数 計 ７７０３０６ 的中 ��� ４８３４１（１番人気）
３連単票数 計１４９０２１０ 的中 ��� ９１３６（１８番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．３―１２．０―１２．２―１２．６―１２．５―１２．０―１１．７―１０．５―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．９―２４．２―３６．２―４８．４―１：０１．０―１：１３．５―１：２５．５―１：３７．２―１：４７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーシャンビーナス �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２０１１．２．５ 京都２着

２００８．３．１生 牝４栗 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ １６戦２勝 賞金 ３３，０４７，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



（２４新潟４）第５日 １０月２７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 １２回 出走頭数 １６５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

１６７，０７０，０００円
２，５００，０００円
１，５４０，０００円
１５，５３０，０００円
５５，４３９，５００円
４，２９０，０００円
１，５８４，０００円

勝馬投票券売得金
１９４，３７６，６００円
３３９，４７７，８００円
１２８，８４２，８００円
４０３，１４２，２００円
２９０，０９４，５００円
２０３，８５７，６００円
５９１，４８０，３００円
１，０８０，２４９，４００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 ３，２３１，５２１，２００円

総入場人員 ９，４５９名 （有料入場人員 ８，０７１名）


