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25037 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4日 第1競走 ��
��1，200�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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

59 � ウォリアーズソウル 牡2鹿 54 蛯名 正義 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 米 Dixiana

Farms, LLC 510－ 21：11．6 1．3�
611 ダイワインパルス 牡2鹿 54 北村 宏司大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 450＋ 41：12．02� 5．1�
47 ユ ウ ユ ウ 牝2栗 54 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 444＋ 21：12．1	 31．3�
22 アルノルフィーニ 牡2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 山際セントラルスタッド 434± 01：12．73� 48．5�
713� マイネルアペックス 牡2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Mr. & Mrs.
Bayne Welker Jr. 486＋ 61：12．91
 16．5	

46 ガ ル ー ダ 牡2鹿 54 石橋 脩石川 達絵氏 小島 太 千歳 社台ファーム 440＋12 〃 クビ 135．4

11 ラッキーダン 牡2黒鹿54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B462± 01：13．0クビ 52．8�
814 ボナフォルトゥーナ 牡2栗 54 松岡 正海佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 478－101：13．32 210．4�
712 ケイアイトレジャー 牡2芦 54 吉田 豊亀田 和弘氏 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 484＋ 41：14．04 9．5
610 シーユーアゲン 牡2鹿 54 黛 弘人浅川 皓司氏 萱野 浩二 洞�湖 レイクヴィラファーム 426＋ 61：14．21� 21．2�
815 ラッシュボール 牡2鹿 54 丸田 恭介スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 イスズ牧場 B466＋ 61：14．51	 144．3�
34 ジェイケイバゴ 牝2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹小谷野次郎氏 本間 忍 新ひだか 藤川フアーム 426＋ 21：14．6クビ 304．9�
58 ソヴリンマンボ 牡2青鹿 54

51 ▲木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 豊浦 飯原牧場 466＋ 41：14．7� 201．7�
35 ザ キ ス 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 手塚 貴久 新ひだか 前田 宗将 472＋121：15．23 101．1�
23 モンサンギエナ 牝2鹿 54 木幡 初広山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 478＋ 61：15．3	 170．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，785，200円 複勝： 119，191，700円 枠連： 17，208，700円
馬連： 57，296，900円 馬単： 44，918，900円 ワイド： 31，578，500円
3連複： 76，740，800円 3連単： 158，501，800円 計： 533，222，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 130円 � 300円 枠 連（5－6） 250円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 180円 �� 490円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 3，550円

票 数

単勝票数 計 277852 的中 � 162094（1番人気）
複勝票数 計1191917 的中 � 968933（1番人気）� 65247（2番人気）� 16962（6番人気）
枠連票数 計 172087 的中 （5－6） 52921（1番人気）
馬連票数 計 572969 的中 �� 127331（1番人気）
馬単票数 計 449189 的中 �� 70598（1番人気）
ワイド票数 計 315785 的中 �� 56770（1番人気）�� 14717（5番人気）�� 6379（12番人気）
3連複票数 計 767408 的中 ��� 35049（5番人気）
3連単票数 計1585018 的中 ��� 32281（6番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．4―12．2―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．5―46．7―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ウォリアーズソウル �
�
父 Warrior’s Reward �

�
母父 Vindication デビュー 2014．8．17 新潟2着

2012．2．26生 牡2鹿 母 I Luv U Nani 母母 Western League 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔制裁〕 ガルーダ号の調教師小島太は，馬場入場時に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

ウォリアーズソウル号の騎手蛯名正義は，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：7番・6
番・5番）

※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） 1頭 ヨイチナデシコ号
（非抽選馬） 6頭 クラウンリバティー号・シゲルハダカマツリ号・スリーワイズ号・ペイシャンスイット号・マイネルブラスト号・

ワールドハーモニー号

25038 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4日 第2競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・左・外）

牝，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
1：33．4
1：32．3

良
良

816 モ ル ー ア 牝2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 武井 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 464＋ 81：35．6 13．5�
611 プレシャスメイト 牝2鹿 54 西田雄一郎飯田 正剛氏 奥村 武 新ひだか 千代田牧場 442＋ 6 〃 クビ 6．9�
713 ロッソマドンナ 牝2青鹿54 北村 宏司星野 �男氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 404－ 61：35．81� 16．4�
715 シードパール 牝2鹿 54 横山 典弘髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 426＋ 61：36．01� 4．2�
48 バ イ レ 牝2芦 54 嘉藤 貴行 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B470± 01：36．1� 36．9	
818 レーヴラヴィッサン 牝2鹿 54 田辺 裕信佐々木雄二氏 黒岩 陽一 新ひだか 土田農場 444－ 81：36．2クビ 5．7

47 デスドロップ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁畑佐 博氏 岩戸 孝樹 浦河 富田牧場 398－ 21：36．41 324．5�
11 ウインマハロ 牝2鹿 54 津村 明秀�ウイン 斎藤 誠 新冠 コスモヴューファーム 404± 01：36．5� 12．2
612 ギンザジャンヌ 牝2黒鹿54 杉原 誠人有馬 博文氏 水野 貴広 新ひだか 三石橋本牧場 440± 01：36．81� 95．7�
36 サイレンスムーン 牝2黒鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 488－ 6 〃 クビ 8．1�
59 アップリズム 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 444＋ 21：37．01 273．4�
817 アドラビリティ 牝2青鹿54 吉田 豊藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 488－ 8 〃 ハナ 29．5�
12 ベ リ サ マ 牝2黒鹿54 菱田 裕二ホースアディクト伊藤 大士 新冠 平山牧場 442－ 21：37．42� 78．7�
24 ステイハッピー 牝2栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 456－ 61：37．5� 4．8�
35 シンザンユウコク 牝2黒鹿54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 434＋ 81：37．81� 188．1�
510 ハッピーノリチャン 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也足立 範子氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 440＋ 21：38．01� 31．1�
714 アラホウジョウ 牝2黒鹿54 松岡 正海�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 472＋121：38．1クビ 57．8�
23 カラマンシー 牝2栗 54 大野 拓弥�G1レーシング 天間 昭一 千歳 社台ファーム 406－ 41：39．37 202．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，207，100円 複勝： 44，711，900円 枠連： 20，207，200円
馬連： 65，862，000円 馬単： 33，294，300円 ワイド： 33，316，900円
3連複： 83，346，300円 3連単： 112，955，400円 計： 416，901，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，350円 複 勝 � 360円 � 220円 � 470円 枠 連（6－8） 1，120円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 10，090円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 3，740円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 27，440円 3 連 単 ��� 168，850円

票 数

単勝票数 計 232071 的中 � 13741（7番人気）
複勝票数 計 447119 的中 � 30807（7番人気）� 62712（3番人気）� 22501（8番人気）
枠連票数 計 202072 的中 （6－8） 13905（5番人気）
馬連票数 計 658620 的中 �� 11146（19番人気）
馬単票数 計 332943 的中 �� 2474（39番人気）
ワイド票数 計 333169 的中 �� 5656（17番人気）�� 2263（39番人気）�� 3948（24番人気）
3連複票数 計 833463 的中 ��� 2278（85番人気）
3連単票数 計1129554 的中 ��� 485（507番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．2―12．7―12．2―11．4―10．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．3―49．0―1：01．2―1：12．6―1：23．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モ ル ー ア �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．8．31 新潟5着

2012．3．14生 牝2鹿 母 ピエナマーメイド 母母 グリンパサー 2戦1勝 賞金 5，700，000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。
（非当選馬） 1頭 ジュエルアラモード号

第３回 新潟競馬 第４日



25039 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4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

11 ヒ ム カ 牝3栗 54 蛯名 正義�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 502＋ 21：54．0 4．0�
59 ウェルヴァースト 牡3栗 56 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B452－ 21：54．21� 2．3�
34 テイエムリキオー 牡3黒鹿56 嘉藤 貴行竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 468＋ 81：54．3クビ 8．2�
611 ポ ル ナ ー ダ 牡3栗 56 伊藤 工真吉田 照哉氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム B444－ 6 〃 クビ 11．2�
713 シャドウマスク 牝3青鹿54 川田 将雅飯塚 知一氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 466＋ 41：54．4クビ 26．3�
58 メイクザカット 牡3栗 56 田辺 裕信島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 B530＋ 21：54．5� 10．8	
610 マ ニ エ ー テ 牝3栗 54 黛 弘人堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 422± 01：54．6クビ 55．5

815 サトノセレリティ 牡3鹿 56 国分 優作里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B486－ 4 〃 クビ 56．8�
23 ショウナンアバロン �3鹿 56 北村 宏司国本 哲秀氏 武市 康男 新ひだか 西村 和夫 B440± 0 〃 ハナ 17．2�
712 グロリアストレイル 牡3栗 56 三浦 皇成 シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：54．92 30．9�
46 ホ ト ト ヤ エ 牝3黒鹿54 津村 明秀井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム B478＋ 4 〃 アタマ 13．9�
814 タイヨウロマン 牡3栗 56 宮崎 北斗太陽光� 浅野洋一郎 浦河 モトスファーム 458＋ 21：55．0� 431．5�
35 ドラゴングレイス 牡3栗 56 平野 優窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 三城牧場 424－ 6 〃 ハナ 234．1�
47 ダベンポート �3栗 56 大野 拓弥北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 490－ 21：55．2� 41．4�
22 スパイラルネビュラ 牡3鹿 56 柴山 雄一 社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 464－101：56．810 210．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，781，900円 複勝： 43，160，000円 枠連： 18，847，500円
馬連： 62，355，000円 馬単： 35，376，800円 ワイド： 34，297，100円
3連複： 79，117，900円 3連単： 117，757，300円 計： 418，693，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 120円 � 160円 枠 連（1－5） 470円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 240円 �� 430円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，290円

票 数

単勝票数 計 277819 的中 � 55137（2番人気）
複勝票数 計 431600 的中 � 86360（2番人気）� 102304（1番人気）� 57102（3番人気）
枠連票数 計 188475 的中 （1－5） 31041（1番人気）
馬連票数 計 623550 的中 �� 85607（1番人気）
馬単票数 計 353768 的中 �� 21884（2番人気）
ワイド票数 計 342971 的中 �� 40653（1番人気）�� 18635（3番人気）�� 22763（2番人気）
3連複票数 計 791179 的中 ��� 49198（1番人気）
3連単票数 計1177573 的中 ��� 16120（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．2―49．1―1：01．9―1：14．7―1：28．0―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒ ム カ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．7．28 新潟15着

2011．5．14生 牝3栗 母 ハートサムデイ 母母 メイクアウイッシュ 14戦1勝 賞金 13，420，000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。
（非抽選馬） 5頭 アヴェクトワ号・エンジェルピース号・ゴールデンキャット号・プラウドウルフ号・レッドイルヴェント号

25040 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時40分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
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3：01．4良

11 � カシノデューク 牡5栗 60 蓑島 靖典柏木 務氏 二本柳俊一 熊本 本田 土寿 492＋ 43：06．5 1．7�
712 カントリースノー �7黒鹿 60

57 ▲原田 和真鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 532＋ 8 〃 クビ 41．0�
610 メイショウアラワシ 牡3栗 58 植野 貴也松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 454＋ 23：06．71� 10．6�
814� ホ ク レ ア 牡5栗 60 高野 和馬古賀 和夫氏 和田 正道 新ひだか 西村 和夫 456－ 63：07．01	 5．6�
58 レッドフォルツァ 牡5鹿 60 五十嵐雄祐 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新冠 的場牧場 B506－ 43：07．21
 11．3�
33 � ジョーマダガスカル �5鹿 60 林 満明上田けい子氏 中竹 和也 米 Fred W.

Hertrich III 506± 03：07．73 19．3	
57 レアーレスパーダ �7鹿 60 金子 光希 
社台レースホース上原 博之 安平 追分ファーム 504－ 63：07．8クビ 7．7�
46 ティアップビクター 牡4黒鹿60 石神 深一田中 昇氏 高木 登 浦河 猿橋 義昭 444－ 23：09．29 45．2�
813 スリーロンドン 牡3栗 58 大江原 圭永井商事� 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 456＋ 23：09．94 165．9
22 � ヴァリュービジョン �5黒鹿60 横山 義行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 490＋ 23：10．0クビ 95．9�
711� グリーティングワン 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 424－ 23：10．1� 30．5�
69 ヤマニンブロケード 牡3芦 58 江田 勇亮土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 伉助 444＋ 83：12．4大差 59．0�
34 アウレオーラ 牝4黒鹿58 山本 康志 
シルクレーシング 大久保洋吉 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520＋123：14．010 63．4�
45 セイカシャルマン 牡3鹿 58 鈴木 慶太久米 大氏 南田美知雄 日高 千葉飯田牧場 458＋ 43：14．21
 314．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，145，600円 複勝： 31，368，600円 枠連： 15，998，800円
馬連： 42，304，600円 馬単： 31，322，600円 ワイド： 23，931，700円
3連複： 59，660，600円 3連単： 109，583，000円 計： 334，315，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 680円 � 190円 枠 連（1－7） 1，580円

馬 連 �� 4，690円 馬 単 �� 7，050円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 350円 �� 4，780円

3 連 複 ��� 9，790円 3 連 単 ��� 50，180円

票 数

単勝票数 計 201456 的中 � 93115（1番人気）
複勝票数 計 313686 的中 � 139490（1番人気）� 6045（9番人気）� 31127（4番人気）
枠連票数 計 159988 的中 （1－7） 7833（5番人気）
馬連票数 計 423046 的中 �� 6980（13番人気）
馬単票数 計 313226 的中 �� 3331（21番人気）
ワイド票数 計 239317 的中 �� 3464（18番人気）�� 19916（3番人気）�� 1179（39番人気）
3連複票数 計 596606 的中 ��� 4569（28番人気）
3連単票数 計1095830 的中 ��� 1583（140番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 51．1－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�カシノデューク �
�
父 アメリカンボス �

�
母父 サクラローレル

2009．2．28生 牡5栗 母 ビ ー ナ ス 母母 ダズリンデセプション 障害：9戦1勝 賞金 17，900，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 グリーティングワン号の騎手上野翔は，第4回阪神競馬第3日第8競走での落馬負傷のため浜野谷憲尚に変更。
※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。
（非当選馬） 1頭 モンモン号



25041 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・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
2：03．0
1：59．9

良
良

33 オ ル ロ フ 牡2黒鹿54 川田 将雅寺田 寿男氏 �島 一歩 新冠 株式会社
ノースヒルズ 504 ―2：05．9 3．7�

610 チャビアール 牡2芦 54 江田 照男 �サンデーレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 470 ―2：06．0� 33．1�
711 ア ル タ ー 牡2栗 54 柴山 雄一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 508 ― 〃 ハナ 16．0�
813 レッドルヴァン 牡2芦 54 田辺 裕信 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 484 ― 〃 クビ 5．0�
46 タイタニウム 牡2鹿 54 吉田 豊吉田 安惠氏 鹿戸 雄一 平取 追分ファーム 444 ―2：06．1� 23．5	
814 ドラゴンストーム 牡2青鹿54 北村 宏司窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ―2：06．31	 3．0

712 トレースオンアイス 牡2鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 452 ―2：06．4
 7．1�
34 アキノヘッドギア 牡2鹿 54 村田 一誠穐吉 正孝氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 434 ―2：06．72 71．5�
45 � ミ ス エ リ カ 牝2黒鹿54 三浦 皇成荒牧 政美氏 手塚 貴久 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

500 ― 〃 ハナ 8．7
58 トーセンアイランド 牡2青 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 508 ― 〃 ハナ 105．5�
69 シェケナベイベー 牝2鹿 54 西田雄一郎ホースアディクト菊川 正達 日高 千葉飯田牧場 430 ―2：06．8
 226．3�
22 リンカーンハート 牡2黒鹿54 M．エスポジート 芹澤 精一氏 相沢 郁 日高 瀬戸牧場 454 ―2：07．01 122．9�

（伊）

57 マイネルカサドール 牡2栗 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 誠 新ひだか 橋本牧場 434 ―2：07．1
 61．9�

11 シャオシンジュ 牡2栗 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 466 ―2：10．0大差 73．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，378，500円 複勝： 34，074，800円 枠連： 19，090，000円
馬連： 55，297，500円 馬単： 35，490，500円 ワイド： 25，711，700円
3連複： 66，049，200円 3連単： 107，636，500円 計： 368，728，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 750円 � 420円 枠 連（3－6） 6，780円

馬 連 �� 10，460円 馬 単 �� 16，380円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 1，120円 �� 6，200円

3 連 複 ��� 38，100円 3 連 単 ��� 144，240円

票 数

単勝票数 計 253785 的中 � 53714（2番人気）
複勝票数 計 340748 的中 � 65346（2番人気）� 9804（8番人気）� 18955（7番人気）
枠連票数 計 190900 的中 （3－6） 2182（15番人気）
馬連票数 計 552975 的中 �� 4094（24番人気）
馬単票数 計 354905 的中 �� 1625（44番人気）
ワイド票数 計 257117 的中 �� 2801（22番人気）�� 6078（12番人気）�� 1043（46番人気）
3連複票数 計 660492 的中 ��� 1300（85番人気）
3連単票数 計1076365 的中 ��� 541（329番人気）

ハロンタイム 13．0―12．0―13．1―13．8―13．3―13．0―12．5―11．9―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．0―38．1―51．9―1：05．2―1：18．2―1：30．7―1：42．6―1：54．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ル ロ フ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Seeking the Gold 初出走

2012．2．25生 牡2黒鹿 母 ラビットフット 母母 Argentario 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※アキノヘッドギア号・トーセンアイランド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

25042 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走13時00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
1：09．2
1：08．7

重
重

58 ビーチドラゴン �3黒鹿56 伊藤 工真窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 522＋ 21：12．4 15．5�
35 ツリーチャイム 牝3鹿 54 川田 将雅 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 478－ 21：12．5� 1．7�
34 クラウンシンホニー 牝3鹿 54 丸田 恭介�クラウン 小野 次郎 新冠 シンユウフアーム 478－ 61：12．92� 6．0�
22 シゲルシモウサ 牡3鹿 56 蛯名 正義森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B458＋ 21：13．11� 8．8�
815 クインズストリーク 牝3黒鹿54 大野 拓弥 �クイーンズ・ランチ 和田正一郎 新ひだか 松田牧場 438＋161：13．2� 8．7�
46 シ ガ ー ロ ス 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹	日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B502＋ 8 〃 アタマ 28．9

11 メイショウカイセイ 牝3鹿 54 柴山 雄一松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 458＋121：13．51� 23．8�
47 エンディアイモン 牡3栗 56 二本柳 壮井門 敏雄氏 松永 康利 日高 坂 牧場 478＋ 21：13．71� 54．5�
610 アサカラヴァーズ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁	協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 468＋ 21：13．91� 27．1
712 ベストクオリティー 牝3鹿 54 柴田 大知山田 弘氏 栗田 博憲 新ひだか 前田 宗将 482＋ 41：14．0� 154．9�
713 エクセルバード 牡3鹿 56

53 ▲石川裕紀人谷川 正純氏 武市 康男 新ひだか 前田牧場 452－101：14．21� 202．6�
59 グラシエトウショウ 牝3芦 54

51 ▲伴 啓太トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 482± 01：14．3� 204．7�
23 ティアップシンガー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 448－ 41：14．51 32．3�
814 クールゴッホ 牡3栗 56 丹内 祐次西森 道男氏 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 B498＋ 61：14．92� 34．7�
611 チアフルミイチャン 牝3鹿 54 武士沢友治内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 478＋ 81：16．17 83．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，154，600円 複勝： 45，740，900円 枠連： 21，819，300円
馬連： 60，621，900円 馬単： 40，087，400円 ワイド： 33，826，100円
3連複： 79，050，300円 3連単： 134，754，900円 計： 441，055，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 250円 � 110円 � 150円 枠 連（3－5） 910円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 460円 �� 840円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 14，560円

票 数

単勝票数 計 251546 的中 � 12921（5番人気）
複勝票数 計 457409 的中 � 26080（5番人気）� 197857（1番人気）� 61871（2番人気）
枠連票数 計 218193 的中 （3－5） 18538（4番人気）
馬連票数 計 606219 的中 �� 35532（4番人気）
馬単票数 計 400874 的中 �� 7533（12番人気）
ワイド票数 計 338261 的中 �� 17298（4番人気）�� 8665（9番人気）�� 54299（1番人気）
3連複票数 計 790503 的中 ��� 39778（3番人気）
3連単票数 計1347549 的中 ��� 6708（38番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．6―12．8―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．8―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビーチドラゴン �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．5．11 新潟9着

2011．2．13生 �3黒鹿 母 ビーチフェスタ 母母 ビーチフラッグ 5戦1勝 賞金 4，460，000円
〔制裁〕 エンディアイモン号の騎手二本柳壮は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 シンボリプロスト号・スズノユーミン号・メイショウエクサ号
（非抽選馬） 3頭 エアマチルド号・エフティコゼット号・ノブジョプリン号



25043 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走13時30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 ハイアーレート 牡3黒鹿54 吉田 豊 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム 490＋201：51．7 3．1�
814� ヤンキーソヴリン 	4黒鹿57 木幡 初広岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.

Brilie, L. P. B486－ 61：52．55 10．1�
23 マドリードカフェ 牡3黒鹿54 大野 拓弥 Him Rock Racing 田村 康仁 日高 チャンピオン

ズファーム 508－ 21：52．6クビ 11．0�
46 アイソレーション 牡3鹿 54 三浦 皇成丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 516＋101：52．81
 35．4�
713 サヴァティアーノ 牡3黒鹿54 M．エスポジート �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 516＋12 〃 ハナ 2．4�

（伊）

58 エピローグブリッジ 	4栗 57 蛯名 正義	G1レーシング 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480± 0 〃 ハナ 8．6


22 レオネプチューン 牡6鹿 57 横山 典弘	レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 474± 01：52．9
 27．9�
610 モンプレジール 牡4鹿 57 江田 照男平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 458－10 〃 アタマ 17．8�
11 � テ ス テ ィ コ 牝3芦 52 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 米 Casner

Racing, LP 522＋121：53．0
 53．2
35 インペリアルブルー 牡3栗 54

51 ▲伴 啓太 	ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 本桐牧場 B452＋121：53．42
 253．1�
47 クレバーカイザー 牡5鹿 57 田辺 裕信 	ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 498＋ 21：53．5クビ 55．5�
34 ディアイッセイ 牡3鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 B498± 0 〃 クビ 112．1�
815 レ オ ニ ー ズ 牡3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �社台レースホース小島 茂之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488＋101：53．6クビ 22．3�

611 アルフェロア 牡5青鹿57 松田 大作吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム B492－ 61：53．81� 222．8�
59 カシノカーム 牡3芦 54

51 ▲石川裕紀人柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 468＋ 61：56．2大差 265．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，428，800円 複勝： 48，288，500円 枠連： 26，878，500円
馬連： 88，793，100円 馬単： 44，756，900円 ワイド： 40，027，300円
3連複： 103，975，800円 3連単： 165，342，500円 計： 550，491，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 240円 � 260円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 680円 �� 540円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 20，730円

票 数

単勝票数 計 324288 的中 � 82645（2番人気）
複勝票数 計 482885 的中 � 97885（2番人気）� 47262（4番人気）� 43039（5番人気）
枠連票数 計 268785 的中 （7－8） 42255（1番人気）
馬連票数 計 887931 的中 �� 38853（7番人気）
馬単票数 計 447569 的中 �� 11951（8番人気）
ワイド票数 計 400273 的中 �� 15337（7番人気）�� 19717（4番人気）�� 7326（15番人気）
3連複票数 計1039758 的中 ��� 16089（13番人気）
3連単票数 計1653425 的中 ��� 5781（56番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．5―12．9―12．4―12．4―13．1―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．4―49．3―1：01．7―1：14．1―1：27．2―1：39．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．6
1
3
12（5，6，9，13）（3，14）10，1（2，8）4－15（7，11）
12（6，13）（5，10，14）8（3，2，4）1，9（7，11，15）

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

勝馬の
紹 介

ハイアーレート �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．7．21 福島1着

2011．2．1生 牡3黒鹿 母 スルーレート 母母 スルーオール 11戦2勝 賞金 30，076，000円
〔制裁〕 ハイアーレート号の騎手吉田豊は，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：9番・7番）
※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） 4頭 ショウナンアポロン号・ナムライッポン号・ポールシッター号・リライブナカヤマ号
（非抽選馬） 1頭 アイアンフォックス号
※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。

25044 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時00分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

612� カ カ リ ア 牝3鹿 53 川田 将雅加藤 春夫氏 武井 亮 様似 様似共栄牧場 472± 0 55．1 2．0�
714 ロマネクイーン 牝4鹿 55 武士沢友治村田 哲朗氏 蛯名 利弘 新ひだか 上野 正恵 B470± 0 55．52� 14．2�
59 シングルカスク 牝3黒鹿 53

50 ▲原田 和真 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 416－ 4 〃 ハナ 27．8�
713 アカノジュウロク 牝4鹿 55 田辺 裕信根本 忠義氏 尾関 知人 千歳 社台ファーム 448± 0 55．6� 6．9�
611 シ ェ ー ル 牝4芦 55

52 ▲伴 啓太谷水 雄三氏 池上 昌弘 新ひだか カントリー牧場 B446－ 4 〃 アタマ 17．6�
818 カシノワルツ 牝4黒鹿55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 新冠 中地 義次 B446＋ 6 55．7クビ 4．6	
47 トウカイマインド 牝3鹿 53 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 452± 0 55．8� 30．1

48 ナスケンリュウジン 牡3栗 55 西田雄一郎那須 猛氏 鈴木 康弘 新ひだか 桜井牧場 446± 0 55．9� 57．6�
715 エクスプローラー 牡5青 57 丸田 恭介薗部 博之氏 小笠 倫弘 安平 追分ファーム 510－ 6 〃 アタマ 100．4�
510 エフティチャーミー 牝4鹿 55 丹内 祐次吉野 英子氏 金成 貴史 平取 北島牧場 450＋ 4 〃 アタマ 115．8
35 ダイワミストレス 牝5黒鹿55 北村 宏司大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 480－ 4 56．21� 11．9�
816 ジョアンシーピン 牝4黒鹿55 村田 一誠西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 岡田牧場 466＋ 4 56．41� 47．7�
23 ヤマホトトギス 牝3鹿 53 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 464＋ 8 56．61� 39．3�
12 ジャストザオネスト 牡4黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 504＋16 56．7� 91．5�

36 テルミドール 牝3黒鹿53 嘉藤 貴行�ミルファーム 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 418＋ 4 56．9� 203．3�
11 スピーディユウマ 牝4青鹿 55

52 ▲石川裕紀人竹國美枝子氏 鈴木 康弘 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436＋ 6 〃 ハナ 70．1�

24 ステキトワイライト 牝4鹿 55 伊藤 工真小田切統二氏 高橋 祥泰 新ひだか 木下牧場 448＋10 57．0� 224．4�
817� アトムフェニックス 牝5鹿 55 横山 和生永井 廣司氏 勢司 和浩 新ひだか 大塚牧場 430－ 6 57．32 331．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，553，500円 複勝： 59，983，800円 枠連： 30，319，200円
馬連： 100，139，000円 馬単： 56，243，300円 ワイド： 48，387，900円
3連複： 129，762，200円 3連単： 214，179，400円 計： 678，568，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 310円 � 550円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，070円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 9，720円 3 連 単 ��� 33，330円

票 数

単勝票数 計 395535 的中 � 155515（1番人気）
複勝票数 計 599838 的中 � 221295（1番人気）� 36628（4番人気）� 18309（8番人気）
枠連票数 計 303192 的中 （6－7） 54046（2番人気）
馬連票数 計1001390 的中 �� 41573（6番人気）
馬単票数 計 562433 的中 �� 16339（7番人気）
ワイド票数 計 483879 的中 �� 14636（6番人気）�� 11792（9番人気）�� 3837（30番人気）
3連複票数 計1297622 的中 ��� 10006（25番人気）
3連単票数 計2141794 的中 ��� 4658（80番人気）

ハロンタイム 12．1―10．2―10．5―10．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．3―32．8―43．6

上り4F43．0－3F32．8
勝馬の
紹 介

�カ カ リ ア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ル シ ョ ン

2011．5．14生 牝3鹿 母 スプリングガーベラ 母母 アンジェラスロマン 3戦1勝 賞金 13，428，000円
地方デビュー 2013．6．12 門別

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
〔制裁〕 ロマネクイーン号の騎手武士沢友治は，競走後半で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：18番）
※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） 3頭 アポロデイライト号・デサフィナード号・リアリティー号
（非抽選馬） 2頭 ヒカルブルービー号・メイショウカイモン号



25045 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4日 第9競走 ��
��1，800�

さ き は な

咲 花 特 別
発走14時35分 （ダート・左）
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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

23 � ソーミラキュラス 牝4黒鹿55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：51．6 2．6�
59 マ ル ケ サ ス 牡5青鹿57 北村 宏司 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 クビ 15．8�
610 クラーロデルナ 牡5鹿 57 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 土田農場 494＋ 41：51．81	 35．1�
815 サンライズウェイ 牡4栗 57 三浦 皇成松岡 隆雄氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 470＋121：51．9
 6．4�
35 アルファアリエス 牡3鹿 54 田辺 裕信�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 462＋101：52．11
 14．4	
58 アクションバイオ 牡4黒鹿57 国分 優作バイオ� 西浦 勝一 平取 坂東牧場 490－ 21：52．2クビ 9．6

34 � セ セ リ 牡3栗 54 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 William Paca

Beatson Jr. 488－ 41：52．3
 6．3�
47 ケツァルコアトル 牡4青鹿57 津村 明秀�ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 41：52．51
 42．0�
46 ドラゴンピース 牡5鹿 57 柴田 善臣窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 498＋ 21：52．6クビ 77．8
611 スノーモンキー 牡4鹿 57 丸山 元気石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 444－ 41：52．7� 7．9�
22 メイショウソラーレ 牡4鹿 57 松田 大作松本 好雄氏 中内田充正 浦河 太陽牧場 494± 01：52．8
 15．2�
713 ゴールドシェンロン 牡3栗 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 452＋ 81：53．54 21．3�
11 ブルーイングリーン 牡5栗 57 柴田 大知青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494＋ 61：54．03 275．2�
814� バルダメンテ 牡5青鹿57 石橋 脩前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.

Montanari 516－121：54．32 219．3�
712 バサラヴォーグ 牡5芦 57 古川 吉洋湊 義明氏 大竹 正博 浦河 村下牧場 482＋ 41：54．61� 56．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，475，200円 複勝： 78，261，500円 枠連： 33，402，800円
馬連： 148，953，400円 馬単： 67，172，700円 ワイド： 60，208，900円
3連複： 173，190，100円 3連単： 265，669，800円 計： 875，334，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 440円 � 560円 枠 連（2－5） 870円

馬 連 �� 2，650円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，710円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 19，060円 3 連 単 ��� 63，420円

票 数

単勝票数 計 484752 的中 � 144686（1番人気）
複勝票数 計 782615 的中 � 181599（1番人気）� 39375（8番人気）� 29305（10番人気）
枠連票数 計 334028 的中 （2－5） 29705（4番人気）
馬連票数 計1489534 的中 �� 43485（8番人気）
馬単票数 計 671727 的中 �� 14019（11番人気）
ワイド票数 計 602089 的中 �� 16935（8番人気）�� 9040（18番人気）�� 3702（51番人気）
3連複票数 計1731901 的中 ��� 6812（69番人気）
3連単票数 計2656698 的中 ��� 3037（218番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．4―13．1―12．9―12．5―12．9―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―35．6―48．7―1：01．6―1：14．1―1：27．0―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．5
1
3
8（2，7）13（3，12）－4（5，11）14－1，10（6，15）9
8（2，7）（3，13）9（5，12，4）14（1，10，11，15）6

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

勝馬の
紹 介

�ソーミラキュラス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 エ リ シ オ

2010．4．20生 牝4黒鹿 母 ソーアラート 母母 スペシャルアラート 5戦3勝 賞金 30，617，000円
初出走 JRA

※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 アドマイヤダリヤ号・オーシュペール号・ゼログラヴィティー号・ヒショウ号・ヒラボクプリンス号

25046 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4日 第10競走 ��
��2，000�レインボーステークス

発走15時10分 （芝・左・外）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

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 259，000円 74，000円 37，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

11 ネオブラックダイヤ 牡6青鹿57 横山 典弘小林 仁幸氏 鹿戸 雄一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516＋241：59．6 138．0�

44 ファントムライト 牡5黒鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494－102：00．23� 2．0�
33 マイネルディーン 牡5青 57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 2 〃 アタマ 7．5�
55 ブリッジクライム 牝5鹿 55 柴田 善臣吉田 照哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 6．0�
67 ローレルブレット 牡5黒鹿57 田辺 裕信 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 川島牧場 450－ 6 〃 アタマ 23．3	
22 マイネルマーク 牡6青鹿57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B476＋142：00．3クビ 58．4

810 ミエノキセキ 牡6栗 57 川田 将雅里見美惠子氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 574－ 62：00．51	 5．3�
79 ケイアイチョウサン 牡4黒鹿57 北村 宏司�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 454＋ 82：00．71	 12．7�
811 リ ベ ル タ ス 牡6鹿 57 M．エスポジート 金子真人ホールディングス� 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 498＋ 42：00．91� 8．7

（伊）

78 ヒラボクビクトリー 牡6鹿 57 菱田 裕二�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 456－ 22：01．32� 68．7�
66 コウヨウレジェンド 
6鹿 57 古川 吉洋寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 本巣 一敏 502＋162：02．04 185．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 54，068，300円 複勝： 82，618，400円 枠連： 30，655，500円
馬連： 155，117，800円 馬単： 84，330，500円 ワイド： 55，865，000円
3連複： 166，201，000円 3連単： 354，072，800円 計： 982，929，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，800円 複 勝 � 2，050円 � 110円 � 220円 枠 連（1－4） 10，100円

馬 連 �� 12，760円 馬 単 �� 43，550円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 7，200円 �� 370円

3 連 複 ��� 27，940円 3 連 単 ��� 319，670円

票 数

単勝票数 計 540683 的中 � 3134（10番人気）
複勝票数 計 826184 的中 � 5835（10番人気）� 309515（1番人気）� 77660（4番人気）
枠連票数 計 306555 的中 （1－4） 2350（19番人気）
馬連票数 計1551178 的中 �� 9414（25番人気）
馬単票数 計 843305 的中 �� 1452（61番人気）
ワイド票数 計 558650 的中 �� 3720（28番人気）�� 1845（38番人気）�� 43698（4番人気）
3連複票数 計1662010 的中 ��� 4461（58番人気）
3連単票数 計3540728 的中 ��� 803（435番人気）

ハロンタイム 13．4―11．4―12．2―12．2―12．5―12．3―12．0―10．9―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―24．8―37．0―49．2―1：01．7―1：14．0―1：26．0―1：36．9―1：47．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネオブラックダイヤ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2011．1．30 東京2着

2008．2．5生 牡6青鹿 母 オレンジパラダイス 母母 オレンジシェード 35戦5勝 賞金 77，998，000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。

１レース目
３レース目



25047 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4日 第11競走 ��
��2，200�第68回朝日杯セントライト記念（ＧⅡ）

発走15時45分 （菊花賞トライアル） （芝・左）
3歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

朝日新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 52，000，000円 21，000，000円 13，000，000円 7，800，000円 5，200，000円
付 加 賞 1，344，000円 384，000円 192，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

35 イスラボニータ 牡3黒鹿56 蛯名 正義 �社台レースホース栗田 博憲 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474＋ 62：11．7 1．4�

816 トゥザワールド 牡3鹿 56 川田 将雅 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 518＋ 22：11．91� 4．3�
714 タガノグランパ 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 2 〃 クビ 49．6�
510 ステファノス 牡3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 ハナ 24．9�
11 ラ ン グ レ ー 牡3鹿 56 M．エスポジート �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482＋ 82：12．11� 44．8�

（伊）

818 メイクアップ 牡3栗 56 松岡 正海岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 470± 02：12．2� 108．2	
23 ダイワリベラル 牡3黒鹿56 丸山 元気大城 敬三氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 512＋ 22：12．41 151．3

24 ショウナンラグーン 牡3黒鹿56 吉田 豊国本 哲秀氏 大久保洋吉 洞	湖 レイクヴィラファーム 482＋ 6 〃 ハナ 31．7�
36 マイネルフロスト 牡3芦 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 競優牧場 486＋ 2 〃 アタマ 26．4
713 ワールドインパクト 牡3鹿 56 横山 典弘 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－122：12．5� 21．6�
715 デルカイザー 牡3黒鹿56 柴田 善臣山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 161．9�
817 クラリティシチー 牡3鹿 56 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新冠 パカパカ

ファーム 484＋10 〃 同着 39．8�
47 サトノフェラーリ 牡3鹿 56 北村 宏司里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 464－ 2 〃 クビ 15．9�
611 サ ン グ ラ ス 牡3青鹿56 古川 吉洋玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 488－ 42：12．81
 209．4�
12 エアアンセム 牡3黒鹿56 松田 大作 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 千歳 社台ファーム 468－20 〃 ハナ 117．1�
59 ヨ ッ ヘ イ 牡3青 56 大野 拓弥芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 482＋ 82：13．22� 191．5�
612 ア ル テ 牡3栗 56 津村 明秀 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450－ 22：13．73 294．6�
48 オウケンブラック 牡3鹿 56 田辺 裕信福井 明氏 田中 剛 洞	湖 レイクヴィラファーム 470＋182：14．33� 151．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 193，864，800円 複勝： 494，582，700円 枠連： 142，735，900円 馬連： 650，390，000円 馬単： 437，299，500円
ワイド： 288，862，400円 3連複： 956，350，100円 3連単： 2，208，862，300円 5重勝： 855，007，100円 計： 6，227，954，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 130円 � 410円 枠 連（3－8） 220円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 150円 �� 720円 �� 1，770円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 4，490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����� 4，788，030円

票 数

単勝票数 計1938648 的中 � 1063971（1番人気）
複勝票数 計4945827 的中 � 3314350（1番人気）� 530865（2番人気）� 81968（9番人気）
枠連票数 計1427359 的中 （3－8） 484233（1番人気）
馬連票数 計6503900 的中 �� 1980245（1番人気）
馬単票数 計4372995 的中 �� 976960（1番人気）
ワイド票数 計2888624 的中 �� 665300（1番人気）�� 84020（8番人気）�� 31998（19番人気）
3連複票数 計9563501 的中 ��� 317406（7番人気）
3連単票数 計22088623 的中 ��� 356196（7番人気）
5重勝票数 計8550071 的中 ����� 125

ハロンタイム 13．0―10．8―11．3―12．0―12．7―11．8―12．0―12．1―12．3―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―23．8―35．1―47．1―59．8―1：11．6―1：23．6―1：35．7―1：48．0―1：59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F36．0
1
3

・（11，8）16（12，5，17）（1，15）（7，14）（3，6）（10，18）－2（9，4）－13
11－8，16（12，17）（1，5）（3，7，14，6）（10，15，18）－（2，4）9，13

2
4
11，8，16（12，17）5（1，14）（7，15）6（3，10）18，2－4，9－13
11（8，16）（12，17）（1，5）（14，6）（3，18）7（10，15）4，2，9，13

勝馬の
紹 介

イスラボニータ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Cozzene デビュー 2013．6．2 東京1着

2011．5．21生 牡3黒鹿 母 イスラコジーン 母母 Isla Mujeres 8戦6勝 賞金 375，225，000円
〔発走状況〕 ヨッヘイ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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 スズカヴァンガード号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりイスラボニータ号・トゥザワールド号・タガノグランパ号は，菊花賞（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

25048 9月21日 晴 良 （26新潟3）第4日 第12競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走16時25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 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

611 シゲルウシュウ 牡3栗 55 丸田 恭介森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 470＋ 21：11．9 29．7�
58 ジ ー ニ ア イ 牡3青 55

52 ▲木幡 初也井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 478－ 6 〃 ハナ 7．3�
59 アルテミシア 牝4鹿 55 横山 和生岡田 牧雄氏 古賀 史生 新ひだか 小河 豊水 B490－ 2 〃 ハナ 61．4�
34 ロレーヌクロス 牡4鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498＋ 81：12．21� 6．4�
46 ジ ョ バ イ ロ 牡4鹿 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 484－101：12．3� 10．8�
610� ファイアキング 牡4鹿 57

54 ▲伴 啓太栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 恵比寿牧場 462＋ 21：12．4� 158．8	
47 スイフトフォンテン 牡3鹿 55 吉田 豊吉橋 計氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 442－ 21：12．61	 7．5

35 ヒシワイルド 牡5鹿 57

54 ▲石川裕紀人阿部 雅英氏 尾形 和幸 新冠 飛渡牧場 482－ 81：12．81	 34．3�
23 ドンビザッツウェイ 牡7鹿 57 田辺 裕信田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 502－ 81：12．9� 16．7�
712 アードバーク 牡5鹿 57

54 ▲原田 和真石川 幸司氏 南田美知雄 浦河 三栄牧場 488＋ 81：13．21� 78．2
713 ミカルベウス 牝3芦 53 蛯名 正義尾上 松壽氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 ハナ 3．1�
22 コスモリープリング 牝4鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 508－ 21：13．41� 24．1�
11 � エンチャンター 牡3鹿 55 菅原 隆一 �スカイツリーレーシング 畠山 重則 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456－15 〃 アタマ 208．2�
815� ベストヒット 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476＋ 21：13．5� 4．8�
814 スズノライジン 牡5黒鹿57 松岡 正海小紫 嘉之氏 高橋 裕 新ひだか 小河 豊水 522－ 21：13．71	 100．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 65，717，700円 複勝： 88，014，600円 枠連： 50，867，800円
馬連： 247，510，900円 馬単： 90，555，300円 ワイド： 87，631，800円
3連複： 244，353，100円 3連単： 427，547，400円 計： 1，302，198，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，970円 複 勝 � 670円 � 270円 � 1，200円 枠 連（5－6） 6，440円

馬 連 �� 9，100円 馬 単 �� 24，720円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 13，150円 �� 5，390円

3 連 複 ��� 128，690円 3 連 単 ��� 873，160円

票 数

単勝票数 計 657177 的中 � 17678（9番人気）
複勝票数 計 880146 的中 � 32598（9番人気）� 100915（4番人気）� 17360（11番人気）
枠連票数 計 508678 的中 （5－6） 6113（20番人気）
馬連票数 計2475109 的中 �� 22426（28番人気）
馬単票数 計 905553 的中 �� 2747（71番人気）
ワイド票数 計 876318 的中 �� 8011（31番人気）�� 1703（69番人気）�� 4187（47番人気）
3連複票数 計2443531 的中 ��� 1424（217番人気）
3連単票数 計4275474 的中 ��� 355（1275番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．3―12．5―12．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．6―46．1―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F38．3
3 ・（13，15）＝（5，11）12（8，9，14）－（2，4）－（1，7）10，3，6 4 ・（13，15）－（5，11）（9，12）（8，14）4，2，7，1，10，3，6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルウシュウ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2013．8．10 新潟11着

2011．5．9生 牡3栗 母 ケイアイスパイダー 母母 ケイアイワールド 10戦2勝 賞金 13，230，000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） 4頭 ヴェルフェン号・グラスルノン号・ダークアイリス号・ブリッツカイザー号
（非抽選馬） 1頭 メモリーレーン号

５レース目



（26新潟3）第4日 9月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 183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

265，020，000円
2，080，000円
5，670，000円
2，800，000円
23，890，000円
65，790，000円
5，878，800円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
583，561，200円
1，169，997，400円
428，031，200円
1，734，642，100円
1，000，848，700円
763，645，300円
2，217，797，400円
4，376，863，100円
855，007，100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 13，130，393，500円

総入場人員 23，988名 （有料入場人員 20，907名）
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