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25013 9月14日 雨 重 （26新潟3）第2日 第1競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時10分 （ダート・左）

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

中央レコード
1：55．0
1：50．9

良
不良

58 タイセイアニマート 牡2黒鹿54 田辺 裕信田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 452－101：55．0 10．3�
814 ワトソンクリック 牡2鹿 54 武士沢友治本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 メイプルファーム 508＋141：55．32 8．4�
59 トーセンアスリート 牡2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 462－ 6 〃 クビ 43．2�
46 ドラゴンパイロ 牡2青鹿54 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 浦河 �川 啓一 528＋121：55．4クビ 8．8�
610 ヘ ウ レ ー カ 牡2鹿 54 三浦 皇成池谷 誠一氏 本間 忍 新ひだか タイヘイ牧場 492± 01：55．72 2．6�
47 ナニスンネン 牡2栗 54 的場 勇人杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 480＋ 81：55．8� 53．4	
815 ベルウッドツルギ 牡2鹿 54 江田 照男鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 メイプルファーム 436－ 61：56．22� 140．0

35 クリノトイトイ 牡2栗 54

51 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 藤森 亮二 438－ 61：56．73 166．4�
23 ヴェルトフリーデン 牡2鹿 54 蛯名 正義 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 516－ 81：56．8� 10．1
713 ディアジグムント 牡2栗 54 柴山 雄一ディアレスト 栗田 徹 むかわ 桑原牧場 450＋101：56．9� 73．6�
34 トミケンキルカス 牡2栗 54 丸山 元気冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 飯岡牧場 484＋ 61：57．32� 20．6�
712 デ ン バ ー 牝2青鹿54 柴田 善臣桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 静内坂本牧場 502＋101：58．15 4．7�
11 アポロエース 牡2栗 54 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 清 482＋ 21：58．63 15．5�
22 オトコノヒマツリ 牡2栗 54 M．エスポジート 福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 472－ 41：58．81� 44．1�

（伊）

611 フジサンボンド 牡2鹿 54 横山 典弘藤田 秀行氏 的場 均 浦河 三好牧場 466－ 81：59．33 37．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，032，900円 複勝： 33，455，600円 枠連： 15，673，000円
馬連： 59，840，100円 馬単： 32，859，100円 ワイド： 29，452，100円
3連複： 73，773，600円 3連単： 102，746，600円 計： 371，833，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 380円 � 270円 � 860円 枠 連（5－8） 3，820円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 7，550円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 9，550円 �� 6，930円

3 連 複 ��� 90，550円 3 連 単 ��� 396，230円

票 数

単勝票数 計 240329 的中 � 18594（6番人気）
複勝票数 計 334556 的中 � 23201（6番人気）� 35898（3番人気）� 9044（10番人気）
枠連票数 計 156730 的中 （5－8） 3179（18番人気）
馬連票数 計 598401 的中 �� 11585（16番人気）
馬単票数 計 328591 的中 �� 3262（28番人気）
ワイド票数 計 294521 的中 �� 5634（15番人気）�� 782（68番人気）�� 1081（60番人気）
3連複票数 計 737736 的中 ��� 611（185番人気）
3連単票数 計1027466 的中 ��� 188（838番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．7―36．4―49．9―1：03．2―1：16．5―1：29．5―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイセイアニマート �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2014．7．6 福島11着

2012．5．13生 牡2黒鹿 母 ツルマルハロー 母母 スリーソウツ 2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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アミフジタイカン号・イヌイジェニー号・カズノテナンゴ号・クリノホンイツ号・サリーシャッセ号・

ナンゴクオージ号・ルグランパントル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25014 9月14日 晴 稍重 （26新潟3）第2日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走10時40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

611 タ タ ラ 牡2栗 54 宮崎 北斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 アサヒ牧場 408＋ 6 56．8 2．2�
713 オルフィーク 牝2青鹿54 武士沢友治加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 480－ 2 56．9� 6．8�
816 エンドオブデイズ 牡2鹿 54

51 ▲石川裕紀人 Him Rock Racing 田村 康仁 浦河 有限会社
松田牧場 428＋ 4 57．0� 3．5�

47 カシノツバサ 牡2栗 54 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 一山育成牧場 466－10 57．1� 9．7�
612 ハッピーピアス 牝2黒鹿 54

51 ▲原田 和真平岡 茂樹氏 谷原 義明 新ひだか へいはた牧場 388＋ 2 〃 クビ 133．6�
815 ラプンツェルダンス 牝2青鹿 54

51 ▲伴 啓太大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 筒井 征文 452－10 57．2� 54．1	
35 メランコリア 牝2栗 54 柴山 雄一�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 446－10 57．3� 28．5

24 サウスリュウセイ 牡2鹿 54 津村 明秀南波 壽氏 武藤 善則 浦河 高岸 順一 458＋16 〃 ハナ 49．9�
12 カンタベリーキッズ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹峰 哲馬氏 二本柳俊一 むかわ ヤマイチ牧場 402＋12 〃 クビ 78．5�
11 コスモタタン 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新ひだか 棚川 光男 458－ 4 57．4� 25．1
36 イ デ ィ ル 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム 442＋ 2 57．61 11．6�
714 マ タ ン ギ 牡2芦 54 二本柳 壮�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 山際牧場 B426－ 2 〃 アタマ 76．0�
23 ルーヴルヴォイス 牝2栗 54 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 日高 タバタファーム 424－ 6 57．81	 125．2�
59 テ イ ア 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 410± 0 〃 クビ 34．1�
510 ナンゴクメモリー 牝2黒鹿54 丹内 祐次平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 浦河 絵笛牧場 386－ 2 58．22� 127．2�
48 ジ ェ ム 牝2青鹿54 伊藤 工真平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 448＋ 4 59．26 166．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，963，400円 複勝： 33，310，400円 枠連： 17，421，900円
馬連： 57，221，200円 馬単： 36，987，500円 ワイド： 28，844，900円
3連複： 73，519，900円 3連単： 117，813，400円 計： 390，082，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 170円 � 120円 枠 連（6－7） 750円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 370円 �� 200円 �� 450円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 3，880円

票 数

単勝票数 計 249634 的中 � 87049（1番人気）
複勝票数 計 333104 的中 � 98571（1番人気）� 35954（3番人気）� 69753（2番人気）
枠連票数 計 174219 的中 （6－7） 17811（2番人気）
馬連票数 計 572212 的中 �� 52905（2番人気）
馬単票数 計 369875 的中 �� 20344（3番人気）
ワイド票数 計 288449 的中 �� 18443（2番人気）�� 43105（1番人気）�� 14599（3番人気）
3連複票数 計 735199 的中 ��� 64095（1番人気）
3連単票数 計1178134 的中 ��� 21991（5番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．1―10．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―22．9―34．0―44．5

上り4F44．4－3F33．9
勝馬の
紹 介

タ タ ラ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 De Ramiro デビュー 2014．7．5 福島5着

2012．4．22生 牡2栗 母 ク バ タ ー 母母 Golden Relic 3戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 カゼニモマケズ号（疾病〔左後管部挫創〕のため）・ユピテル号（疾病〔両後肢挫創〕のため）

第３回 新潟競馬 第２日



25015 9月14日 晴 重 （26新潟3）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走11時10分 （ダート・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，000，000円 1，600，000円 1，000，000円 600，000円 400，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 ヘルツフロイント 牡3黒鹿56 北村 宏司 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 490± 01：54．8 1．2�
66 リオサリナス 牡3芦 56 M．エスポジート �社台レースホース勢司 和浩 千歳 社台ファーム 518＋ 41：55．01� 12．4�

（伊）

89 アンタークティカ 牝3鹿 54 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B466＋101：55．31� 124．3�

33 ピアノフィニッシュ 牝3黒鹿 54
51 ▲井上 敏樹松田 整二氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 396－ 61：55．62 30．4�

810 ゴールドレインズ 牡3青鹿56 蛯名 正義窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 464＋141：55．81� 14．1	
77 コスモロザラム 牡3鹿 56 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか グランド牧場 B474＋ 61：55．9� 5．1

78 リベレイショニスト 牡3栗 56 西田雄一郎 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B464± 01：56．32� 127．8�
55 フジサンマーケット 牡3栗 56 柴田 善臣藤田 秀行氏 高橋 祥泰 浦河トラストスリーファーム 444＋101：56．72� 56．3�
44 アイケーゴーウィン 牝3青鹿54 嘉藤 貴行池田 皓介氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 436＋ 2 〃 クビ 108．4
11 タカラキャメロン 牝3黒鹿54 武士沢友治村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 438－ 41：56．8� 70．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 25，880，000円 複勝： 94，753，800円 枠連： 13，621，200円
馬連： 46，118，500円 馬単： 46，726，900円 ワイド： 26，233，600円
3連複： 53，346，500円 3連単： 183，538，300円 計： 490，218，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 180円 � 760円 枠 連（2－6） 580円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，790円 �� 4，710円

3 連 複 ��� 9，450円 3 連 単 ��� 16，940円

票 数

単勝票数 計 258800 的中 � 168469（1番人気）
複勝票数 計 947538 的中 � 777581（1番人気）� 32446（3番人気）� 5137（7番人気）
枠連票数 計 136212 的中 （2－6） 18004（2番人気）
馬連票数 計 461185 的中 �� 69081（2番人気）
馬単票数 計 467269 的中 �� 53546（2番人気）
ワイド票数 計 262336 的中 �� 29654（2番人気）�� 3423（15番人気）�� 1270（27番人気）
3連複票数 計 533465 的中 ��� 4231（20番人気）
3連単票数 計1835383 的中 ��� 7854（40番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．9―13．6―13．0―12．7―12．7―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．6―37．5―51．1―1：04．1―1：16．8―1：29．5―1：42．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘルツフロイント �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Law Society デビュー 2014．4．12 中山11着

2011．2．21生 牡3黒鹿 母 ライラッククイーン 母母 Lilac Dance 5戦1勝 賞金 8，800，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25016 9月14日 晴 稍重 （26新潟3）第2日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳

発走11時40分 （芝・左・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，000，000円 1，600，000円 1，000，000円 600，000円 400，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

47 ダークファンタジー 牡3栗 56 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 544＋101：34．9 23．9�
612 サンソヴール 牝3黒鹿54 M．エスポジート�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 432± 0 〃 クビ 4．8�

（伊）

817 ブルーホール 牡3青鹿56 横山 典弘�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 446± 01：35．11� 6．8�
713 プラチナジュエリー 牝3黒鹿54 大野 拓弥下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 436＋ 21：35．2クビ 6．4�
714 アクアプリンセス 牝3鹿 54

51 ▲木幡 初也水谷 昌晃氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田牧場 436± 01：35．41� 34．3	
818	 ハゴロモジャスミン 牝3鹿 52

49 ▲石川裕紀人吉田 和美氏 菊沢 隆徳 豪
Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

428＋ 21：35．5� 34．9

11 イエローサブマリン 牝3栗 54 田辺 裕信�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか グランド牧場 454＋ 2 〃 アタマ 10．5�
715 ジ ョ ニ ー 牡3鹿 56 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 514－ 4 〃 ハナ 5．1
59 アペルトゥーラ 牡3栗 56 蛯名 正義 �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 490＋ 21：35．71� 14．6�
12 メイブルーラグーン 牝3鹿 54 江田 照男千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 428± 01：35．8� 20．4�
611 キャンディキー 牝3青鹿54 武士沢友治北前孔一郎氏 高柳 瑞樹 新冠 中本牧場 444＋ 2 〃 クビ 7．5�
35 ハナズドリーム 牡3鹿 56 柴田 大知M．タバート氏 加藤 和宏 浦河 カナイシスタッド 432 ―1：36．11
 20．5�
510 スプリングキセキ 牡3栗 56 石橋 脩加藤 春夫氏 堀 宣行 浦河 辻 牧場 538＋ 41：36．31� 98．4�
23 アスキーコード 牡3青鹿56 三浦 皇成 �社台レースホース和田 正道 千歳 社台ファーム 486－ 61：36．4クビ 31．4�
24 ギンマクノヒロイン 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 410± 0 〃 アタマ 205．1�
48 ヤマニンポミエ 牝3栗 54 伊藤 工真土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 B438＋ 21：36．72 222．1�
816 サマールーチェ 牝3黒鹿 54

51 ▲原田 和真セゾンレースホース� 池上 昌弘 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 21：37．01
 321．5�
36 ヤワタマーチ 牡3鹿 56 西田雄一郎平岩 健一氏 菊川 正達 日高 木村牧場 B482－ 41：39．0大差 255．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，741，300円 複勝： 50，733，900円 枠連： 29，627，900円
馬連： 74，774，200円 馬単： 41，348，300円 ワイド： 39，225，200円
3連複： 101，120，700円 3連単： 138，966，800円 計： 505，538，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 600円 � 200円 � 210円 枠 連（4－6） 3，620円

馬 連 �� 7，740円 馬 単 �� 20，410円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 2，070円 �� 680円

3 連 複 ��� 14，950円 3 連 単 ��� 130，160円

票 数

単勝票数 計 297413 的中 � 9946（10番人気）
複勝票数 計 507339 的中 � 17711（9番人気）� 74299（2番人気）� 67915（3番人気）
枠連票数 計 296279 的中 （4－6） 6326（11番人気）
馬連票数 計 747742 的中 �� 7480（27番人気）
馬単票数 計 413483 的中 �� 1519（76番人気）
ワイド票数 計 392252 的中 �� 4684（28番人気）�� 4756（26番人気）�� 15682（3番人気）
3連複票数 計1011207 的中 ��� 5072（47番人気）
3連単票数 計1389668 的中 ��� 774（431番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―12．6―12．7―11．4―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．4―35．3―47．9―1：00．6―1：12．0―1：22．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．3
3 ・（6，17）（3，14）16（4，8，12）2（10，13）（9，11，18）（1，7）15－5 4 6，17（3，14）（4，16）（8，12）（10，2）13（9，18）（1，11）7，15－5

勝馬の
紹 介

ダークファンタジー �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Diesis デビュー 2014．3．8 中山4着

2011．2．12生 牡3栗 母 マジカルファンタジー 母母 Kissing Gate 4戦1勝 賞金 4，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤワタマーチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月14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 サトノジェイド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



25017 9月14日 晴 稍重 （26新潟3）第2日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時30分 （芝・左・外）

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
1：46．6
1：45．9

良
良

813 ダイワダーウィン 牡2栗 54 柴田 善臣大城 敬三氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 460 ―1：51．0 3．6�
45 ブラックバゴ 牡2黒鹿54 北村 宏司有限会社シルク斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 498 ―1：51．21� 3．9�
57 ポトマックリバー 牡2芦 54 蛯名 正義吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 464 ―1：51．3クビ 5．7�
33 エグランティエ 牝2栗 54 石橋 脩�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 436 ―1：51．72� 45．1�
814 コルヌコピア 牝2黒鹿54 横山 典弘池谷 誠一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 クビ 19．1�
58 ストレンジクォーク 牡2鹿 54 田中 勝春 �キャロットファーム 小島 太 安平 ノーザンファーム 488 ―1：52．02 12．4	
11 カノンブルー 牝2鹿 54 吉田 隼人 
ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 438 ―1：52．21 17．1�
22 バ ロ ネ ッ ト 牡2鹿 54 M．エスポジート 
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 沖田牧場 492 ―1：52．41� 6．6�

（伊）

34 ナ ポ レ オ ン 牡2栗 54 吉田 豊前迫 義幸氏 高野 友和 新ひだか タイヘイ牧場 478 ―1：52．5� 18．0
711 マイネルラヴィーン 牡2栗 54 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 468 ―1：52．6� 17．2�
712 チームジャパン 牝2青 54

51 ▲伴 啓太西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 426 ―1：53．02� 118．2�
46 コ ス モ カ フ 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 中田 英樹 424 ―1：53．1クビ 57．7�
610 ミヤビクロタカ 牡2鹿 54 三浦 皇成村上 義勝氏 高橋 文雅 浦河 大成牧場 460 ―1：53．31� 24．7�
69 トゥルースナイト 牡2黒鹿54 松岡 正海�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下農場 458 ―1：55．1大差 164．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，434，800円 複勝： 38，699，200円 枠連： 20，626，900円
馬連： 63，078，100円 馬単： 35，491，700円 ワイド： 29，687，900円
3連複： 75，683，500円 3連単： 109，130，900円 計： 400，833，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 130円 � 170円 枠 連（4－8） 630円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 350円 �� 480円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 5，210円

票 数

単勝票数 計 284348 的中 � 62292（1番人気）
複勝票数 計 386992 的中 � 73168（2番人気）� 80565（1番人気）� 52452（3番人気）
枠連票数 計 206269 的中 （4－8） 25345（2番人気）
馬連票数 計 630781 的中 �� 60155（1番人気）
馬単票数 計 354917 的中 �� 16343（2番人気）
ワイド票数 計 296879 的中 �� 22529（1番人気）�� 15266（3番人気）�� 17813（2番人気）
3連複票数 計 756835 的中 ��� 41796（1番人気）
3連単票数 計1091309 的中 ��� 15168（1番人気）

ハロンタイム 13．5―12．2―12．5―13．3―13．4―12．6―11．2―10．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．5―25．7―38．2―51．5―1：04．9―1：17．5―1：28．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイワダーウィン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Dashing Blade 初出走

2012．4．26生 牡2栗 母 プラウドウイングス 母母 Peraja 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ストレンジクォーク号は，発進不良〔出遅れ〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25018 9月14日 晴 重 （26新潟3）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走13時00分 （ダート・左）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：55．0
1：50．9

良
不良

34 ストロングトリトン 牡2鹿 54 三浦 皇成村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 462 ―1：55．2 3．8�
11 ラインフェルス 牡2栗 54 北村 宏司村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 474 ―1：55．94 15．2�
35 タイセイエナジー 牡2栗 54 柴田 善臣田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：56．75 38．0�
47 � タ ピ ゴ ン 牡2栗 54 蛯名 正義窪田 康志氏 奥村 武 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

462 ―1：57．01� 3．5�
610 ドリームダン 牡2栗 54 柴山 雄一セゾンレースホース� 田島 俊明 新冠 村上牧場 484 ―1：57．32 37．7�
46 コスモバーダン 牡2鹿 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 水野 貴広 浦河 大西ファーム 490 ―1：57．51	 28．2

814 トーセンロジック 牡2栗 54 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 478 ―1：57．92
 13．0�
611 オ ル グ 牡2鹿 54 田辺 裕信平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 468 ―1：58．11	 10．4
58 トミケンブレスク 牡2鹿 54 大野 拓弥冨樫 賢二氏 上原 博之 浦河 福岡 光夫 484 ― 〃 ハナ 50．8�
815 ケイジースワロー 牡2黒鹿54 岩部 純二鹿倉 勝�氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 444 ―1：58．84 10．1�
22 エ リ ー 牝2栗 54 黛 弘人山本 武司氏 奥平 雅士 平取 びらとり牧場 458 ― 〃 クビ 59．1�
59 ハーモニーノヴェル 牡2芦 54 柴田 大知日下部勝德氏 土田 稔 新ひだか 畠山牧場 510 ― 〃 ハナ 7．0�
713 レオアジリティー 牡2栗 54 吉田 豊�レオ 萱野 浩二 浦河 鎌田 正嗣 450 ―1：59．33 78．7�
712 マサノアウトバーン 牡2鹿 54 田中 勝春中村 時子氏 高野 友和 浦河 笠松牧場 506 ―2：00．25 14．4�
23 ナンヨーネイプ 牝2鹿 54 M．エスポジート 中村 德也氏 伊藤 大士 日高 千葉飯田牧場 506 ―2：04．4大差 55．6�

（伊）

（15頭）

売 得 金
単勝： 23，790，000円 複勝： 33，748，200円 枠連： 22，375，000円
馬連： 60，720，200円 馬単： 34，568，500円 ワイド： 31，467，600円
3連複： 73，568，400円 3連単： 103，029，000円 計： 383，266，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 190円 � 430円 � 850円 枠 連（1－3） 3，770円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 5，640円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，740円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 16，390円 3 連 単 ��� 77，240円

票 数

単勝票数 計 237900 的中 � 49973（2番人気）
複勝票数 計 337482 的中 � 60486（2番人気）� 18542（8番人気）� 8630（10番人気）
枠連票数 計 223750 的中 （1－3） 4590（15番人気）
馬連票数 計 607202 的中 �� 16353（11番人気）
馬単票数 計 345685 的中 �� 4590（21番人気）
ワイド票数 計 314676 的中 �� 8070（10番人気）�� 4638（19番人気）�� 2312（38番人気）
3連複票数 計 735684 的中 ��� 3365（52番人気）
3連単票数 計1030290 的中 ��� 967（232番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―13．0―13．4―12．5―12．6―13．2―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．0―37．0―50．4―1：02．9―1：15．5―1：28．7―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ストロングトリトン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Storm Cat 初出走

2012．2．3生 牡2鹿 母 ストームティグレス 母母 アンファンテ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 エリー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 エリー号の騎手黛弘人は，1コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・12番・11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナンヨーネイプ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月14日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グロリアバローズ号・ベリサリウス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



25019 9月14日 晴 重 （26新潟3）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

712� ハニーバニー 牝4鹿 55 横山 典弘 �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 492± 01：11．4 3．7�

34 ラヴァーサクラ 牝3鹿 53 大野 拓弥伊藤 秀也氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 496－ 21：11．61� 6．9�
611 パイメイメイ 牝3鹿 53

50 ▲原田 和真西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B476± 01：11．81� 21．5�
46 カゼノサファイア 牝4青 55 田辺 裕信深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 472＋ 11：11．9� 21．6�
713 スノーレパード 牝3黒鹿 53

50 ▲伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454＋ 2 〃 クビ 12．1�

35 キープレイヤー 牝3青鹿53 嶋田 純次下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 516＋ 8 〃 ハナ 25．9	

22 シャンパンルージュ 牝4鹿 55 石橋 脩�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ B492＋ 21：12．1	 18．4


58 � ホワイトプラネット 牝4芦 55 大庭 和弥石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B504± 01：12．42 2．9�
610 クレバーパルマ 牝4栗 55 丸山 元気本間 充氏 根本 康広 新ひだか 橋本牧場 432± 01：12．5	 155．2�
23 ポークチョップ 牝4鹿 55 江田 照男鈴木 照雄氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 468＋ 21：12．71� 14．1
815 グラントリノ 牝5栗 55 宮崎 北斗加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 438＋ 11：13．12� 294．4�
47 ラッキーマイラブ 牝4鹿 55

52 ▲木幡 初也�ターフ・スポート鈴木 康弘 浦河 酒井牧場 474＋201：13．31� 106．5�
59 タカラジャンヌ 牝3鹿 53 武士沢友治村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 412＋ 61：14．15 55．2�
11 キョウワメロディー 牝3栗 53 蛯名 正義�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 478＋ 41：14．31� 7．5�
814 フォゲラバーディ 牝5青鹿 55

52 ▲石川裕紀人平田 修氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 442＋211：17．4大差 384．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 31，539，300円 複勝： 53，775，900円 枠連： 27，036，900円
馬連： 88，776，600円 馬単： 47，792，000円 ワイド： 41，947，400円
3連複： 105，259，100円 3連単： 155，660，100円 計： 551，787，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 190円 � 480円 枠 連（3－7） 700円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，240円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 6，730円 3 連 単 ��� 23，990円

票 数

単勝票数 計 315393 的中 � 66402（2番人気）
複勝票数 計 537759 的中 � 94732（2番人気）� 78282（3番人気）� 22718（8番人気）
枠連票数 計 270369 的中 （3－7） 29884（2番人気）
馬連票数 計 887766 的中 �� 59136（3番人気）
馬単票数 計 477920 的中 �� 18856（3番人気）
ワイド票数 計 419474 的中 �� 25520（2番人気）�� 8375（15番人気）�� 6289（21番人気）
3連複票数 計1052591 的中 ��� 11718（25番人気）
3連単票数 計1556601 的中 ��� 4703（67番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．9―12．2―11．7―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ハニーバニー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ア サ テ ィ ス

2010．3．25生 牝4鹿 母 ダッシングハニー 母母 ラストヒット 8戦1勝 賞金 13，500，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 フォゲラバーディ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月14日まで平地
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メモリーレーン号

25020 9月14日 晴 重 （26新潟3）第2日 第8競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

712 メジャープレゼンス 牡4栗 57 M．エスポジート �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 528＋ 61：52．9 4．6�
（伊）

59 モルダバイト �4芦 57 田中 勝春岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 土田農場 B518－ 81：53．11� 6．6�
611 タイセイボルト 牡4青鹿57 吉田 豊田中 成奉氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 466－ 2 〃 クビ 8．8�
58 マイネルガネーシャ 牡6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 498± 01：53．42 9．0�
47 スリーヨーク 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B468－ 41：53．61 10．3	
713 クールジャイロ 牡3栗 54 江田 照男川上 哲司氏 矢野 英一 日高 田中 元寿 B508± 0 〃 クビ 20．5

35 ロバーストナカヤマ 牡4黒鹿57 木幡 初広�中山牧場 牧 光二 浦河 中山牧場 530－ 21：53．81� 56．8�
22 ガッテンキャンパス 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 本間 忍 新ひだか 上村 清志 450－141：53．9クビ 218．7�
814 クラウンデピュティ 牡3芦 54 吉田 隼人矢野 恭裕氏 金成 貴史 新ひだか 高橋 修 496＋101：54．0� 31．9
610 トーセンミラージュ 牡3青鹿54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 508－121：54．1クビ 6．7�
11 オ ベ リ ス ク 牡3鹿 54 石橋 脩前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B520＋ 41：54．84 32．0�
815 ボンジュールキラリ 牡3黒鹿54 大野 拓弥田中善次郎氏 高木 登 日高 道見牧場 498＋ 81：54．9� 19．6�
34 コンプリートゲーム 牡4鹿 57 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 530＋121：55．0クビ 6．3�
23 レッドダニエル 牡3栗 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム B472－ 41：55．1� 14．4�
46 テイエムテンリュウ 牡3芦 54 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 バンブー牧場 498＋ 41：55．2	 241．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，983，700円 複勝： 48，322，300円 枠連： 30，341，200円
馬連： 98，450，200円 馬単： 45，676，900円 ワイド： 42，510，200円
3連複： 112，464，900円 3連単： 157，526，200円 計： 564，275，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 200円 � 230円 � 280円 枠 連（5－7） 610円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，250円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，470円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 7，170円 3 連 単 ��� 34，090円

票 数

単勝票数 計 289837 的中 � 49701（1番人気）
複勝票数 計 483223 的中 � 67937（1番人気）� 53966（5番人気）� 42205（6番人気）
枠連票数 計 303412 的中 （5－7） 38387（1番人気）
馬連票数 計 984502 的中 �� 40809（2番人気）
馬単票数 計 456769 的中 �� 10517（3番人気）
ワイド票数 計 425102 的中 �� 17208（1番人気）�� 7262（21番人気）�� 8736（15番人気）
3連複票数 計1124649 的中 ��� 11755（17番人気）
3連単票数 計1575262 的中 ��� 3350（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―35．0―47．6―1：00．2―1：12．8―1：26．0―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．1
1
3
・（9，12）10（3，13）1，4－15（8，14）－6，5（2，11）7・（9，12）13（3，4）（10，8）（1，14）－（11，5）15（2，7）6

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

勝馬の
紹 介

メジャープレゼンス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2012．10．28 東京6着

2010．5．1生 牡4栗 母 キャッチータイトル 母母 タ イ ト ル ド 9戦2勝 賞金 18，410，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔発走状況〕 スリーヨーク号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 メジャープレゼンス号の騎手M．エスポジートは，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9

番）
〔調教再審査〕 スリーヨーク号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



25021 9月14日 晴 良 （26新潟3）第2日 第9競走 ��
��2，000�

ひ う ち や ま

火 打 山 特 別
発走14時35分 （芝・左・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

66 � グレイスフラワー 牝5青鹿55 柴田 善臣佐藤 壽男氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：59．5 4．5�
44 シャドウウィザード 	4黒鹿57 M．エスポジート 飯塚 知一氏 勢司 和浩 浦河 成隆牧場 462＋ 61：59．71
 2．4�

（伊）

55 セ キ シ ョ ウ 牝4青鹿55 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 504－ 2 〃 クビ 4．2�
22 マ グ メ ル 牡5鹿 57 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム B468＋121：59．91
 21．0�
33 マイネルシュライ 牡6青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B504＋122：00．11� 5．0	

77 ビームライフル 牡5青鹿57 蛯名 正義西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 470－ 22：00．2クビ 9．0

11 ロードエフォール 牡6黒鹿57 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 488＋ 42：00．62� 28．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 29，256，600円 複勝： 30，548，000円 枠連： 発売なし
馬連： 80，129，300円 馬単： 51，255，100円 ワイド： 25，316，500円
3連複： 68，229，200円 3連単： 216，981，100円 計： 501，715，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 200円 �� 310円 �� 220円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 3，860円

票 数

単勝票数 計 292566 的中 � 51233（3番人気）
複勝票数 計 305480 的中 � 51501（3番人気）� 96556（1番人気）
馬連票数 計 801293 的中 �� 107977（2番人気）
馬単票数 計 512551 的中 �� 28387（5番人気）
ワイド票数 計 253165 的中 �� 33346（1番人気）�� 18749（6番人気）�� 30284（2番人気）
3連複票数 計 682292 的中 ��� 80489（2番人気）
3連単票数 計2169811 的中 ��� 40659（11番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―11．7―11．9―12．6―12．3―12．0―11．5―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．7―36．4―48．3―1：00．9―1：13．2―1：25．2―1：36．7―1：47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．3
3 2－5－7，3（4，6）－1 4 2，5－7，3（4，6）1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�グレイスフラワー �

父 ダイワメジャー �


母父 カ ー ネ ギ ー

2009．3．4生 牝5青鹿 母 ジャッキーテースト 母母 ジャッキーマックス 13戦2勝 賞金 29，360，000円
初出走 JRA

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25022 9月14日 晴 重 （26新潟3）第2日 第10競走 ��
��1，200�

じょうえつ

上越ステークス
発走15時10分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，25．9．7以降26．9．7まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000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
1：09．2
1：08．7

重
重

34 モグモグパクパク 牡4栗 57 柴田 善臣小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 460＋ 21：10．5 6．9�
815 タガノトネール �4鹿 55 柴田 大知八木 良司氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋121：10．6	 6．2�
59 コウユーサムライ 牡5栗 54 M．エスポジート 加治屋貞光氏 森 秀行 宮崎 戸田 ゆり子 488－ 21：10．7	 49．6�

（伊）

610 ラピダメンテ �3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋ 2 〃 アタマ 6．4�

11 マルヴァーンヒルズ 牡4鹿 58 蛯名 正義 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 534＋ 81：11．01	 2．3�

713 リックムファサ 牡6鹿 54 津村 明秀山邉 浩氏 清水 英克 新ひだか 藤巻 則弘 472± 01：11．1
 19．2	
46 ホクセツキングオー 牡7鹿 56 三浦 皇成平島 尚武氏 白井 寿昭 新ひだか 藤巻 則弘 496－ 4 〃 アタマ 25．2

23 イチエイクリッパー 牡7鹿 52 武士沢友治栃本 實氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 512＋ 61：11．2
 311．8�
22 フォルテリコルド 牡5鹿 54 吉田 豊 �サンデーレーシング 古賀 史生 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536－ 21：11．3クビ 83．9�
611 サウスビクトル 牡5黒鹿55 田辺 裕信南波 壽氏 久保田貴士 新ひだか 猪野毛牧場 484＋141：11．51 70．3
47 � ルチャドルアスール �5黒鹿55 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 504＋ 2 〃 アタマ 26．3�
712 ゲンパチメジャー 牡5栗 54 松岡 正海平野 武志氏 萱野 浩二 浦河 林 孝輝 B494－ 61：11．6
 23．4�
35 タガノミューチャン 牝4鹿 52 北村 宏司八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506－ 6 〃 クビ 9．7�
814 サザンブレイズ 牡6栗 53 江田 照男南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 B482＋ 21：11．8	 98．9�
58 クリスワールド 牡6栗 54 吉田 隼人加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 498＋101：13．18 29．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，882，500円 複勝： 76，088，500円 枠連： 42，209，000円
馬連： 188，340，000円 馬単： 93，202，200円 ワイド： 67，967，400円
3連複： 216，144，800円 3連単： 369，390，100円 計： 1，105，224，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 250円 � 220円 � 1，050円 枠 連（3－8） 1，320円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 4，950円 �� 3，820円

3 連 複 ��� 38，230円 3 連 単 ��� 149，440円

票 数

単勝票数 計 518825 的中 � 59446（4番人気）
複勝票数 計 760885 的中 � 84837（4番人気）� 99938（2番人気）� 15342（11番人気）
枠連票数 計 422090 的中 （3－8） 24623（6番人気）
馬連票数 計1883400 的中 �� 52096（10番人気）
馬単票数 計 932022 的中 �� 12362（22番人気）
ワイド票数 計 679674 的中 �� 16661（10番人気）�� 3472（47番人気）�� 4512（42番人気）
3連複票数 計2161448 的中 ��� 4240（102番人気）
3連単票数 計3693901 的中 ��� 1792（426番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．1―12．1―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．7―45．8―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モグモグパクパク �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．9 東京6着

2010．4．21生 牡4栗 母 ワスレナイデ 母母 サンシャインバレイ 23戦5勝 賞金 95，021，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 インディーズゲーム号・エーシングリズリー号・フルヒロボーイ号・ヤマノサファイア号・ローブドヴルール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目 ３レース目



25023 9月14日 晴 良 （26新潟3）第2日 第11競走
サマーマイルシリーズ

��
��1，600�第59回京成杯オータムハンデキャップ（ＧⅢ）

発走15時45分 （芝・左・外）
3歳以上，25．9．7以降26．9．7まで1回以上出走馬，除3歳未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

京成電鉄株式会社賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

23 ク ラ レ ン ト 牡5栗 58 田辺 裕信前田 晋二氏 橋口弘次郎 新冠 ノースヒルズマネジメント 494± 01：33．3 4．9�
36 ブレイズアトレイル 牡5芦 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 500＋ 61：33．4� 20．0�
47 ミ ト ラ �6黒鹿56 M．エスポジート 吉田 勝己氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 500－ 4 〃 クビ 29．1�

（伊）

12 キングズオブザサン 牡3芦 54 蛯名 正義 �社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 468＋ 41：33．5� 8．8�
24 サトノギャラント 牡5黒鹿56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 494－ 41：33．6クビ 3．9�
510 シャイニープリンス 牡4青鹿56 柴田 大知小林 昌志氏 栗田 博憲 平取 コアレススタッド 498－ 4 〃 クビ 43．6	
816 ミッキードリーム 牡7栗 56 丸山 元気野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 アタマ 65．9

35 サダムパテック 牡6鹿 58．5 田中 勝春大西 定氏 西園 正都 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514± 01：33．7	 10．0�
48 ア ー デ ン ト 牡5芦 54 松岡 正海 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 41：33．8クビ 66．5�
59 タガノブルグ 牡3鹿 54 大野 拓弥八木 良司氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 430－ 6 〃 クビ 46．2
611 ショウナンアチーヴ 牡3黒鹿55 柴田 善臣国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488± 01：34．0� 10．2�
714 ネオウィズダム 牡4鹿 54 吉田 豊 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 アタマ 59．0�
815 ウイングドウィール 牝5黒鹿51 伊藤 工真 �グリーンファーム宗像 義忠 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 クビ 53．3�
11 エキストラエンド 牡5鹿 57 三浦 皇成 �社台レースホース角居 勝彦 千歳 社台ファーム 470± 01：34．21	 6．6�
612 エクセラントカーヴ 牝5黒鹿54 石橋 脩吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 420－ 81：34．41� 7．0�

（15頭）
713 ゴールデンナンバー 牝5栗 53 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 康弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 146，301，100円 複勝： 210，171，600円 枠連： 157，191，100円 馬連： 579，483，400円 馬単： 255，077，500円
ワイド： 201，606，700円 3連複： 760，935，600円 3連単： 1，322，531，200円 5重勝： 1，527，809，800円 計： 5，161，108，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 200円 � 430円 � 730円 枠 連（2－3） 890円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 7，360円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 2，710円 �� 5，380円

3 連 複 ��� 40，530円 3 連 単 ��� 153，480円

5 重 勝
対象競走：新潟9R／阪神10R／新潟10R／阪神11R／新潟11R

キャリーオーバー なし����� 1，238，270円

票 数

単勝票数 差引計1463011（返還計 63520） 的中 � 236235（2番人気）
複勝票数 差引計2101716（返還計116044） 的中 � 335586（2番人気）� 120369（8番人気）� 64165（9番人気）
枠連票数 差引計1571911（返還計 3073） 的中 （2－3） 136118（3番人気）
馬連票数 差引計5794834（返還計502305） 的中 �� 97467（19番人気）
馬単票数 差引計2550775（返還計218323） 的中 �� 25962（32番人気）
ワイド票数 差引計2016067（返還計217540） 的中 �� 34698（18番人気）�� 19143（28番人気）�� 9512（54番人気）
3連複票数 差引計7609356（返還計1173868） 的中 ��� 14079（113番人気）
3連単票数 差引計13225312（返還計1835300） 的中 ��� 6247（427番人気）
5重勝票数 差引計15278098（返還計519348） 的中 ����� 1223

ハロンタイム 12．8―10．9―12．2―12．1―11．9―11．1―10．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―23．7―35．9―48．0―59．9―1：11．0―1：21．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．4
3 9（3，14）7（2，16）（1，5，8，10，12）（4，6，11）15 4 9（3，14）（7，16）2（1，8，10，12）5（4，6，11）15

勝馬の
紹 介

ク ラ レ ン ト �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2011．7．16 京都1着

2009．3．2生 牡5栗 母 エリモピクシー 母母 エリモシユーテング 23戦7勝 賞金 337，918，000円
〔競走除外〕 ゴールデンナンバー号は，発走地点で疾病〔前胸部裂創〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。
〔制裁〕 シャイニープリンス号の騎手柴田大知は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12

番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

25024 9月14日 晴 良 （26新潟3）第2日 第12競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走16時25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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

59 コスモエルデスト 牝3鹿 53 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 450＋ 21：21．8 2．4�
714 エスユーハリケーン 牡4鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 482± 0 〃 クビ 43．0�
35 ケルシャンス 牝3鹿 53

50 ▲石川裕紀人 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 418＋ 61：21．9クビ 45．1�
816� トルセドール 牡3鹿 55 松岡 正海窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 478± 0 〃 クビ 8．8�
36 ミュゼミランダ 牝3栗 53

50 ▲木幡 初也髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 422± 01：22．11	 17．7�
510 トーセンジャステス 牡4鹿 57 三浦 皇成島川 	哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム 538＋ 2 〃 クビ 9．7

818 ラ パ ー ジ ュ 牝5青鹿55 石橋 脩 �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 468± 01：22．3
 9．1�
817 キーンソード 牡3黒鹿55 田中 勝春佐々木雄二氏 黒岩 陽一 浦河 中脇 満 466＋ 6 〃 クビ 9．2
11 � ベルベットメドウ 牝5青鹿 55

52 ▲長岡 禎仁�日東牧場 大和田 成 浦河 日東牧場 470－ 61：22．72� 275．5�
23 デスティニーラブ 牝3黒鹿53 嘉藤 貴行金山 克己氏 斎藤 誠 浦河 大北牧場 438± 0 〃 ハナ 61．6�
612 アルマシャウラ 牝4鹿 55 柴山 雄一コウトミックレーシング 鹿戸 雄一 浦河 上山牧場 454＋141：22．8クビ 157．4�
715 フリティラリア 牝4芦 55 横山 和生有限会社シルク鈴木 伸尋 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450＋ 61：22．9
 191．6�
12 ダイワベスパー 牝5黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460＋181：23．0
 28．0�
48 リターンラルク 牡3鹿 55 横山 典弘山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 456－ 21：23．32 6．6�
47 ディアプリンセス 牝4黒鹿55 吉田 豊ディアレスト 奥村 武 日高 松平牧場 B460－ 81：23．51� 79．7�
611 ハ ツ ガ ツ オ 牝3鹿 53 武士沢友治江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 482＋12 〃 アタマ 98．7�
24 ミッキールドラ 牡4栗 57 M．エスポジート 野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 B492－ 61：24．24 15．7�

（伊）

713� ピンクダイヤモンド 牝4鹿 55 大野 拓弥吉田 好雄氏 高橋 義博 新冠 山岡牧場 408＋241：25．26 290．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 70，874，600円 複勝： 111，096，100円 枠連： 78，918，400円
馬連： 250，236，400円 馬単： 103，585，700円 ワイド： 97，164，700円
3連複： 281，334，000円 3連単： 487，581，400円 計： 1，480，791，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 790円 � 1，030円 枠 連（5－7） 2，840円

馬 連 �� 3，440円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 1，350円 �� 1，750円 �� 13，140円

3 連 複 ��� 36，000円 3 連 単 ��� 139，720円

票 数

単勝票数 計 708746 的中 � 230713（1番人気）
複勝票数 計1110961 的中 � 339897（1番人気）� 27138（10番人気）� 20217（11番人気）
枠連票数 計 789184 的中 （5－7） 21497（11番人気）
馬連票数 計2502364 的中 �� 59786（9番人気）
馬単票数 計1035857 的中 �� 16427（14番人気）
ワイド票数 計 971647 的中 �� 18913（14番人気）�� 14394（17番人気）�� 1852（76番人気）
3連複票数 計2813340 的中 ��� 5861（99番人気）
3連単票数 計4875814 的中 ��� 2530（387番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―34．0―45．9―57．9―1：09．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモエルデスト �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 アッミラーレ デビュー 2013．6．16 函館5着

2011．6．2生 牝3鹿 母 ビューティアイ 母母 ビューティソング 14戦2勝 賞金 32，358，000円
〔発走状況〕 ハツガツオ号は，枠内駐立不良〔突進〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 ケルシャンス号の騎手石川裕紀人は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）

コスモエルデスト号の騎手柴田大知は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ハツガツオ号は，平成26年9月15日から平成26年10月5日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エフティチャーミー号・チェリーペトルズ号・ヒシワイルド号・リアリティー号・ルナレディ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

５レース目



（26新潟3）第2日 9月14日（日曜日） 雨後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 173頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

238，020，000円
2，030，000円
8，860，000円
1，510，000円
20，630，000円
61，829，000円
4，753，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
515，680，200円
814，703，500円
455，042，500円
1，647，168，200円
824，571，400円
661，424，200円
1，995，380，200円
3，464，895，100円
1，527，809，800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
5 重 勝
計 11，906，675，100円

総入場人員 18，888名 （有料入場人員 ）
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