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2900110月5日 曇 良 （25新潟3）第1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
1：50．9

良
不良

35 コスモリトライ 牡2鹿 55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 金成 貴史 日高 ナカノファーム B454± 01：56．6 39．3�
34 セクシーボーイ 牡2鹿 55 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468－ 81：56．91� 11．8�
59 コスモラヴモア 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 464＋ 41：57．43 8．4�
46 マンボプリンス 牡2鹿 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム B454－ 21：57．5� 56．7�
23 マイネルガヴァナー 牡2鹿 55 高倉 稜 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 日高 白井牧場 452＋181：57．81� 11．9	
814 ジョーチャーリー 牡2黒鹿55 鮫島 良太上田けい子氏 中竹 和也 浦河 バンブー牧場 464－ 21：58．01� 10．8

611 シリウスフォンテン 牡2鹿 55 松田 大作吉橋 計氏 石毛 善彦 平取 高橋 幸男 464＋ 41：58．1� 48．9�
712 バロンドール 牡2芦 55 柴山 雄一佐々木雄二氏 水野 貴広 新ひだか 土田 陽介 506－ 41：58．31� 44．1�
815 ヴィンセンツイヤー 牡2栗 55

53 △横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 476－ 61：58．4クビ 4．2

11 キョウエイボス 牡2黒鹿55 黛 弘人田中 晴夫氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 440－ 41：58．82� 76．8�
713 キングオブキック 牡2栗 55

52 ▲伴 啓太北原光一郎氏 畠山 重則 浦河 上山牧場 476＋161：58．9� 41．0�
58 キネオハンター 牡2黒鹿55 吉田 隼人吉田 千津氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 492－ 81：59．11� 4．8�
22 ジャーアルタミラ �2鹿 55 伊藤 工真本間 茂氏 石毛 善彦 浦河 高岸 順一 446＋ 21：59．2� 97．8�
47 エゾベンケイ 牡2芦 55

52 ▲長岡 禎仁瀬口 信正氏 畠山 吉宏 新冠 村上 欽哉 456－ 21：59．51� 90．2�
610 ラクードール 牡2黒鹿55 丸山 元気小林 秀樹氏 栗田 徹 新冠 つつみ牧場 458± 02：01．09 3．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 9，531，500円 複勝： 17，124，300円 枠連： 5，929，700円
馬連： 18，946，900円 馬単： 13，397，900円 ワイド： 11，367，700円
3連複： 26，693，200円 3連単： 40，069，500円 計： 143，060，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，930円 複 勝 � 790円 � 360円 � 310円 枠 連（3－3） 17，370円

馬 連 �� 17，480円 馬 単 �� 40，690円

ワ イ ド �� 5，460円 �� 2，350円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 27，370円 3 連 単 ��� 240，420円

票 数

単勝票数 計 95315 的中 � 1914（8番人気）
複勝票数 計 171243 的中 � 5177（9番人気）� 12865（6番人気）� 16006（4番人気）
枠連票数 計 59297 的中 （3－3） 252（29番人気）
馬連票数 計 189469 的中 �� 800（39番人気）
馬単票数 計 133979 的中 �� 243（88番人気）
ワイド票数 計 113677 的中 �� 501（47番人気）�� 1190（25番人気）�� 2339（16番人気）
3連複票数 計 266932 的中 ��� 720（74番人気）
3連単票数 計 400695 的中 ��� 123（556番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―38．0―52．2―1：05．1―1：17．3―1：30．5―1：43．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．3
1
3
4，15（3，9，13）（5，8）（1，14）10，6，11（7，12）－2
4，15（3，5，9，13）8（1，14）－10（6，11）－7，12－2

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

勝馬の
紹 介

コスモリトライ �
�
父 サムライハート �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．7．27 新潟15着

2011．3．6生 牡2鹿 母 アーダーチャリス 母母 シルバービオレ 4戦1勝 賞金 5，000，000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。
（非抽選馬） 1頭 ティーポイズン号

2900210月5日 曇 良 （25新潟3）第1日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時20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
1：33．5
1：33．1

良
良

22 � エイシンエルヴィン 牡2鹿 55 福永 祐一�栄進堂 中尾 秀正 愛 K. K. Ei-
shindo 484－ 21：36．4 1．7�

45 カ シ ノ バ ル �2栗 55 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 熊本 片山 建治 444－ 41：36．72 220．3�
57 � ドラゴンスパン 牡2黒鹿55 柴山 雄一窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 464－121：36．8クビ 3．9�
710 コスモアイオライト 牝2芦 54

53 ☆中井 裕二 �ビッグレッドファーム 宮本 博 浦河 猿橋 義昭 440－ 4 〃 クビ 14．7�
33 ハ イ ク ロ ス 牡2芦 55

53 △杉原 誠人 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム B442＋101：36．9	 192．3	
11 マイネルゼーラフ 牡2青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 488± 01：37．0クビ 15．9

44 メイショウヒコボシ 牡2鹿 55 松田 大作松本 和子氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 508＋ 2 〃 ハナ 12．3�
68 ゴーナミノリ 牡2黒鹿 55

53 △横山 和生�LS.M 森 秀行 日高 メイプルファーム 438－ 81：37．32 9．6�
812 ディアブレイズン 牡2鹿 55 勝浦 正樹ディアレスト 矢野 英一 新ひだか 岡田 猛 462± 01：38．04 25．5
711 テイエムデンコウ 牡2黒鹿55 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤巻 則弘 476－ 41：38．21
 74．3�
56 シゲルサガミ 牡2青鹿 55

52 ▲花田 大昂森中 蕃氏 和田 雄二 新ひだか グローリーファーム 446± 01：38．83	 285．7�
69 ソナーポケット 牝2栗 54 伊藤 工真小林 昌志氏 尾形 充弘 日高 メイプルファーム 436± 0 〃 クビ 153．4�
813 アッパレジャパン 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太西村新一郎氏 伊藤 伸一 新冠 浜口牧場 430－ 21：40．29 254．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 12，689，200円 複勝： 36，976，900円 枠連： 4，617，100円
馬連： 17，453，300円 馬単： 15，450，200円 ワイド： 10，582，300円
3連複： 24，979，600円 3連単： 55，404，200円 計： 178，152，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 2，440円 � 130円 枠 連（2－4） 710円

馬 連 �� 11，820円 馬 単 �� 13，550円

ワ イ ド �� 4，310円 �� 180円 �� 7，070円

3 連 複 ��� 15，280円 3 連 単 ��� 74，760円

票 数

単勝票数 計 126892 的中 � 61587（1番人気）
複勝票数 計 369769 的中 � 258994（1番人気）� 955（11番人気）� 43400（2番人気）
枠連票数 計 46171 的中 （2－4） 4801（4番人気）
馬連票数 計 174533 的中 �� 1090（24番人気）
馬単票数 計 154502 的中 �� 842（35番人気）
ワイド票数 計 105823 的中 �� 487（28番人気）�� 21223（1番人気）�� 295（37番人気）
3連複票数 計 249796 的中 ��� 1207（34番人気）
3連単票数 計 554042 的中 ��� 547（165番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．2―36．6―49．4―1：01．9―1：13．7―1：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．5
3 1（4，8，12）（2，7）（5，10）（3，11）－6（9，13） 4 1（4，8）（2，7，12）－（5，10）11（3，6）（9，13）

勝馬の
紹 介

�エイシンエルヴィン �
�
父 Shamardal �

�
母父 Monsun デビュー 2013．8．4 小倉4着

2011．2．22生 牡2鹿 母 La Ina 母母 Limata 3戦1勝 賞金 7，400，000円

第３回 新潟競馬 第１日



2900310月5日 曇 良 （25新潟3）第1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

712� テーオーフェアリー 牝4栗 55 丸山 元気小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 470－ 61：54．1 9．6�
47 ショウナンバーキン 牝3青 53 福永 祐一国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 462＋ 61：54．31� 10．5�
46 レッドフォーチュン 牝3芦 53

50 ▲藤懸 貴志杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 444± 0 〃 ハナ 7．9�
34 シンコームーン 牝4栗 55 水口 優也豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 444－101：54．83 13．4�
58 テイケイフロックス 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁兼松 忠男氏 大橋 勇樹 新冠 新冠橋本牧場 504－ 4 〃 アタマ 70．2�
35 サイモンガーランド 牝4鹿 55 荻野 琢真澤田 昭紀氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 486－ 61：55．22� 3．6�
59 スカルラット 牝4栃栗55 伊藤 工真	日進牧場 矢野 照正 様似 スイートフアーム 500＋ 21：55．52 6．5

815 ディレットリーチェ 牝3栗 53 松田 大作飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B484＋ 61：55．6クビ 52．4�
11 コスモリボン 牝4栗 55 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B492＋101：55．7� 32．3�
611� レインボーデイズ 牝5栗 55 西村 太一	ターフ・スポート新開 幸一 日高 ナカノファーム 438± 0 〃 ハナ 273．4
22 セカイノカナ 牝3芦 53 秋山真一郎泉 一郎氏 飯田 雄三 新ひだか 坂本牧場 444± 01：55．91� 7．2�
814 キセキノチャンス 牝3栗 53 吉田 隼人深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 480－ 61：56．32� 23．7�
610 ク ラ ベ ス 牝5黒鹿55 柴山 雄一下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 490－ 81：56．51� 7．2�
23 チェルカトローバ 牝6鹿 55 西田雄一郎近藤 英二氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B446＋ 41：56．92� 188．7�
713 ケイアイキャンサー 牝3鹿 53

51 △横山 和生亀田 和弘氏 伊藤 圭三 新ひだか 松田牧場 508－ 6 〃 クビ 33．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 10，511，100円 複勝： 18，596，000円 枠連： 5，884，700円
馬連： 21，180，100円 馬単： 14，509，700円 ワイド： 12，229，800円
3連複： 29，534，900円 3連単： 45，966，000円 計： 158，412，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 320円 � 420円 � 320円 枠 連（4－7） 1，800円

馬 連 �� 6，900円 馬 単 �� 14，500円

ワ イ ド �� 2，140円 �� 1，640円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 16，750円 3 連 単 ��� 124，720円

票 数

単勝票数 計 105111 的中 � 8652（6番人気）
複勝票数 計 185960 的中 � 15869（5番人気）� 11334（7番人気）� 15801（6番人気）
枠連票数 計 58847 的中 （4－7） 2421（8番人気）
馬連票数 計 211801 的中 �� 2266（29番人気）
馬単票数 計 145097 的中 �� 739（59番人気）
ワイド票数 計 122298 的中 �� 1396（28番人気）�� 1839（23番人気）�� 1990（20番人気）
3連複票数 計 295349 的中 ��� 1302（64番人気）
3連単票数 計 459660 的中 ��� 272（435番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．2―50．9―1：03．8―1：16．2―1：29．4―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

�テーオーフェアリー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2009．4．15生 牝4栗 母 チアズグレイス 母母 チアズフラワー 9戦1勝 賞金 10，790，000円
初出走 JRA

2900410月5日 曇 良 （25新潟3）第1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

46 ゲンパチメジャー 牡4栗 57 勝浦 正樹平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 500－141：10．8 3．4�
58 ヒルノケアンズ 牝3黒鹿53 川島 信二�ヒルノ 北出 成人 浦河 杵臼牧場 466＋ 81：11．86 66．6�
23 デルマダイコク 牡4栗 57 西村 太一浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 516－ 21：11．9� 9．4�
815 タマノエスペランサ 牝3鹿 53

50 ▲伴 啓太玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 新冠 武田牧場 484－ 21：12．0� 9．0�
814 ピースオブアイ 牝4栗 55

53 △杉原 誠人星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 468－14 〃 クビ 47．6�
611 プリンシペアスール 牡4鹿 57

56 ☆中井 裕二吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム 460－ 4 〃 アタマ 16．6	
713 エリモタフネス 牡3青鹿 55

54 ☆嶋田 純次山本 慎一氏 坂口 正則 えりも エクセルマネジメント 484－ 21：12．21 22．3

35 タッチシタイ 牡3栗 55

52 ▲藤懸 貴志小田切有一氏 音無 秀孝 新ひだか 木下牧場 476－ 41：12．3� 8．3�
610 ローレルボルケーノ 牡4鹿 57 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム 520± 0 〃 クビ 5．7�
11 メイショウアルザス 牡4鹿 57

54 ▲原田 敬伍松本 好氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 468＋ 81：12．51 39．2�
47 � ギルドマスター 牡4栗 57 古川 吉洋香川 憲次氏 長浜 博之 日高 広富牧場 494± 0 〃 クビ 62．7�
59 メイショウビリーヴ 	4黒鹿57 松田 大作松本 和子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 452＋ 61：13．03 134．6�
712 カフェブリリアント 牝3栗 53 福永 祐一西川 光一氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 428－ 6 〃 アタマ 4．2�
34 ラインビューティー 牝3栗 53 木幡 初広西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 478＋ 61：13．21 52．1�
22 ネオザミスティック 牝5黒鹿55 高倉 稜小林 仁幸氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 464＋ 41：13．3� 235．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，670，500円 複勝： 25，205，500円 枠連： 5，988，200円
馬連： 24，518，500円 馬単： 17，067，500円 ワイド： 14，291，700円
3連複： 35，065，200円 3連単： 56，955，300円 計： 191，762，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 200円 � 1，250円 � 250円 枠 連（4－5） 5，320円

馬 連 �� 7，540円 馬 単 �� 11，580円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 630円 �� 6，310円

3 連 複 ��� 19，550円 3 連 単 ��� 97，980円

票 数

単勝票数 計 126705 的中 � 29391（1番人気）
複勝票数 計 252055 的中 � 41492（2番人気）� 4127（13番人気）� 27386（5番人気）
枠連票数 計 59882 的中 （4－5） 831（18番人気）
馬連票数 計 245185 的中 �� 2402（24番人気）
馬単票数 計 170675 的中 �� 1088（41番人気）
ワイド票数 計 142917 的中 �� 1810（21番人気）�� 5973（5番人気）�� 531（51番人気）
3連複票数 計 350652 的中 ��� 1324（63番人気）
3連単票数 計 569553 的中 ��� 429（306番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．5―12．1―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．3―46．4―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．5
3 ・（13，6）14，1（3，5，12）（8，11，15）（2，10）－4，7，9 4 ・（13，6）14－1（3，5，12）（11，15）8，10，2，4（7，9）

勝馬の
紹 介

ゲンパチメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Topsider デビュー 2011．10．2 中山11着

2009．3．5生 牡4栗 母 ソ ヨ カ ゼ 母母 Stiff Breeze 14戦3勝 賞金 29，300，000円
〔発走状況〕 タマノエスペランサ号は，枠入り不良。
※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 クレバーデステニー号・ニュースター号
（非抽選馬） 1頭 サイズミックレディ号



2900510月5日 曇 良 （25新潟3）第1日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走11時50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

24 サクラパリュール 牝2鹿 54 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 490 ―1：38．6 14．1�
47 オベーション 牝2鹿 54 高倉 稜岡田 牧雄氏 佐山 優 新ひだか 坂本牧場 432 ―1：38．7� 4．2�
59 エリーザベスト 牝2黒鹿54 秋山真一郎佐々木完二氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 516 ―1：38．91� 18．9�
12 ティップトップ 牝2鹿 54 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486 ― 〃 ハナ 42．7�
714 ステキナカレン 牝2黒鹿 54

53 ☆嶋田 純次阿部 紀子氏 清水 美波 浦河 大道牧場 410 ―1：39．0� 48．3�
818 スイートマルセル 牝2鹿 54 田中 博康シンボリ牧場 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 460 ―1：39．1クビ 75．1	
817 アドマイヤシーマ 牝2鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 430 ―1：39．2� 2．0

510 グランソレイユ 牝2栗 54 鮫島 良太 �フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 440 ― 〃 クビ 21．2�
35 ナッツハッピー 牝2栗 54

52 △横山 和生飯田 政子氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 432 ―1：39．41� 51．1
48 マ イ ガ ー ル 牝2栗 54 川島 信二北村 和江氏 中野 栄治 日高 増尾牧場 434 ― 〃 クビ 194．9�
713 サンドミエシュ 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �キャロットファーム 武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420 ―1：39．61� 27．4�
36 ドリームマーチ 牝2鹿 54 村田 一誠ドリームターフ組合 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 432 ―1：39．91� 48．9�
715 アインクラング 牝2芦 54 松田 大作有限会社シルク加藤 征弘 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450 ―1：40．22 11．0�
23 コスモスミレ 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 新冠橋本牧場 434 ―1：40．41 28．5�
611 ティエスリーナ 牝2芦 54

53 ☆中井 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 436 ― 〃 クビ 202．9�
612 ピメレアロゼア 牝2栗 54 柴山 雄一加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 清水 誠一 398 ―1：40．71� 169．9�
11 ナムラレモン 牝2黒鹿54 古川 吉洋奈村 信重氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 460 ―1：41．76 91．4�
816 グッドクオリティー 牝2青鹿54 木幡 初広 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 456 ―1：41．8� 22．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 14，439，400円 複勝： 18，514，300円 枠連： 8，205，800円
馬連： 21，781，700円 馬単： 16，277，800円 ワイド： 12，915，000円
3連複： 29，509，300円 3連単： 48，924，800円 計： 170，568，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 300円 � 190円 � 490円 枠 連（2－4） 1，560円

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，250円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 11，130円 3 連 単 ��� 77，160円

票 数

単勝票数 計 144394 的中 � 8087（4番人気）
複勝票数 計 185143 的中 � 15886（4番人気）� 31347（2番人気）� 8463（7番人気）
枠連票数 計 82058 的中 （2－4） 3888（7番人気）
馬連票数 計 217817 的中 �� 7996（5番人気）
馬単票数 計 162778 的中 �� 2244（17番人気）
ワイド票数 計 129150 的中 �� 3910（6番人気）�� 1377（21番人気）�� 2143（13番人気）
3連複票数 計 295093 的中 ��� 1958（31番人気）
3連単票数 計 489248 的中 ��� 468（198番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―13．1―13．8―13．3―12．0―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．2―37．3―51．1―1：04．4―1：16．4―1：27．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラパリュール �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2011．3．26生 牝2鹿 母 サクラドルチェ 母母 サクラプレステージ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 サクラパリュール号は，枠入り不良。
※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 ムードスウィングス号

2900610月5日 曇 良 （25新潟3）第1日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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

22 モントリヒト 牡4栗 57
55 △杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 424＋ 21：53．1 2．5�

58 デュアルサクセス 牡6黒鹿 57
56 ☆嶋田 純次吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：53．52� 26．4�

11 メイショウソラーレ 牡3鹿 55
52 ▲藤懸 貴志松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 486－ 61：53．71� 10．7�

34 トウカイアストロ 牡4栗 57 伊藤 工真内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 494＋ 41：53．8� 45．0�
35 ミキノノボリリュウ 牡3鹿 55

54 ☆中井 裕二谷口 久和氏 大橋 勇樹 様似 中村 勝則 484＋ 81：53．9� 14．5�
46 アプレレクール 牝5青鹿 55

53 △横山 和生 	グリーンファーム小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 458± 01：54．0クビ 12．7

611 モルダバイト 牡3芦 55 西村 太一岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 520± 01：54．32 2．4�
814 ティボリハーモニー 牝3栗 53

50 ▲原田 敬伍松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 488＋ 41：54．4クビ 120．7�

815 ステージジャンプ 牡3鹿 55 荻野 琢真小林 英一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496－ 4 〃 アタマ 19．2
23 ニシノヒメゴト 牝3鹿 53 水口 優也西山 茂行氏 北出 成人 新冠 川上牧場 440＋ 81：54．72 131．3�
712 フェアリーガーデン 牝4鹿 55

52 ▲花田 大昂田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 434－ 61：54．8� 104．8�
59 デンコウアカツキ 牝3鹿 53

50 ▲伴 啓太田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 490－ 21：55．01 88．5�
713 オータムカラー 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁 �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 480＋ 4 〃 クビ 45．4�

47 アラタシャチョウ 牡3鹿 55
52 ▲城戸 義政 	ミキハウスHKサービス 小野 幸治 新ひだか フジワラフアーム 538＋ 21：55．42� 40．1�

610 ウォーターポルトス 牡3栗 55 田中 健山岡 良一氏 河内 洋 浦河 本巣牧場 488－121：55．93 187．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，962，300円 複勝： 27，379，200円 枠連： 7，059，900円
馬連： 26，912，700円 馬単： 19，113，100円 ワイド： 16，040，300円
3連複： 36，644，700円 3連単： 65，362，000円 計： 215，474，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 350円 � 230円 枠 連（2－5） 1，940円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 3，500円

ワ イ ド �� 660円 �� 520円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 6，030円 3 連 単 ��� 22，860円

票 数

単勝票数 計 169623 的中 � 53772（2番人気）
複勝票数 計 273792 的中 � 77883（1番人気）� 15363（6番人気）� 28349（3番人気）
枠連票数 計 70599 的中 （2－5） 2699（10番人気）
馬連票数 計 269127 的中 �� 8486（9番人気）
馬単票数 計 191131 的中 �� 4040（11番人気）
ワイド票数 計 160403 的中 �� 6072（7番人気）�� 7970（2番人気）�� 1969（19番人気）
3連複票数 計 366447 的中 ��� 4488（18番人気）
3連単票数 計 653620 的中 ��� 2111（58番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．2―13．1―12．6―13．0―13．3―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．1―49．2―1：01．8―1：14．8―1：28．1―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．3
1
3
4（5，11）10，9（8，12，15）－2（14，13）1－（7，6）－3
4（5，11）9，8，2，15（1，12）13（7，3）（10，6）14

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

勝馬の
紹 介

モントリヒト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Monsun デビュー 2011．10．2 中山7着

2009．4．7生 牡4栗 母 アンナモンダ 母母 Anna of Kiev 15戦3勝 賞金 32，200，000円



2900710月5日 曇 良 （25新潟3）第1日 第7競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

59 ナオミノユメ 牝4鹿 55 荻野 琢真塩澤 正樹氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：21．4 16．5�
611 チェネレントラ 牝3鹿 53 秋山真一郎 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 61：21．5� 13．3�
714 シンジュボシ 牝3栗 53

52 ☆嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 坂口 正則 浦河 駿河牧場 470＋ 2 〃 ハナ 6．7�

35 コ リ ー ヌ 牝4鹿 55 吉田 隼人�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 456＋ 6 〃 クビ 10．0�
36 ラ パ ー ジ ュ 牝4青鹿55 丸山 元気 �ロードホースクラブ 田村 康仁 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 41：21．71� 16．3	
23 オメガセニョリーナ 牝4鹿 55

53 △横山 和生原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 464－ 8 〃 アタマ 4．1

47 カシノワルツ 牝3黒鹿53 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B436± 01：21．8� 132．9�
510 サ ト ノ ネ ネ 牝3鹿 53

52 ☆中井 裕二里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 アタマ 26．6�
713 ハッピーアビラ 牝4鹿 55 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 468＋161：21．9	 3．0
817 タニオブローズ 牝3鹿 53

50 ▲藤懸 貴志谷 研司氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 444－ 2 〃 アタマ 26．8�
11 コスモリープリング 牝3鹿 53 伊藤 工真 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 506＋301：22．11� 20．9�
12 マイネヴァイザー 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 美波 新冠 ビッグレッドファーム 420＋201：22．31 160．9�
48 
 エリモフェアリー 牝4黒鹿55 松田 大作山本 慎一氏 橋口弘次郎 えりも エクセルマネジメント 476－101：22．4	 54．0�
816 シ ュ ウ ギ ン 牝3鹿 53 柴山 雄一荒木隆之介氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 432± 01：22．72 52．7�
24 スピーディユウマ 牝3青鹿53 高倉 稜竹國美枝子氏 鈴木 康弘 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420＋ 61：22．8	 24．2�
612 ツキノウサギ 牝3鹿 53 勝浦 正樹飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B440－ 21：22．9クビ 86．4�
818 トップスカーレット 牝4栗 55 村田 一誠林 正道氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 460＋121：23．22 230．0�
715 オーバーザムーン 牝4鹿 55

52 ▲伴 啓太�日進牧場 矢野 照正 浦河 成隆牧場 456－ 41：25．3大差 188．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 16，080，100円 複勝： 27，952，600円 枠連： 11，258，700円
馬連： 27，580，700円 馬単： 18，007，300円 ワイド： 16，273，200円
3連複： 40，032，600円 3連単： 61，684，600円 計： 218，869，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，650円 複 勝 � 410円 � 380円 � 240円 枠 連（5－6） 4，830円

馬 連 �� 8，520円 馬 単 �� 20，480円

ワ イ ド �� 2，820円 �� 2，020円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 21，890円 3 連 単 ��� 168，610円

票 数

単勝票数 計 160801 的中 � 7701（7番人気）
複勝票数 計 279526 的中 � 17057（7番人気）� 18410（6番人気）� 34283（3番人気）
枠連票数 計 112587 的中 （5－6） 1721（18番人気）
馬連票数 計 275807 的中 �� 2390（36番人気）
馬単票数 計 180073 的中 �� 649（76番人気）
ワイド票数 計 162732 的中 �� 1394（36番人気）�� 1971（25番人気）�� 3972（11番人気）
3連複票数 計 400326 的中 ��� 1350（79番人気）
3連単票数 計 616846 的中 ��� 270（586番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―23．0―34．2―45．8―57．7―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナオミノユメ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2011．7．17 京都1着

2009．2．7生 牝4鹿 母 クロノロジスト 母母 インディスユニゾン 16戦2勝 賞金 25，722，000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。
（非抽選馬） 4頭 アサクサウタヒメ号・カイルアロマンス号・デンコウスカイ号・ラブグランデー号

2900810月5日 曇 良 （25新潟3）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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
1：07．5
1：06．5

良
良

23 ボンジュールココロ 牝3鹿 53
51 △横山 和生田中善次郎氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 462＋ 21：08．8 4．1�

11 ケイアイヴァーゲ 牡3鹿 55 田中 健亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 432＋ 21：08．9� 16．5�
612� バクシンクリチャン 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 平取 コアレススタッド 472＋261：09．11� 81．1�
24 テーオートマホーク 牡3鹿 55

52 ▲城戸 義政小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 470＋ 41：09．2クビ 12．0�
36 ユキノアイオロス 	5鹿 57 木幡 初広井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 41：09．3� 13．1�
35 アルレガーロ 牝4栗 55 松田 大作�エーティー 昆 貢 新冠 村田牧場 B484＋141：09．4クビ 24．1	
510 ダノンルージュ 牝3鹿 53 吉田 隼人
ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 466＋ 8 〃 ハナ 5．8�
715 ヤマニンカヴァリエ 牡4鹿 57 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 504＋ 6 〃 ハナ 12．3�
12 マカゼコイカゼ 牝3鹿 53 村田 一誠國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 428± 01：09．5
 22．7
47 ケイツーノース 牝6栗 55 黛 弘人楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 500－121：09．6� 102．4�
713� シルクベルジュール 	4鹿 57 勝浦 正樹有限会社シルク飯田 雄三 新冠 ハシモトフアーム 466＋10 〃 クビ 19．2�
816 シャルロッカ 牝3鹿 53

52 ☆中井 裕二 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 新ひだか カントリー牧場 436＋ 2 〃 ハナ 103．3�

48 ローザペルラ 牝6鹿 55 鮫島 良太吉田 元嗣氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 458＋121：09．81� 120．7�
817 アルベルトバローズ 牡4鹿 57 福永 祐一猪熊 広次氏 清水 久詞 新冠 川島牧場 490－ 41：09．9� 3．1�
611 クラウンアトラス 	3黒鹿 55

52 ▲花田 大昂
クラウン 田島 俊明 新冠 カミイスタット 476－ 21：10．11� 346．0�
59 ローレルエナジー 牡4黒鹿 57

55 △杉原 誠人 
ローレルレーシング 和田 正道 新冠 協和牧場 510＋ 41：10．2
 47．2�
818 ホークインザブルー 	3鹿 55

54 ☆嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 460－181：10．41� 75．6�
（17頭）

714 アルファジョイー 牡4鹿 57 荻野 琢真近藤 元子氏 嶋田 潤 新冠 秋田牧場 B486－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，593，600円 複勝： 26，290，400円 枠連： 10，273，000円
馬連： 27，870，500円 馬単： 17，056，500円 ワイド： 16，463，300円
3連複： 38，259，300円 3連単： 62，182，400円 計： 214，989，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 190円 � 490円 � 1，260円 枠 連（1－2） 1，530円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 4，480円 �� 19，060円

3 連 複 ��� 65，670円 3 連 単 ��� 237，780円

票 数

単勝票数 差引計 165936（返還計 213） 的中 � 32603（2番人気）
複勝票数 差引計 262904（返還計 350） 的中 � 46010（1番人気）� 12996（8番人気）� 4532（12番人気）
枠連票数 計 102730 的中 （1－2） 4980（7番人気）
馬連票数 差引計 278705（返還計 1482） 的中 �� 6053（13番人気）
馬単票数 差引計 170565（返還計 743） 的中 �� 2014（22番人気）
ワイド票数 差引計 164633（返還計 859） 的中 �� 3020（17番人気）�� 898（50番人気）�� 208（93番人気）
3連複票数 差引計 382593（返還計 2742） 的中 ��� 430（186番人気）
3連単票数 差引計 621824（返還計 4924） 的中 ��� 193（737番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．5―11．3―11．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 ・（4，12）（5，10）13（1，3，15，18）（7，9，17）（16，6，11）2，8 4 ・（4，12）10，5，13（1，3，15，18）（7，16，9，17）（2，6，11）8

勝馬の
紹 介

ボンジュールココロ �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー 2012．9．23 中山3着

2010．4．11生 牝3鹿 母 レ デ ィ ネ ス 母母 シュミーダー 11戦2勝 賞金 19，950，000円
〔競走除外〕 アルファジョイー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 バクシンクリチャン号の騎手長岡禎仁は，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。（被害馬：5番・4番）
※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 ベルライン号



2900910月5日 曇 良 （25新潟3）第1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

55 シ ョ ー グ ン 牡3鹿 55 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 614＋101：53．2 2．2�

89 � テーオーダンシング �6鹿 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 平取 清水牧場 528＋ 6 〃 ハナ 12．8�
78 � ニュースター 牝5黒鹿 55

53 △横山 和生�中山牧場 尾形 和幸 浦河 中山牧場 518－ 41：53．41� 30．7�
33 タイガーシード 牡4黒鹿57 柴山 雄一伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 504± 0 〃 ハナ 3．5�
11 タイセイローマン 牡4鹿 57 吉田 隼人田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 静内白井牧場 494－ 41：53．61	 3．9�
44 � ヒラボクジャパン 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁	平田牧場 田中 剛 新ひだか 千代田牧場 486－ 21：53．81� 9．3

77 � ナンヨーヤシマ 牡4青鹿 57

56 ☆嶋田 純次中村 德也氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 524＋ 21：54．43� 62．3�
22 ガッチリガッチリ 牡7黒鹿 57

54 ▲藤懸 貴志小田切有一氏 谷 潔 日高 浦新牧場 486－ 61：55．03� 99．5�
810 マルシゲサムライ 牡3栗 55 水口 優也坂東島繁藤氏 湯窪 幸雄 日高 ナカノファーム 428－ 41：55．1� 96．3
66 ハギノクーザ 牝4鹿 55 丸山 元気安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 452＋ 21：58．1大差 170．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，570，100円 複勝： 23，787，600円 枠連： 6，694，900円
馬連： 26，340，300円 馬単： 21，524，000円 ワイド： 13，193，100円
3連複： 36，307，400円 3連単： 105，206，800円 計： 251，624，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 240円 � 540円 枠 連（5－8） 1，020円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，010円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 4，220円 3 連 単 ��� 9，650円

票 数

単勝票数 計 185701 的中 � 67060（1番人気）
複勝票数 計 237876 的中 � 62976（1番人気）� 23869（5番人気）� 8531（6番人気）
枠連票数 計 66949 的中 （5－8） 4885（5番人気）
馬連票数 計 263403 的中 �� 17526（5番人気）
馬単票数 計 215240 的中 �� 10012（8番人気）
ワイド票数 計 131931 的中 �� 7726（6番人気）�� 3137（11番人気）�� 1844（17番人気）
3連複票数 計 363074 的中 ��� 6351（14番人気）
3連単票数 計1052068 的中 ��� 8052（37番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．6―13．4―12．8―12．3―12．5―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―37．2―50．6―1：03．4―1：15．7―1：28．2―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ョ ー グ ン �
�
父 Doyen �

�
母父 Machiavellian デビュー 2013．1．20 中京10着

2010．2．11生 牡3鹿 母 ジャパニーズウィスパー 母母 Sawara 5戦2勝 賞金 12，500，000円
※ニュースター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2901010月5日 曇 良 （25新潟3）第1日 第10競走 ��
��1，000�

ひ よ く

飛 翼 特 別
発走14時50分 （芝・直線）
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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 525，000円 150，000円 75，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

612� エンプレスラブ 牝4黒鹿55 鮫島 良太 IHR 加藤 敬二 浦河 村中牧場 B512＋ 4 55．5 5．1�
715 モーニングムーン 牝3栗 53 西村 太一�ターフ・スポート高柳 瑞樹 新冠 松浦牧場 450＋ 4 55．71	 20．3�
816 ジャパンイモン 牝3栗 53 黛 弘人井門 敏雄氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 436＋ 2 〃 ハナ 9．3�
714 サウンドアドバイス 牝3栗 53 勝浦 正樹加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 448＋12 55．8	 25．0�
12 
� ツヴァイハンダー 牡4鹿 57 柴山 雄一伊藤 英明氏 藤沢 和雄 米 Hidetoshi

Yamamoto B544－ 2 〃 クビ 20．8�
48 � アイファーコラソン 牝5鹿 55 丸山 元気中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 桑嶋 峰雄 476－10 56．11� 29．7	
59 � イッセキニチョウ 牡4鹿 57 岩部 純二山口 春夫氏 和田 正道 新冠 柏木 一則 478＋ 2 56．2クビ 8．6

36 エ ッ フ ェ ル 牡3栗 55 伴 啓太小田切 光氏 高橋 祥泰 日高 山本 通則 B512＋ 2 〃 アタマ 115．3�
510
 タツフラッシュ 牡5鹿 57 花田 大昂�向別牧場 根本 康広 米 New Century

Bloodstock 476－ 4 〃 クビ 29．8�
817 トーセンムンク 牝4鹿 55 杉原 誠人島川 哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム B474＋ 4 〃 ハナ 34．1�
24 コップヒヤザケ 牡4鹿 57 伊藤 工真大久保與志雄氏 鹿戸 雄一 浦河 杵臼牧場 478－ 4 〃 ハナ 6．0�
47 � リバティーホール 牝4鹿 55 嶋田 純次吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 454＋ 6 56．41 83．2�
713 トーセンファースト 牝4芦 55 村田 一誠島川 哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム 494＋10 56．5� 5．6�
35 ダークアイリス 牝4栗 55 中井 裕二中村 光利氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 492－ 6 56．6クビ 20．7�
23 トップエトワール 牡3芦 55 高倉 稜�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 490± 0 〃 クビ 22．2�
11 パープルタイガー 牡4栗 57 田中 博康中野 銀十氏 鈴木 孝志 様似 山本 和彦 B482± 0 56．7クビ 30．2�
818 ステキトワイライト 牝3鹿 53 吉田 隼人小田切統二氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 454＋10 56．91� 11．9�
611 サンマルマズル 牡3鹿 55 丹内 祐次相馬 勇氏 佐藤 吉勝 青森 山内牧場 470－ 4 58．49 33．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 18，433，900円 複勝： 29，225，500円 枠連： 17，777，100円
馬連： 48，396，800円 馬単： 28，376，300円 ワイド： 23，464，400円
3連複： 72，929，100円 3連単： 121，757，300円 計： 360，360，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 560円 � 280円 枠 連（6－7） 790円

馬 連 �� 5，140円 馬 単 �� 10，150円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 890円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 14，060円 3 連 単 ��� 74，760円

票 数

単勝票数 計 184339 的中 � 29008（1番人気）
複勝票数 計 292255 的中 � 49560（1番人気）� 11463（7番人気）� 26882（5番人気）
枠連票数 計 177771 的中 （6－7） 16745（2番人気）
馬連票数 計 483968 的中 �� 6958（15番人気）
馬単票数 計 283763 的中 �� 2065（29番人気）
ワイド票数 計 234644 的中 �� 3119（16番人気）�� 6720（5番人気）�� 2555（23番人気）
3連複票数 計 729291 的中 ��� 3830（36番人気）
3連単票数 計1217573 的中 ��� 1202（174番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．7―10．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―33．0―43．5

上り4F43．6－3F33．2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�エンプレスラブ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 You and I

2009．4．25生 牝4黒鹿 母 フィールドエミュー 母母 Slewbea 16戦1勝 賞金 17，295，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔制裁〕 エンプレスラブ号の騎手鮫島良太は，競走後半での御法（鞭の使用）について戒告。
モーニングムーン号の騎手西村太一は，決勝線手前での御法（騎乗ぶり）について戒告。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トロピカルメジャー号
（非抽選馬）14頭 アストライオス号・コウヨウエンプレス号・サイキセキ号・シェール号・ジョアンシーピン号・

シルクブルックリン号・シンボリゾンネ号・スマイルゲート号・スリーキャピトル号・トランドネージュ号・
ミスネバー号・ミスマルシゲ号・メイショウコウボウ号・ワイドロスメルタ号



2901110月5日 曇 良 （25新潟3）第1日 第11競走 ��
��1，200�

ひ う ち や ま

火 打 山 特 別
発走15時25分 （芝・左）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 12，800，000円 5，100，000円 3，200，000円 1，900，000円 1，280，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

35 ダノンエレガント 牝4鹿 55 吉田 隼人�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 454± 01：08．4 5．0�
36 シェルエメール 牝5黒鹿55 福永 祐一前田 葉子氏 鈴木 孝志 新冠 ノースヒルズマネジメント 444－ 61：08．5� 8．7�
47 ヒ ー ラ 牝4鹿 55 中井 裕二平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 432＋ 41：08．71	 15．5�
23 ドリームフォワード 牡6栗 57 藤懸 貴志セゾンレースホース� 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 454± 0 〃 ハナ 40．6�
611 コンサートレディ 牝4鹿 55 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新冠 川上牧場 460－ 41：08．91	 5．4�
12 クリノタカラチャン 牝3黒鹿53 村田 一誠栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 420－ 2 〃 ハナ 18．3	
48 
 アステールネオ 牝3栗 53 石崎 隆之鈴木 伸昭氏 佐藤 賢二 新ひだか 静内山田牧場 464－ 2 〃 クビ 4．4


（船橋） （船橋）

59 ナムラハヤテ 牡4黒鹿57 松田 大作奈村 信重氏 牧浦 充徳 様似 猿倉牧場 454± 01：09．0クビ 9．7�
11 ワンダフルジュエル 牝3鹿 53 横山 和生�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 458＋101：09．1� 53．6
714 フ ィ リ ラ 牝4栗 55 高倉 稜 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 462＋ 81：09．2� 6．3�
816 ヘリオスフィア 牡4黒鹿57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B462－ 21：09．41	 198．5�
24 ロングスローイン 牡5鹿 57 伊藤 工真渡邊 隆氏 尾形 充弘 苫小牧 藤沢 武雄 488－121：09．5� 100．9�
713 ニシノカチヅクシ 牡4黒鹿57 柴山 雄一西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 486－ 41：09．6� 49．4�
815 マルターズグロウヴ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹藤田 在子氏 萱野 浩二 日高 天羽 禮治 504＋ 21：09．7� 28．9�
510 ダブルスパーク 牝4芦 55 鮫島 良太吉永 清美氏 藤岡 範士 むかわ 上水牧場 456－ 4 〃 クビ 32．5�
612� クリノロッキー 牡3栗 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 ヤナガワ牧場 494－171：11．08 138．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，804，000円 複勝： 44，496，300円 枠連： 24，184，100円
馬連： 91，252，800円 馬単： 49，173，400円 ワイド： 34，564，700円
3連複： 124，293，100円 3連単： 218，711，400円 計： 611，479，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 190円 � 290円 � 500円 枠 連（3－3） 2，270円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，150円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，050円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 7，710円 3 連 単 ��� 38，960円

票 数

単勝票数 計 248040 的中 � 39125（2番人気）
複勝票数 計 444963 的中 � 74759（1番人気）� 39629（5番人気）� 20104（7番人気）
枠連票数 計 241841 的中 （3－3） 7894（12番人気）
馬連票数 計 912528 的中 �� 31697（8番人気）
馬単票数 計 491734 的中 �� 8748（14番人気）
ワイド票数 計 345647 的中 �� 10073（8番人気）�� 8149（15番人気）�� 4819（22番人気）
3連複票数 計1242931 的中 ��� 11903（26番人気）
3連単票数 計2187114 的中 ��� 4144（124番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．5―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．4
3 2－5（3，11）7（1，9）（14，13）6－（4，15）（8，16）－10－12 4 2－5（3，11）7（1，9）（6，14，13）－（4，15）（8，16）10－12

勝馬の
紹 介

ダノンエレガント �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 メジロライアン デビュー 2011．8．20 新潟6着

2009．4．19生 牝4鹿 母 ドリームカムカム 母母 ドリーミングガール 18戦3勝 賞金 44，468，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

2901210月5日 曇 良 （25新潟3）第1日 第12競走 ��
��2，000�

す が な だ け

菅 名 岳 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 8，800，000円 3，500，000円 2，200，000円 1，300，000円 880，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

11 ウィケットキーパー 牝4鹿 55 吉田 隼人吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B450＋ 22：00．9 3．7�
22 ダイワユニティー 牝3黒鹿53 福永 祐一大城 敬三氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 466－ 2 〃 クビ 2．9�
56 ワタシマッテルワ 牝4鹿 55 松田 大作�ターフ・スポート牧浦 充徳 浦河 中島牧場 450＋ 22：01．21� 20．2�
69 メイショウタマカゼ 牡4栗 57 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 442－ 62：01．41 24．8�
710 カ ナ ル ナ ニ 牝3芦 53 勝浦 正樹 �社台レースホース鈴木 康弘 安平 追分ファーム 480－ 2 〃 クビ 7．9�
812 ダンツクロノス 牡3鹿 55 秋山真一郎山元 哲二氏 山内 研二 新冠 細川農場 496－102：01．5� 4．9	
813 ラスカルトップ 牡4鹿 57 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 456＋ 82：01．6クビ 58．8

57 ギリギリヒーロー 牡5栗 57 村田 一誠�ビリオンスター荒川 義之 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 クビ 39．9�
45 フォントルロイ 牡4鹿 57 中井 裕二大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 492－122：01．81	 9．6
33 レオパルドゥス 牡5栗 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 496＋142：02．11� 57．9�
711 ディープスノー 牝5鹿 55 木幡 初広日下部勝德氏 土田 稔 新冠 石郷岡 雅樹 462－ 82：02．31	 87．0�
68 ウインデスティニー 牡3栗 55 高倉 稜�ウイン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 434＋102：02．4
 79．6�
44 � トーセンビジュー �4鹿 57 柴山 雄一島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 田端牧場 442＋ 22：03．89 32．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，127，100円 複勝： 34，495，400円 枠連： 13，112，300円
馬連： 51，426，500円 馬単： 34，223，200円 ワイド： 23，395，100円
3連複： 66，975，400円 3連単： 136，428，600円 計： 382，183，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 140円 � 310円 枠 連（1－2） 520円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，240円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 12，740円

票 数

単勝票数 計 221271 的中 � 47128（2番人気）
複勝票数 計 344954 的中 � 73383（2番人気）� 83674（1番人気）� 19966（6番人気）
枠連票数 計 131123 的中 （1－2） 18801（1番人気）
馬連票数 計 514265 的中 �� 73651（1番人気）
馬単票数 計 342232 的中 �� 19021（3番人気）
ワイド票数 計 233951 的中 �� 24282（1番人気）�� 4216（13番人気）�� 6663（11番人気）
3連複票数 計 669754 的中 ��� 19397（8番人気）
3連単票数 計1364286 的中 ��� 7907（37番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―11．8―12．0―12．6―13．3―12．3―11．5―10．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．1―36．9―48．9―1：01．5―1：14．8―1：27．1―1：38．6―1：49．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウィケットキーパー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Smart Strike デビュー 2011．10．8 東京6着

2009．3．3生 牝4鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar 15戦3勝 賞金 33，776，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（25新潟3）第1日 10月5日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

166，760，000円
4，590，000円
1，940，000円
15，300，000円
60，947，000円
4，758，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
193，412，800円
330，044，000円
120，985，500円
403，660，800円
264，176，900円
204，780，600円
561，223，800円
1，018，652，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，096，937，300円

総入場人員 7，157名 （有料入場人員 5，843名）
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