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2906110月27日 曇 重 （25新潟3）第6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

47 アンバーロード 牡2鹿 55 田中 博康 �スピードファーム菊沢 隆徳 新冠 スピードフアーム 510＋101：55．8 223．7�
22 コスモラヴモア 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 474＋101：55．9� 16．1�
59 ゲンパチスカイ 牡2栗 55

53 △杉原 誠人平野 武志氏 中川 公成 浦河 杵臼牧場 454± 01：56．64 34．3�
814 ウォルフラム 牡2芦 55 鮫島 良太 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 504＋ 6 〃 クビ 4．5�
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 460－ 81：57．23� 3．7	
712 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 B458＋ 41：57．3� 14．4

35 マウンテンライオン 牡2鹿 55

54 ☆菱田 裕二市川 義美氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 594＋ 81：57．4クビ 3．2�
11 デモクラシー 牡2鹿 55 西田雄一郎藤田 在子氏 岩戸 孝樹 日高 天羽 禮治 B452＋101：58．03� 90．5�
23 マイネルガヴァナー 牡2鹿 55 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 日高 白井牧場 454＋ 21：58．2� 17．0
611 ブルーホール 牡2青鹿 55

54 ☆嶋田 純次�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 454＋ 21：58．3� 120．5�
815 コスモチャイム 牡2黒鹿55 伊藤 工真岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 市川フアーム B474＋ 21：59．25 8．5�
46 メアリーアート 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 前田牧場 410－ 61：59．41� 168．2�
58 ブロンクスシルバー 牝2芦 54 荻野 琢真 �社台レースホース吉田 直弘 千歳 社台ファーム 484＋242：00．78 42．6�
610 ジョーチャーリー 牡2黒鹿55 中舘 英二上田けい子氏 中竹 和也 浦河 バンブー牧場 466＋ 22：01．12� 18．3�
713 アスターブラン 牡2芦 55

53 △横山 和生加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 B482＋ 82：01．52� 175．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 11，523，500円 複勝： 20，316，500円 枠連： 9，043，200円
馬連： 24，562，600円 馬単： 17，888，100円 ワイド： 13，969，800円
3連複： 38，272，700円 3連単： 59，677，100円 計： 195，253，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 22，370円 複 勝 � 4，920円 � 440円 � 690円 枠 連（2－4） 14，740円

馬 連 �� 82，780円 馬 単 �� 159，060円

ワ イ ド �� 15，020円 �� 24，580円 �� 4，030円

3 連 複 ��� 392，300円 3 連 単 ��� 2，752，610円

票 数

単勝票数 計 115235 的中 � 406（15番人気）
複勝票数 計 203165 的中 � 990（14番人気）� 13167（6番人気）� 7856（9番人気）
枠連票数 計 90432 的中 （2－4） 453（23番人気）
馬連票数 計 245626 的中 �� 219（70番人気）
馬単票数 計 178881 的中 �� 83（142番人気）
ワイド票数 計 139698 的中 �� 228（64番人気）�� 139（83番人気）�� 862（35番人気）
3連複票数 計 382727 的中 ��� 72（271番人気）
3連単票数 計 596771 的中 ��� 16（1669番人気）

ハロンタイム 13．3―11．9―13．3―13．0―12．3―12．6―13．0―12．8―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．2―38．5―51．5―1：03．8―1：16．4―1：29．4―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．4
1
3
4（7，14）（2，12，15）（3，11）（1，5）（8，10）－13－9，6・（4，7）（2，14）（1，12，15）（11，3，5）－（6，9）8，10＝13

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

勝馬の
紹 介

アンバーロード �
�
父 トーホウエンペラー �

�
母父 ミスターシービー デビュー 2013．7．21 函館8着

2011．5．6生 牡2鹿 母 スピードビクトリア 母母 ダイナセンチユリー 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 アスターブラン号の騎手藤懸貴志は，第5日第6競走での落馬負傷のため横山和生に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョーチャーリー号・アスターブラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 シリウスフォンテン号・パルファイア号
（非抽選馬） 1頭 デジタルスパーク号

2906210月27日 晴 稍重 （25新潟3）第6日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時15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

612 アポロデイライト 牝2栗 54
52 △横山 和生アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 新冠 佐藤 義紀 460± 01：10．0 10．6�

510 マイネパシオーネ 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 4 〃 クビ 2．1�

815 ノーブルサイレンス 牝2青鹿 54
53 ☆菱田 裕二吉木 伸彦氏 宮本 博 新ひだか 城地 清満 428＋ 21：10．21� 7．7�

11 オフェーリアシチー 牝2芦 54 丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 日吉 正和 新冠 パカパカ
ファーム 432± 01：10．3� 14．1�

611 バーンアウル 牝2鹿 54 川島 信二 H.H．シェイク・モハメド 荒川 義之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474＋101：10．72� 13．0�

48 ナイトアンドデイ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行	ミルファーム 伊藤 大士 新ひだか 萩澤 俊雄 436－ 21：10．91� 34．2

35 スープリムシチー 牝2鹿 54 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 416± 01：11．0� 5．3�
713 エイユービリオネア 牡2栗 55 鮫島 良太笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 444± 0 〃 アタマ 27．5�
714 ミラクルモトヒメ 牝2栗 54 勝浦 正樹黒澤 尚氏 高木 登 浦河 鳥井 征士 416－ 21：11．21� 17．9
36 プルメリアアスク 牝2栗 54

53 ☆嶋田 純次廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 422＋ 41：11．3� 83．2�
23 ナムラマサシゲ 牡2栗 55

52 ▲原田 敬伍奈村 信重氏 目野 哲也 日高 いとう牧場 480＋101：11．4クビ 53．1�
24 ゲ ラ ー デ 牡2鹿 55 松田 大作中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 浦河小林牧場 446＋ 41：11．71	 25．4�
816 ラブストロベリー 牝2栗 54 的場 勇人オールラブクラブ 南田美知雄 日高 藤本 直弘 420－ 21：11．91 179．8�
47 ラブセレクター 牝2黒鹿54 伊藤 工真増田 陽一氏 中村 均 日高 門別牧場 420± 01：12．11� 145．6�
12 ド ー タ ン 牡2黒鹿55 田中 博康�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 442－ 81：12．95 179．8�
59 ドリームエルダー 牡2栗 55 柴山 雄一セゾンレースホース� 根本 康広 豊浦 飯原牧場 484＋18 〃 クビ 100．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 12，041，600円 複勝： 20，815，400円 枠連： 8，212，700円
馬連： 22，545，200円 馬単： 16，748，600円 ワイド： 14，084，500円
3連複： 34，549，400円 3連単： 51，513，900円 計： 180，511，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 200円 � 140円 � 210円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 310円 �� 840円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 10，620円

票 数

単勝票数 計 120416 的中 � 8978（4番人気）
複勝票数 計 208154 的中 � 24938（3番人気）� 51697（1番人気）� 23250（4番人気）
枠連票数 計 82127 的中 （5－6） 13823（1番人気）
馬連票数 計 225452 的中 �� 21822（2番人気）
馬単票数 計 167486 的中 �� 6042（5番人気）
ワイド票数 計 140845 的中 �� 12048（3番人気）�� 3661（8番人気）�� 12075（2番人気）
3連複票数 計 345494 的中 ��� 15113（2番人気）
3連単票数 計 515139 的中 ��� 3582（16番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．9―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 1（12，10）（5，15）（8，11）－7，16（3，6）13（4，14）－（2，9） 4 1（12，10）（5，15）－8，11－（7，16）6，3，13（4，14）＝（2，9）

勝馬の
紹 介

アポロデイライト �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 ワカオライデン デビュー 2013．7．13 福島7着

2011．3．23生 牝2栗 母 ディアンムー 母母 ワカゾノワイス 5戦1勝 賞金 5，500，000円
〔騎手変更〕 オフェーリアシチー号の騎手藤懸貴志は，第5日第6競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。

第３回 新潟競馬 第６日



2906310月27日 晴 重 （25新潟3）第6日 第3競走 ��1，800�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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

44 � 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 520＋ 21：53．3 3．9�

89 レッドフォーチュン 牝3芦 53 丸山 元気杉山 忠国氏 友道 康夫 新ひだか 明治牧場 446＋ 21：53．4� 2．9�
77 フ ィ ア レ ス 牝4栗 55 丹内 祐次西森 道男氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド 448－ 41：53．61� 3．2�
11 コーラルグリッタ 牝4黒鹿 55

52 ▲伴 啓太�ターフ・スポート池添 兼雄 浦河 猿橋 義昭 470－ 41：53．8	 13．7�
66 アプレレクール 牝5青鹿55 丸田 恭介 �グリーンファーム小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 458± 01：53．9	 7．2	
22 シシリアンルージュ 牝4栗 55 西田雄一郎�ターフ・スポート蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 466＋ 81：54．0	 96．5

55 � チ ー ズ マ ヨ 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二戸佐 眞弓氏 石坂 正 千歳 社台ファーム 442± 01：54．1	 15．6�
33 トーブプリンセス 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政武井 久夫氏 武田 博 新冠 オリエント牧場 474± 01：55．05 89．5�
88 メイショウポピュラ 牝3栗 53 松田 大作松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 日の出牧場 438－ 81：55．42� 26．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 9，882，000円 複勝： 15，482，100円 枠連： 3，217，500円
馬連： 14，941，200円 馬単： 13，398，300円 ワイド： 8，405，500円
3連複： 23，371，200円 3連単： 53，952，900円 計： 142，650，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連（4－8） 680円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 250円 �� 220円 �� 160円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 3，090円

票 数

単勝票数 計 98820 的中 � 20143（3番人気）
複勝票数 計 154821 的中 � 25328（3番人気）� 29725（2番人気）� 46048（1番人気）
枠連票数 計 32175 的中 （4－8） 3531（3番人気）
馬連票数 計 149412 的中 �� 18113（3番人気）
馬単票数 計 133983 的中 �� 7486（6番人気）
ワイド票数 計 84055 的中 �� 7380（3番人気）�� 9054（2番人気）�� 16013（1番人気）
3連複票数 計 233712 的中 ��� 44763（1番人気）
3連単票数 計 539529 的中 ��� 12922（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―37．4―50．4―1：02．7―1：14．4―1：27．2―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ニュースター �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 コマンダーインチーフ

2008．4．8生 牝5黒鹿 母 リファールナカヤマ 母母 マルノシラオキ 9戦1勝 賞金 11，000，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 レッドフォーチュン号の騎手藤懸貴志は，第5日第6競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。

2906410月27日 晴 重 （25新潟3）第6日 第4競走 ��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

11 ドレッシースタイル 牡3青鹿55 木幡 初広 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 浦河 宮内牧場 468－ 41：10．7 14．8�

35 マッシヴヒーロー 牡4鹿 57 柴山 雄一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 カミイスタット 454＋ 41：11．33� 4．0�
712 メイショウヒメユリ 牝4青鹿55 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 426＋ 41：11．4クビ 67．1�
46 クイックスパイダー 牡3栗 55 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 米田牧場 468± 01：11．61� 61．7�
47 レイズオブザサン 牡4黒鹿57 松田 大作吉田 修氏 服部 利之 新ひだか タガミファーム 454＋ 61：11．8� 5．2�
58 ホットサマーデイ 牝5鹿 55 勝浦 正樹藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 472＋ 8 〃 ハナ 20．5	
815 アップアンカー 牡3栗 55

54 ☆嶋田 純次加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 502－ 41：11．9� 21．2

22 ハルシュタット 牝4鹿 55

54 ☆菱田 裕二 �キャロットファーム 清水 出美 安平 ノーザンファーム 482－ 3 〃 ハナ 18．1�
34 エトルアンフルール 牝3栗 53 丸田 恭介村山 卓也氏 高柳 瑞樹 新ひだか 有限会社石川牧場 480＋ 21：12．0� 3．2
814 ヴァルナビット 牡4栗 57 丹内 祐次田中 充氏 藤沢 則雄 新ひだか 伊藤 敏明 496＋ 2 〃 ハナ 17．1�
23 タケデンザビエル 牝4栗 55 江田 照男武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 462－ 41：12．1� 159．2�
713� ウォーターメジャー 牡5黒鹿57 黛 弘人山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 478＋ 81：12．2� 88．4�
611 スズカヘリオス 牡4栗 57

55 △横山 和生永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 458＋ 21：12．41	 74．7�
610 オリオンザプラズマ 牡3栗 55 丸山 元気平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 464＋ 21：12．82� 7．6�
59 ブ ラ イ テ ン 牡3鹿 55 田中 健松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 506＋131：13．43� 32．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 12，538，800円 複勝： 22，943，900円 枠連： 8，931，700円
馬連： 23，958，900円 馬単： 17，665，100円 ワイド： 14，256，700円
3連複： 36，511，000円 3連単： 65，569，400円 計： 202，375，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，480円 複 勝 � 410円 � 220円 � 1，320円 枠 連（1－3） 1，270円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 10，250円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 12，880円 �� 5，720円

3 連 複 ��� 82，910円 3 連 単 ��� 691，290円

票 数

単勝票数 計 125388 的中 � 6686（5番人気）
複勝票数 計 229439 的中 � 14336（5番人気）� 34023（3番人気）� 3811（12番人気）
枠連票数 計 89317 的中 （1－3） 5227（5番人気）
馬連票数 計 239589 的中 �� 4699（13番人気）
馬単票数 計 176651 的中 �� 1272（33番人気）
ワイド票数 計 142567 的中 �� 2196（15番人気）�� 268（79番人気）�� 608（55番人気）
3連複票数 計 365110 的中 ��� 325（170番人気）
3連単票数 計 655694 的中 ��� 70（1101番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―12．3―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．8―46．1―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドレッシースタイル �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2012．10．28 新潟3着

2010．3．10生 牡3青鹿 母 トップエルコン 母母 キャロルブラボー 6戦2勝 賞金 13，850，000円
〔騎手変更〕 アップアンカー号の騎手藤懸貴志は，第5日第6競走での落馬負傷のため嶋田純次に変更。
※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 ワンダーデスタン号



2906510月27日 晴 稍重 （25新潟3）第6日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走11時40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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

11 ウイングドウィール 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 476－ 21：35．1 3．7�
715 タニオブローズ 牝3鹿 53 黛 弘人谷 研司氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 452＋ 8 〃 アタマ 62．1�
816 ノーヒッター 牡3黒鹿55 勝浦 正樹島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 468＋ 4 〃 クビ 19．5�
818 サンキストロード 牡3鹿 55 村田 一誠 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 512－121：35．2クビ 26．8�
35 � イエスミートゥー 牝3栗 53 鮫島 良太沖田 正憲氏 庄野 靖志 日高 沖田牧場 476－ 21：35．3� 111．5	
47 プリフォンテイン 牡3鹿 55 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 松永 幹夫 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B502＋ 4 〃 クビ 15．9

713 ミラクルラヴィ 牝3栗 53 江田 照男藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 468＋ 21：35．4� 8．0�
24 マイネルゴラッソ 牡5栗 57 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 476－ 6 〃 クビ 9．0�
817 レッドルイーザ 牝4栗 55

53 △杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 戸川牧場 468＋ 6 〃 ハナ 15．0
59 マイネルコンキスタ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 日高 中川牧場 484－14 〃 アタマ 13．8�
48 エクスパーシヴ 牝3鹿 53 丸山 元気前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 484± 01：35．5� 12．7�
36 パリソワール 牡4栗 57 柴山 雄一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 430± 01：35．7� 65．2�
611 ジェネロシティー 牝3鹿 53

50 ▲伴 啓太�髙昭牧場 野村 彰彦 浦河 高昭牧場 482＋ 2 〃 ハナ 6．2�
612 ケルンフォーティー 牡4栗 57 中舘 英二谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育

成牧場 462＋ 6 〃 クビ 6．8�
23 トップエトワール 牡3芦 55

54 ☆菱田 裕二�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 496＋ 61：36．01� 193．6�
12 ツキノウサギ 牝3鹿 53 荻野 琢真飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 B440± 01：36．1� 126．2�
714� ホ ク レ ア 牡4栗 57 木幡 初広古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 西村 和夫 456＋ 4 〃 クビ 169．1�
510 ダノンビーナス 牝3鹿 53

51 △横山 和生�ダノックス 国枝 栄 日高 日高大洋牧場 412－ 41：36．63 65．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 15，940，900円 複勝： 29，109，800円 枠連： 11，997，300円
馬連： 31，456，800円 馬単： 20，520，700円 ワイド： 18，404，600円
3連複： 49，439，000円 3連単： 71，871，000円 計： 248，740，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 1，350円 � 640円 枠 連（1－7） 1，420円

馬 連 �� 15，150円 馬 単 �� 25，040円

ワ イ ド �� 4，360円 �� 1，300円 �� 11，340円

3 連 複 ��� 64，020円 3 連 単 ��� 340，010円

票 数

単勝票数 計 159409 的中 � 34712（1番人気）
複勝票数 計 291098 的中 � 52857（1番人気）� 4700（13番人気）� 10610（11番人気）
枠連票数 計 119973 的中 （1－7） 6266（7番人気）
馬連票数 計 314568 的中 �� 1533（51番人気）
馬単票数 計 205207 的中 �� 605（100番人気）
ワイド票数 計 184046 的中 �� 1028（52番人気）�� 3612（13番人気）�� 391（92番人気）
3連複票数 計 494390 的中 ��� 570（188番人気）
3連単票数 計 718710 的中 ��� 156（1060番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．4―12．3―12．5―12．2―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―35．0―47．3―59．8―1：12．0―1：23．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウイングドウィール �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2011．7．23 新潟3着

2009．5．4生 牝4黒鹿 母 ウイングレット 母母 エアウイングス 20戦3勝 賞金 35，568，000円
〔騎手変更〕 ケルンフォーティー号の騎手藤懸貴志は，第5日第6競走での落馬負傷のため中舘英二に変更。

2906610月27日 曇 稍重 （25新潟3）第6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）

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

56 アテンファースト 牡3栗 55
52 ▲城戸 義政玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 478＋101：54．2 24．4�

33 チュウワストライク 牡4鹿 57 荻野 琢真中西 忍氏 大久保龍志 浦河 桑田牧場 516＋20 〃 クビ 16．2�
55 メイショウソラーレ 牡3鹿 55

54 ☆嶋田 純次松本 好雄氏 佐山 優 浦河 太陽牧場 486± 01：54．52 5．2�
710 ダークルーラ 牡3鹿 55

52 ▲原田 和真大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 520－ 21：54．6� 39．7�

811 トウカイアストロ 牡4栗 57
55 △横山 和生内村 正則氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム 496＋ 21：54．7クビ 5．8�

22 ジャングルクルーズ �4鹿 57
55 △杉原 誠人窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502± 01：54．9� 3．3�

11 ケ ッ キ セ ヨ 牡3鹿 55
54 ☆菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 482－ 41：55．21� 13．0	
812 メイショウビリーヴ �4黒鹿57 田中 健松本 和子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 454－ 21：55．3� 37．2

68 デルマカマイタチ 牡3黒鹿 55

52 ▲伴 啓太浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム B504＋ 61：55．62 20．4�
44 サウスパシフィック 牡4鹿 57 平野 優 H.H．シェイク・モハメド 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 510＋ 61：55．7� 3．7�
67 � ロ ゼ オ 牡4栗 57

54 ▲花田 大昂栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 492± 01：56．01� 131．2
79 グロリアーレ 牡3鹿 55 伊藤 工真 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 492± 01：56．1� 36．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，648，200円 複勝： 23，428，700円 枠連： 6，661，000円
馬連： 23，689，300円 馬単： 18，544，600円 ワイド： 13，543，100円
3連複： 36，079，500円 3連単： 66，539，700円 計： 203，134，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，440円 複 勝 � 580円 � 530円 � 200円 枠 連（3－5） 3，470円

馬 連 �� 13，770円 馬 単 �� 30，490円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 1，710円 �� 1，280円

3 連 複 ��� 17，060円 3 連 単 ��� 125，280円

票 数

単勝票数 計 146482 的中 � 4738（8番人気）
複勝票数 計 234287 的中 � 9327（8番人気）� 10336（7番人気）� 39841（4番人気）
枠連票数 計 66610 的中 （3－5） 1419（18番人気）
馬連票数 計 236893 的中 �� 1270（38番人気）
馬単票数 計 185446 的中 �� 449（78番人気）
ワイド票数 計 135431 的中 �� 949（39番人気）�� 1958（24番人気）�� 2663（12番人気）
3連複票数 計 360795 的中 ��� 1561（59番人気）
3連単票数 計 665397 的中 ��� 392（386番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．7―51．2―1：03．7―1：16．4―1：29．1―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3
11（1，3，6）（10，4）5，12－（2，7）－8－9・（11，3）（1，10，6）4，5（2，12）8－（9，7）

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

勝馬の
紹 介

アテンファースト �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．2．3 京都8着

2010．5．25生 牡3栗 母 ニューフェアリー 母母 ダーリングレディ 8戦2勝 賞金 11，990，000円
〔騎手変更〕 メイショウソラーレ号の騎手藤懸貴志は，第5日第6競走での落馬負傷のため嶋田純次に変更。
〔発走状況〕 サウスパシフィック号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



2906710月27日 曇 稍重 （25新潟3）第6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）

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 コ ロ カ ム イ �5栗 57
54 ▲原田 敬伍蛭川 年明氏 目野 哲也 浦河 ひるかわ育

成牧場 476＋ 81：11．2 16．0�
713 ガッサンプレイ 牡3栗 55

53 △杉原 誠人西村 專次氏 領家 政蔵 新冠 ヒカル牧場 460± 01：11．52 3．6�
815 デルマダイコク 牡4栗 57 木幡 初広浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム 512－ 41：12．03 3．7�
11 レゼトワール 牝3鹿 53 丸山 元気髙野 哲氏 小崎 憲 新冠 新冠橋本牧場 478－ 21：12．21 7．5�
610 テ ツ ナ ゴ オ 牝3黒鹿53 松田 大作�ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452± 0 〃 クビ 17．0�
712 トウケイムーン 牡3栗 55 川島 信二木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 下河辺牧場 488＋ 6 〃 ハナ 5．6	
58 ドリームボンバー 牡5鹿 57

56 ☆菱田 裕二セゾンレースホース� 飯田 雄三 日高 下河辺牧場 B478－ 41：12．52 44．4

23 ジャングルターザン 牡3鹿 55 黛 弘人�グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 456＋101：12．6クビ 26．3�
814 ヒヅグータス 牝4鹿 55 西田雄一郎�萩本企画 成島 英春 新ひだか 池田 きよ子 470－ 41：13．13 90．0�
47 ラピスブラオ 牝3芦 53 丸田 恭介岡田 壮史氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 440± 01：13．52� 25．5
34 タガノレオーネ 牝3鹿 53

50 ▲伴 啓太八木 良司氏 池添 兼雄 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480－ 81：13．71 24．1�

59 ケイアイエイト 牡3鹿 55 勝浦 正樹亀田 和弘氏 松山 康久 新ひだか 松田牧場 496± 0 〃 クビ 26．5�
35 � サンマルグロワール 牡5鹿 57 丹内 祐次相馬 勇氏 佐藤 吉勝 浦河 笹島 政信 592＋121：14．01	 223．3�
611 ルーシーブライド 牝3黒鹿53 中舘 英二�ターフ・スポート藤原 英昭 浦河 岡本牧場 454＋ 81：15．06 12．7�
22 � アイファーパローマ 牝4黒鹿55 村田 一誠中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 静内山田牧場 446＋101：16．17 291．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，203，900円 複勝： 26，420，600円 枠連： 10，459，200円
馬連： 28，560，400円 馬単： 19，520，400円 ワイド： 16，860，800円
3連複： 42，570，600円 3連単： 66，983，500円 計： 227，579，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 340円 � 150円 � 160円 枠 連（4－7） 1，230円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 6，970円

ワ イ ド �� 900円 �� 1，050円 �� 320円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 37，150円

票 数

単勝票数 計 162039 的中 � 8027（6番人気）
複勝票数 計 264206 的中 � 15771（6番人気）� 53747（1番人気）� 47612（2番人気）
枠連票数 計 104592 的中 （4－7） 6319（6番人気）
馬連票数 計 285604 的中 �� 7607（10番人気）
馬単票数 計 195204 的中 �� 2067（23番人気）
ワイド票数 計 168608 的中 �� 4350（8番人気）�� 3697（10番人気）�� 14644（1番人気）
3連複票数 計 425706 的中 ��� 8531（6番人気）
3連単票数 計 669835 的中 ��� 1331（89番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．7―46．1―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コ ロ カ ム イ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 プルラリズム デビュー 2010．12．19 阪神5着

2008．3．14生 �5栗 母 メルヘンローズ 母母 オオシマスズラン 18戦3勝 賞金 26，820，000円
〔騎手変更〕 レゼトワール号の騎手藤懸貴志は，第5日第6競走での落馬負傷のため丸山元気に変更。
〔制裁〕 レゼトワール号の騎手丸山元気は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・9番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーパローマ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成25年11月27日まで平

地競走に出走できない。

2906810月27日 曇 良 （25新潟3）第6日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

11 ディオジェーヌ 牝3鹿 53
52 ☆菱田 裕二 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 438＋122：00．6 12．3�

68 ダイアゴナルクロス 牝3鹿 53 丸田 恭介 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 490－ 62：00．7� 3．4�
812 アナンジュパス 牝4鹿 55 柴山 雄一�G1レーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 460± 02：01．02 8．4�
22 ゴールドテーラー 牝3栗 53 伊藤 工真中西 浩一氏 河内 洋 千歳 社台ファーム 420－ 2 〃 クビ 2．1�
811 ダイワフェリス 牝4栗 55

53 △横山 和生大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 518－ 42：01．1� 17．0	
33 ア ソ ル ー タ 牝5栗 55 中舘 英二 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 458＋ 62：01．31� 54．1

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 448－ 22：01．4クビ 16．0�
79 マーヴェリックス 牝3鹿 53 鮫島 良太市川 義美氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464＋202：01．82� 47．0�
44 ターフジェニック 牝3鹿 53

51 △杉原 誠人釘田 秀一氏 藤沢 則雄 新冠 マリオステー
ブル 468－ 82：02．01� 29．6

710 リメンバーメジロ 牝3鹿 53
52 ☆嶋田 純次芹澤 精一氏 相沢 郁 洞爺湖 メジロ牧場 430＋16 〃 クビ 124．6�

55 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 468＋ 62：03．38 151．1�
67 エーシンルクソール 牝4栗 55 丸山 元気�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 468＋202：04．68 14．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，068，100円 複勝： 29，033，800円 枠連： 9，142，400円
馬連： 32，085，400円 馬単： 26，807，400円 ワイド： 16，129，500円
3連複： 44，014，100円 3連単： 90，420，200円 計： 269，700，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 310円 � 150円 � 210円 枠 連（1－6） 1，700円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 5，290円

ワ イ ド �� 800円 �� 1，300円 �� 600円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 40，600円

票 数

単勝票数 計 220681 的中 � 14182（4番人気）
複勝票数 計 290338 的中 � 19872（5番人気）� 64304（2番人気）� 36200（3番人気）
枠連票数 計 91424 的中 （1－6） 3977（7番人気）
馬連票数 計 320854 的中 �� 11086（10番人気）
馬単票数 計 268074 的中 �� 3742（18番人気）
ワイド票数 計 161295 的中 �� 4992（11番人気）�� 2957（14番人気）�� 6880（7番人気）
3連複票数 計 440141 的中 ��� 5845（22番人気）
3連単票数 計 904202 的中 ��� 1644（133番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．3―36．2―48．2―1：00．6―1：13．1―1：25．5―1：37．3―1：48．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディオジェーヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sinndar デビュー 2012．12．22 阪神7着

2010．5．1生 牝3鹿 母 フォーシンズ 母母 Four Roses 8戦2勝 賞金 14，730，000円
〔騎手変更〕 ターフジェニック号の騎手藤懸貴志は，第5日第6競走での落馬負傷のため杉原誠人に変更。
〔発走状況〕 ディオジェーヌ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 ディオジェーヌ号の調教師石坂正は，馬装（銜の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000円。



2906910月27日 曇 稍重 （25新潟3）第6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

811 グレートチャールズ 牡4栗 57 畑端 省吾吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 514＋ 81：53．6 2．3�
55 カ ト ラ ス �3芦 55

52 ▲伴 啓太村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 466－ 21：53．81� 24．1�
22 オリオンザスター 牡3栗 55

53 △杉原 誠人平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 荒木 貴宏 506＋ 41：54．01� 5．0�
11 � メイショウオトコギ �4栗 57

54 ▲城戸 義政松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 470± 0 〃 ハナ 75．5�
68 バイタルフォルム 牡3黒鹿55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 488＋161：54．1クビ 5．9�
812 カレングラスジョー 牡3栗 55 丸田 恭介鈴木 隆司氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 514＋ 41：54．2	 7．3�
710 メイショウシャイン 牡6鹿 57

56 ☆菱田 裕二松本 好雄氏 佐山 優 浦河 林 孝輝 472－ 41：54．52 8．2	
67 ラ グ ナ ロ ク �7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 B490＋ 81：54．71 89．2

79 � マックスロノ 牡4栗 57 西村 太一田所 英子氏 高柳 瑞樹 日高 天羽牧場 B500＋ 61：55．01	 61．5�
44 アサクサベルーガ 牡3黒鹿55 松田 大作田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 456＋ 21：55．21 18．5�
33 ダ イ コ ウ キ 牡3青鹿55 田中 健橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 514± 01：56．05 25．7
56 ワンダーデスタン 牡3青鹿55 鮫島 良太山本 能行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 470± 0 〃 ハナ 47．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，994，400円 複勝： 30，361，800円 枠連： 10，921，400円
馬連： 36，224，000円 馬単： 27，942，700円 ワイド： 20，074，400円
3連複： 53，150，900円 3連単： 109，866，000円 計： 307，535，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 400円 � 160円 枠 連（5－8） 1，670円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 300円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 28，000円

票 数

単勝票数 計 189944 的中 � 65268（1番人気）
複勝票数 計 303618 的中 � 87780（1番人気）� 13275（7番人気）� 50763（2番人気）
枠連票数 計 109214 的中 （5－8） 4847（7番人気）
馬連票数 計 362240 的中 �� 7515（13番人気）
馬単票数 計 279427 的中 �� 3357（24番人気）
ワイド票数 計 200744 的中 �� 4065（14番人気）�� 19662（1番人気）�� 2661（18番人気）
3連複票数 計 531509 的中 ��� 7933（15番人気）
3連単票数 計1098660 的中 ��� 2896（89番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―13．1―13．3―12．9―12．6―12．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．8―37．9―51．2―1：04．1―1：16．7―1：29．4―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．9
1
3
5（1，8，11）（3，4）9（7，12）（6，10）2
5（8，11）1（3，4）（7，9，2）（12，10）－6

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

勝馬の
紹 介

グレートチャールズ �
�
父 メジロベイリー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2011．9．3 札幌4着

2009．3．28生 牡4栗 母 メジロカール 母母 メジロマスキット 17戦2勝 賞金 36，600，000円
〔騎手変更〕 メイショウシャイン号の騎手藤懸貴志は，第5日第6競走での落馬負傷のため菱田裕二に変更。
※ワンダーデスタン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2907010月27日 曇 良 （25新潟3）第6日 第10競走 ��
��1，600�きんもくせい特別

発走14時40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

33 マジックタイム 牝2黒鹿54 杉原 誠人 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 458＋101：36．1 2．0�
11 サ ン グ ラ ス 牡2青鹿55 黛 弘人玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 482－ 4 〃 クビ 27．4�
79 アースウィンド 牝2青鹿54 江田 照男林 正道氏 的場 均 浦河 まるとみ冨岡牧場 480± 0 〃 ハナ 29．9�
810 メイショウコルノ 牡2黒鹿55 菱田 裕二松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 518＋ 41：36．2� 5．9�
66 コスモマイルール 牝2栗 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 422－ 21：36．41� 44．4�
22 コウエイタケル 牡2鹿 55 丸山 元気伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 464＋10 〃 クビ 5．7	
44 コスモイノセント 牡2青鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 448＋ 21：36．71	 13．7

78 セレッソレアル 牝2栗 54 松田 大作三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 464＋ 21：36．8クビ 9．6�
811
 キ ン コ バ ン 牡2栗 55 鮫島 良太熊田 義孝氏 西橋 豊治 日高 中原牧場 466－ 2 〃 クビ 90．9�
67 レッツサッチャー 牝2栗 54 勝浦 正樹大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 482－ 4 〃 ハナ 13．2
55 クリノイザナミ 牝2青 54 丸田 恭介栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 418± 01：36．9� 26．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，590，100円 複勝： 32，170，500円 枠連： 10，427，000円
馬連： 43，597，700円 馬単： 35，150，400円 ワイド： 22，282，100円
3連複： 58，259，200円 3連単： 132，919，100円 計： 359，396，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 400円 � 480円 枠 連（1－3） 2，610円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 680円 �� 850円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 10，160円 3 連 単 ��� 37，690円

票 数

単勝票数 計 245901 的中 � 101813（1番人気）
複勝票数 計 321705 的中 � 98847（1番人気）� 16386（7番人気）� 13115（9番人気）
枠連票数 計 104270 的中 （1－3） 2952（11番人気）
馬連票数 計 435977 的中 �� 13966（8番人気）
馬単票数 計 351504 的中 �� 8252（11番人気）
ワイド票数 計 222821 的中 �� 8396（6番人気）�� 6539（9番人気）�� 1817（36番人気）
3連複票数 計 582592 的中 ��� 4235（36番人気）
3連単票数 計1329191 的中 ��� 2603（118番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．3―12．9―12．8―11．5―11．0―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―36．0―48．9―1：01．7―1：13．2―1：24．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マジックタイム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．14 福島2着

2011．2．15生 牝2黒鹿 母 タイムウィルテル 母母 フサイチカツラ 3戦2勝 賞金 17，566，000円



2907110月27日 曇 良 （25新潟3）第6日 第11競走 ��
��1，000�

とどろき

轟 ス テ ー ク ス
発走15時20分 （芝・直線）
3歳以上，1，600万円以下，24．10．27以降25．10．20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 15，800，000円 6，300，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，580，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

58 レオパステル 牝6鹿 55 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 436－10 55．5 4．0�
711 トーセントレジャー 牡5鹿 54 丹内 祐次島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 矢野牧場 B504± 0 55．6� 21．9�
69 アンヴァルト 牡6青鹿56 菱田 裕二 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 488＋ 4 〃 ハナ 5．7�
33 ローブドヴルール 牝7鹿 53 丸田 恭介�ミルファーム 斎藤 誠 日高 小西ファーム 502－ 2 〃 ハナ 16．7	
814 ニシノモレッタ 牝6栗 51 村田 一誠西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 510－ 4 〃 クビ 14．0

45 アンゲネーム �5鹿 56 中舘 英二�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 478± 0 56．02� 7．3�
712 オーラレガーレ 牝5青鹿52 丸山 元気吉田 照哉氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 468－ 2 56．1クビ 17．1�
34 オレニホレルナヨ 牡4栗 52 川島 信二 �キャロットファーム 南井 克巳 日高 待兼牧場 506＋ 2 〃 クビ 25．3
610	 エイシンラトゥナ 牝3黒鹿51 小林 徹弥平井 克彦氏 松元 茂樹 米 R. S. Evans 508＋24 56．31
 10．5�
813 グローリールピナス 牝7栃栗50 原田 和真大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 484－ 4 〃 ハナ 159．5�
22 ストロングポイント 牡7芦 52 的場 勇人畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 470－10 56．4クビ 128．1�
46 	 アポロノカンザシ 牝5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 B440－ 2 〃 クビ 19．0�
57 レモンチャン 牝3栗 52 江田 照男ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 456＋ 2 56．71� 4．3�
11 バルスピュール 牝4黒鹿53 柴山 雄一ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 470＋ 2 57．02 41．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，489，800円 複勝： 47，221，600円 枠連： 34，901，100円
馬連： 121，657，700円 馬単： 73，838，700円 ワイド： 46，300，400円
3連複： 182，016，800円 3連単： 334，963，100円 計： 875，389，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 560円 � 210円 枠 連（5－7） 950円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 11，350円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 460円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 10，650円 3 連 単 ��� 72，600円

票 数

単勝票数 計 344898 的中 � 68885（1番人気）
複勝票数 計 472216 的中 � 103819（1番人気）� 16336（10番人気）� 61821（3番人気）
枠連票数 計 349011 的中 （5－7） 27361（3番人気）
馬連票数 計1216577 的中 �� 14438（28番人気）
馬単票数 計 738387 的中 �� 4802（53番人気）
ワイド票数 計 463004 的中 �� 6328（26番人気）�� 27325（2番人気）�� 6269（27番人気）
3連複票数 計1820168 的中 ��� 12615（35番人気）
3連単票数 計3349631 的中 ��� 3405（236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
勝馬の
紹 介

レオパステル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Silver Hawk デビュー 2009．11．7 福島1着

2007．3．21生 牝6鹿 母 ズ ー ナ ク ア 母母 Made in America 24戦5勝 賞金 109，998，000円

2907210月27日 曇 良 （25新潟3）第6日 第12競走 ��
��1，800�

せ ん か く わ ん

尖 閣 湾 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 406，000円 116，000円 58，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：44．1

良
良

711 シルクキングリー 牡4鹿 57 菱田 裕二有限会社シルク岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 472± 01：47．9 3．7�
33 マイネルアルティマ 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 474－ 41：48．0� 9．4�
710 ダイナミックウオー 牡3黒鹿55 西田雄一郎小川 勲氏 目野 哲也 浦河 駿河牧場 518＋121：48．1� 15．6�
812 レッドストラーダ 牡5鹿 57 黛 弘人 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 B494－ 21：48．2� 28．3�
69 タツストロング 牡4栗 57 丸田 恭介原 司郎氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 504＋ 21：48．41 6．8�
56 マイネルグラード 牡5鹿 57 伊藤 工真 �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 524＋ 61：48．5	 9．3	
57 ボーイフレンド 牡4栗 57 丸山 元気北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 442－ 6 〃 アタマ 3．7

813
 シセイギンガ 牡7青 57 川島 信二猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 450－ 21：48．6クビ 57．5�
11 � レッドエルザ 牝3栗 53 松田 大作 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 米 Keene Ridge

Racing, LLC 428＋ 4 〃 ハナ 18．9�
44 スズカカイゼル 牡3鹿 55 柴山 雄一永井 啓弍氏 武 宏平 新ひだか 武 牧場 474＋161：48．81� 91．7
22 ローレルラスター 牡3鹿 55 的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 協和牧場 478－ 8 〃 クビ 7．8�
68 
 エーシンクーフラン 牡4青 57 勝浦 正樹�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 482－121：48．9� 29．7�
45 キョウエイマイン 牝4鹿 55 江田 照男田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 440＋161：49．22 101．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，042，000円 複勝： 41，160，800円 枠連： 18，342，600円
馬連： 72，134，800円 馬単： 46，688，600円 ワイド： 31，633，500円
3連複： 98，450，000円 3連単： 186，315，700円 計： 522，768，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 260円 � 390円 枠 連（3－7） 1，100円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 670円 �� 1，110円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 7，290円 3 連 単 ��� 28，820円

票 数

単勝票数 計 280420 的中 � 60938（2番人気）
複勝票数 計 411608 的中 � 82928（1番人気）� 40402（4番人気）� 23409（7番人気）
枠連票数 計 183426 的中 （3－7） 12317（4番人気）
馬連票数 計 721348 的中 �� 33072（6番人気）
馬単票数 計 466886 的中 �� 13347（5番人気）
ワイド票数 計 316335 的中 �� 12249（5番人気）�� 6986（14番人気）�� 5084（21番人気）
3連複票数 計 984500 的中 ��� 9971（23番人気）
3連単票数 計1863157 的中 ��� 4772（79番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―35．4―47．5―59．6―1：11．7―1：23．8―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクキングリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2011．11．6 京都5着

2009．3．1生 牡4鹿 母 ステイトリースター 母母 Stylish Star 16戦3勝 賞金 41，058，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（25新潟3）第6日 10月27日（日曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 162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

173，300，000円
4，600，000円
1，420，000円
16，130，000円
54，313，500円
4，212，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
220，963，300円
338，465，500円
142，257，100円
475，414，000円
334，713，600円
235，944，900円
696，684，400円
1，290，591，600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 3，735，034，400円

総入場人員 16，035名 （有料入場人員 13，153名）



平成25年度 第3回新潟競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，044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

1，018，970，000円
34，400，000円
10，620，000円
93，800，000円
347，165，500円
27，118，000円
10，022，400円

勝馬投票券売得金
1，232，288，900円
2，048，082，000円
831，743，500円
2，697，404，900円
1，787，323，600円
1，326，037，700円
3，890，896，300円
7，001，628，500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 20，815，405，400円

総入場延人員 65，886名 （有料入場延人員 54，231名）
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