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25061 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6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

46 スピリッツセカンド 牡2黒鹿54 戸崎 圭太平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 510＋ 21：53．8レコード 32．2�
35 ジーアイウォーカー 牡2黒鹿54 北村 宏司岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 472± 01：53．9� 7．0�
47 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 512＋ 41：54．11� 2．0�
815 クラウンリバティー 牡2鹿 54 田辺 裕信矢野 恭裕氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 492－ 61：54．41� 15．9�
712 カズノテナンゴ 牡2栗 54 吉田 豊鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 456＋ 61：54．72 6．2�
11 キングノヨアケ 牡2黒鹿54 M．エスポジート 平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 498＋ 21：55．01� 8．7�

（伊）

713 ル ミ ノ ー ソ 牡2鹿 54 黛 弘人桐谷 茂氏 高木 登 新ひだか 鳥谷 勝彦 458－ 21：55．63	 18．1	
23 ルグランパントル 牡2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 460－ 21：55．7	 64．0�

611 イヌイジェニー 牝2黒鹿 54
51 ▲石川裕紀人井上 一郎氏 大江原 哲 様似 中脇 一幸 466＋ 61：55．8クビ 14．1�

34 カシノキングダム 牡2鹿 54
51 ▲原田 和真柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 442＋ 21：56．43	 213．1

58 アキタノユキ 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 日高 賀張三浦牧場 470± 01：57．14 98．1�
814 ナンゴクオージ 牡2黒鹿 54

51 ▲伴 啓太平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 492＋181：57．84 107．5�
59 カスクストレングス 牡2黒鹿54 蛯名 正義芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 468－ 6 〃 ハナ 17．5�
610 サリーシャッセ 牝2栗 54 津村 明秀黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 木村 秀則 486－ 41：58．54 244．0�
22 フクノドービル 牡2鹿 54 丸山 元気福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 482＋ 21：58．6� 58．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，141，700円 複勝： 39，994，000円 枠連： 14，660，600円
馬連： 60，272，200円 馬単： 36，098，700円 ワイド： 31，297，100円
3連複： 78，249，300円 3連単： 115，364，800円 計： 402，078，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，220円 複 勝 � 630円 � 170円 � 120円 枠 連（3－4） 640円

馬 連 �� 12，090円 馬 単 �� 25，300円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 1，270円 �� 310円

3 連 複 ��� 5，870円 3 連 単 ��� 70，940円

票 数

単勝票数 計 261417 的中 � 6488（9番人気）
複勝票数 計 399940 的中 � 9595（9番人気）� 57980（2番人気）� 132082（1番人気）
枠連票数 計 146606 的中 （3－4） 17743（2番人気）
馬連票数 計 602722 的中 �� 3861（33番人気）
馬単票数 計 360987 的中 �� 1070（65番人気）
ワイド票数 計 312971 的中 �� 3602（24番人気）�� 5882（13番人気）�� 30077（2番人気）
3連複票数 計 782493 的中 ��� 9989（18番人気）
3連単票数 計1153648 的中 ��� 1179（211番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．8―36．4―49．7―1：02．2―1：14．7―1：27．7―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スピリッツセカンド �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．7．6 福島12着

2012．3．26生 牡2黒鹿 母 ヤサカシーズン 母母 ビーマイコンキスタドール 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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ビレッジトプテム号・マイネルネッツ号
（非抽選馬） 4頭 ゴールドクェスト号・ディーエスレイザー号・ロマンホープ号・ロードステルス号
※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。

25062 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6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）

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
55．4
55．4

良
良

714 キャプレット 牝2栗 54 戸崎 圭太前田 幸治氏 武藤 善則 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438± 0 56．3 11．6�

816 プリンセスケイ 牝2黒鹿54 石橋 脩井手 慶祐氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 452－ 4 56．83 5．5�
510 ヒノキノカホリ 牝2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 様似 富田 恭司 448＋ 2 〃 アタマ 3．2�
24 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 474－ 6 57．01� 4．3�
818 カ ガ テ デ ィ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹香川 憲次氏 高市 圭二 平取 びらとり牧場 428＋ 8 〃 ハナ 84．8�
36 レ ミ ネ ン ス 牝2鹿 54 黛 弘人桐谷 茂氏 中野 栄治 新ひだか 原 フアーム 456－ 8 57．1� 148．5	
12 リベルテラミューズ 牝2黒鹿54 田辺 裕信竹本 弘氏 谷原 義明 新冠 田渕牧場 396＋10 〃 クビ 9．3

713 デルマゴシンゾサン 牝2栗 54 M．エスポジート 浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 400＋18 57．2� 74．9�

（伊）

715 ナ ミ カ ゼ 牝2栗 54
51 ▲伴 啓太松岡 孝一氏 加藤 和宏 新冠 芳住 鉄兵 402＋ 8 57．3� 7．9�

59 キセキノブーケ 牝2栗 54 宮崎 北斗 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 382－ 4 〃 アタマ 118．6
47 ヨザクラフブキ 牝2栗 54 柴田 善臣上田 忠男氏 柴田 政人 幕別 サンライズス

テイブル 478＋ 4 〃 クビ 52．8�
817 ジュンナカヤマ 牝2鹿 54 吉田 隼人河合 純二氏 高柳 瑞樹 様似 富田 恭司 408＋ 6 57．4� 21．8�
11 カシノタンバリン 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也柏木 務氏 蛯名 利弘 宮崎 戸田 ゆり子 416－ 6 〃 ハナ 43．1�
48 ラブセレナード 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 大林ファーム 414＋10 57．61� 266．2�
23 ホ シ ヅ キ ヨ 牝2鹿 54 嘉藤 貴行�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 萩澤 國男 412＋ 2 〃 ハナ 264．6�
35 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 384－ 4 〃 クビ 30．7�
611 スーパーフレア 牝2鹿 54 嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B416－ 2 57．7� 24．8�
612 メリケンガール 牝2鹿 54 松岡 正海坪野谷和平氏 和田 雄二 洞�湖 レイクヴィラファーム 418－ 8 58．76 284．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，431，000円 複勝： 34，732，400円 枠連： 18，896，900円
馬連： 58，018，200円 馬単： 31，172，300円 ワイド： 29，605，600円
3連複： 76，742，900円 3連単： 105，901，300円 計： 377，500，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 290円 � 190円 � 140円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 960円 �� 730円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，420円 3 連 単 ��� 24，700円

票 数

単勝票数 計 224310 的中 � 15458（6番人気）
複勝票数 計 347324 的中 � 23902（6番人気）� 46604（3番人気）� 80287（1番人気）
枠連票数 計 188969 的中 （7－8） 20672（2番人気）
馬連票数 計 580182 的中 �� 18520（10番人気）
馬単票数 計 311723 的中 �� 4665（20番人気）
ワイド票数 計 296056 的中 �� 7548（12番人気）�� 10164（6番人気）�� 17875（2番人気）
3連複票数 計 767429 的中 ��� 16807（6番人気）
3連単票数 計1059013 的中 ��� 3108（62番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．6―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―33．3―44．4

上り4F44．1－3F33．6
勝馬の
紹 介

キャプレット �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2014．7．5 福島7着

2012．2．17生 牝2栗 母 レスレクシオン 母母 Choice Claim 3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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 エンジェルミナ号・カシノリコーダー号・スラリーアイス号・ベニイモン号・ホウザンモモ号・ホワイトウインド号
（非抽選馬） 3頭 テイア号・パオロッサ号・ラプンツェルダンス号
※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。

第３回 新潟競馬 第６日



25063 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6日 第3競走 ��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

59 モリトハリウッド 牡3鹿 56 吉田 豊石橋 忠之氏 水野 貴広 浦河 高岸 順一 B512± 01：12．4 5．5�
23 メイショウアガサ 牝3鹿 54 柴田 善臣松本 好�氏 小島 太 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460－ 21：12．61� 17．3�
58 ガ ス タ ー 牝3鹿 54 二本柳 壮渡邉 啓髙氏 武市 康男 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 444－ 21：12．7� 81．3�
713 カ レ ー ニ ナ 牝3鹿 54 吉田 隼人近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 446－ 21：13．01� 16．2�
712 グローバルシップ 牝3栗 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B440－ 61：13．1� 237．2	
34 クアトロマエストロ 牡3栗 56 田辺 裕信木村 直樹氏 天間 昭一 新ひだか 土田農場 B516＋ 2 〃 ハナ 26．2

610 ダイワバリュー 牡3青 56 北村 宏司大城 敬三氏 上原 博之 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 ハナ 1．9�
22 エクセレントミノル 牡3鹿 56 三浦 皇成吉岡 實氏 尾形 和幸 新ひだか フジワラフアーム 480－ 41：13．3� 51．2�
814 サウスキング 牡3黒鹿56 伊藤 工真南波 壽氏 久保田貴士 新冠 武田 修一 484＋ 21：13．4� 4．8
35 クラスタディケイ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹池谷 誠一氏 本間 忍 新ひだか マークリ牧場 480－ 6 〃 クビ 42．1�
815 アタルガティス 牝3黒鹿54 江田 照男岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 426－ 21：13．61� 9．2�
611 メイショウエクサ 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 赤田牧場 438＋ 91：14．02� 489．3�
11 ケイボルケーノ 牡3鹿 56 嘉藤 貴行山岸 桂市氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474＋ 21：14．21� 80．6�
46 ハディージャ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁吉田 正志氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 428＋ 21：14．62� 150．8�
47 コトブキシュガー 牝3鹿 54

51 ▲伴 啓太南波 壽氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 448－121：14．7� 418．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，159，200円 複勝： 47，817，300円 枠連： 19，573，200円
馬連： 61，868，100円 馬単： 43，950，700円 ワイド： 33，965，700円
3連複： 79，803，400円 3連単： 146，379，600円 計： 463，517，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 490円 � 1，340円 枠 連（2－5） 3，290円

馬 連 �� 3，830円 馬 単 �� 7，090円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 2，730円 �� 6，540円

3 連 複 ��� 34，240円 3 連 単 ��� 122，970円

票 数

単勝票数 計 301592 的中 � 43700（3番人気）
複勝票数 計 478173 的中 � 70317（2番人気）� 24227（5番人気）� 7914（10番人気）
枠連票数 計 195732 的中 （2－5） 4606（11番人気）
馬連票数 計 618681 的中 �� 12491（13番人気）
馬単票数 計 439507 的中 �� 4648（21番人気）
ワイド票数 計 339657 的中 �� 8474（10番人気）�� 3176（26番人気）�� 1304（43番人気）
3連複票数 計 798034 的中 ��� 1748（74番人気）
3連単票数 計1463796 的中 ��� 863（275番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．4―12．5―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．6―47．1―59．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モリトハリウッド �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．4．6 中山7着

2011．4．8生 牡3鹿 母 ラヴコマンダー 母母 エンピリカル 9戦1勝 賞金 10，320，000円
〔発走状況〕 モリトハリウッド号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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） 2頭 シンボリプロスト号・マリオンフォンテン号
（非抽選馬） 3頭 ウエスタンバラード号・エアマチルド号・ノブジョプリン号

25064 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走11時40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
1：08．7
1：07．8

良
良

510 フジマサジャンボ 牡2青鹿54 江田 照男藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 斉藤スタッド 446 ―1：10．9 15．1�
611 ファインライナー 牡2黒鹿54 的場 勇人井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 442 ―1：11．11� 5．1�
36 ハ ル ダ ヨ リ 牝2栗 54 大野 拓弥 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 英克 新冠 三村 卓也 446 ―1：11．42 17．3�
59 アイスイモン 牝2芦 54 二本柳 壮井門 敏雄氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 430 ―1：11．5� 120．2�
24 レイナブランカ 牝2芦 54 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田牧場 422 ―1：11．71� 17．7�
714 ハッピームーン 牡2黒鹿 54

51 ▲石川裕紀人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 446 ― 〃 クビ 13．4	
35 ケモノタイプ 牡2栗 54 北村 宏司副島 義久氏 高市 圭二 様似 猿倉牧場 478 ― 〃 アタマ 15．5

817 エクストラペトル 牝2黒鹿54 蛯名 正義 �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 436 ―1：11．8クビ 3．7�
713 ツクバカンターレ 牝2青鹿54 武士沢友治細谷 武史氏 蛯名 利弘 別海 野付ライディ

ングファーム 456 ―1：12．01 34．1
23 スカーボロフェア 牝2鹿 54 松岡 正海 H.H．シェイク・モハメド 手塚 貴久 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432 ― 〃 クビ 7．2�
815 スマイルハッピー 牝2鹿 54 柴田 善臣臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 440 ― 〃 ハナ 10．5�
612 ミューズデュナミス 牝2芦 54 村田 一誠佐々木雄二氏 栗田 徹 新冠 競優牧場 416 ―1：12．32 71．9�
11 オーゴンカガヤキ 牝2黒鹿54 吉田 豊永田 清男氏 畠山 吉宏 日高 天羽 禮治 424 ―1：12．4� 49．4�
816 ケージーマドンナ 牝2黒鹿54 津村 明秀川井 五郎氏 武市 康男 新ひだか 松本牧場 428 ― 〃 アタマ 166．9�
12 トドロキキシボジン 牝2鹿 54 勝浦 正樹原田昭太郎氏 古賀 史生 新冠 コスモヴューファーム 524 ―1：12．5� 33．0�
47 ディスティンダリア 牝2鹿 54 M．エスポジート �ノルマンディーサラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 472 ―1：13．03 8．3�

（伊）

48 カンタベリーマミー 牝2鹿 54
51 ▲伴 啓太峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 410 ―1：13．21� 138．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 25，350，600円 複勝： 37，326，100円 枠連： 23，749，000円
馬連： 62，623，700円 馬単： 32，506，500円 ワイド： 31，072，500円
3連複： 80，066，400円 3連単： 105，479，400円 計： 398，174，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 380円 � 190円 � 480円 枠 連（5－6） 3，440円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 7，880円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，660円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 16，210円 3 連 単 ��� 106，950円

票 数

単勝票数 計 253506 的中 � 13404（7番人気）
複勝票数 計 373261 的中 � 23671（7番人気）� 60340（1番人気）� 17771（9番人気）
枠連票数 計 237490 的中 （5－6） 5343（18番人気）
馬連票数 計 626237 的中 �� 13956（12番人気）
馬単票数 計 325065 的中 �� 3090（30番人気）
ワイド票数 計 310725 的中 �� 7048（11番人気）�� 2949（40番人気）�� 5891（14番人気）
3連複票数 計 800664 的中 ��� 3703（61番人気）
3連単票数 計1054794 的中 ��� 715（411番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．9―12．4―11．8―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．3―35．2―47．6―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フジマサジャンボ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 シンボリクリスエス 初出走

2012．3．18生 牡2青鹿 母 チューベローズ 母母 チ ュ ー ニ ー 1戦1勝 賞金 7，000，000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。



25065 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6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

88 ルージュバック 牝2鹿 54 戸崎 圭太 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 456 ―1：55．5 3．8�
33 アンバーグリスキー 牡2鹿 54 蛯名 正義青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 434 ―1：55．71� 1．7�
55 バルビエール 牡2鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか タイヘイ牧場 488 ―1：55．8� 4．2�
66 パルパルパピヨン 牝2鹿 54 吉田 隼人堀口 晴男氏 尾形 和幸 新ひだか 田中 裕之 470 ―1：56．22� 25．5�
77 ビッグチャンピオン 牡2黒鹿54 松岡 正海坪野谷和平氏 和田 雄二 新冠 新冠橋本牧場 480 ―1：56．62� 31．1�

（サーチライト）

44 コスモエルドール 牡2栗 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 黒岩 陽一 新冠 コスモヴューファーム 420 ―1：56．7� 22．6	
11 ケンベストカフェ 牡2黒鹿54 柴山 雄一中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 472 ―1：56．91� 17．4

22 メモリアルウッド 牡2黒鹿54 丸山 元気合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 日高 出口牧場 492 ―1：57．64 73．8�
89 ユウシンガー 牡2芦 54 柴田 善臣�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 464 ―1：58．34 60．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，689，200円 複勝： 43，730，600円 枠連： 10，671，100円
馬連： 51，870，000円 馬単： 41，223，800円 ワイド： 25，424，000円
3連複： 59，214，200円 3連単： 157，911，200円 計： 422，734，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 110円 � 110円 � 120円 枠 連（3－8） 310円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 850円

ワ イ ド �� 150円 �� 220円 �� 140円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 1，890円

票 数

単勝票数 計 326892 的中 � 67326（2番人気）
複勝票数 計 437306 的中 � 66545（2番人気）� 217733（1番人気）� 59992（3番人気）
枠連票数 計 106711 的中 （3－8） 25867（1番人気）
馬連票数 計 518700 的中 �� 122548（1番人気）
馬単票数 計 412238 的中 �� 36163（3番人気）
ワイド票数 計 254240 的中 �� 43918（2番人気）�� 23976（3番人気）�� 49061（1番人気）
3連複票数 計 592142 的中 ��� 147901（1番人気）
3連単票数 計1579112 的中 ��� 60461（3番人気）

ハロンタイム 13．6―13．4―14．0―13．9―13．8―13．6―11．7―10．7―10．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．6―27．0―41．0―54．9―1：08．7―1：22．3―1：34．0―1：44．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルージュバック �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Awesome Again 初出走

2012．4．22生 牝2鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 1戦1勝 賞金 7，000，000円

25066 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6日 第6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）

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

22 レッツサッチャー 牝3栗 53 松岡 正海大湯 幸栄氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 480＋ 21：11．9 5．5�
46 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± 0 〃 アタマ 9．0�
11 キャレモンショコラ 牝3鹿 53 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 日高 広中 稔 492＋ 61：12．11� 6．6�
23 プレシャスムーン 牝3鹿 53

50 ▲木幡 初也鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 81：12．2� 19．3�
815 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 498＋ 21：12．3� 2．1�
814 サンタレジーナ 牝3栗 53 三浦 皇成吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム B472＋ 2 〃 アタマ 16．4�
59 ジャストフレンズ 牝5鹿 55

52 ▲井上 敏樹阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 432＋ 61：12．51� 302．1	
610� コウジンコラボ 牝4鹿 55

52 ▲石川裕紀人加藤 興一氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 468＋ 6 〃 クビ 372．3

58 � ア オ チ ャ ン 牝3青 53 津村 明秀山本 武司氏 高市 圭二 新冠 中本 隆志 444＋181：12．6� 160．4�
712 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 456＋ 21：12．7	 9．1�

713� イナズマソリオ 牝5黒鹿55 大江原 圭小泉 賢悟氏 大江原 哲 新冠 ヒノデファーム 472－ 81：13．44 164．2
34 ミシックトウショウ 牝6鹿 55 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466＋181：13．61� 84．4�
35 � リルバニヤン 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁ホースアディクト奥村 武 千歳 社台ファーム 442－ 6 〃 ハナ 68．6�
47 ジギースンナー 牝3青鹿53 吉田 豊佐藤 雄司氏 粕谷 昌央 新冠 浜口牧場 462－10 〃 ハナ 21．5�
611� アンビションバイオ 牝3鹿 53 和田 竜二バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 440－ 61：14．45 28．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，854，800円 複勝： 42，527，300円 枠連： 21，771，300円
馬連： 74，631，700円 馬単： 41，602，700円 ワイド： 35，939，500円
3連複： 89，796，500円 3連単： 138，801，300円 計： 473，925，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 220円 � 240円 � 260円 枠 連（2－4） 1，390円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 880円 �� 830円 �� 970円

3 連 複 ��� 5，900円 3 連 単 ��� 30，870円

票 数

単勝票数 計 288548 的中 � 41298（2番人気）
複勝票数 計 425273 的中 � 52373（2番人気）� 45636（4番人気）� 40887（5番人気）
枠連票数 計 217713 的中 （2－4） 12132（5番人気）
馬連票数 計 746317 的中 �� 24553（9番人気）
馬単票数 計 416027 的中 �� 7576（15番人気）
ワイド票数 計 359395 的中 �� 10494（10番人気）�� 11129（8番人気）�� 9427（12番人気）
3連複票数 計 897965 的中 ��� 11399（19番人気）
3連単票数 計1388013 的中 ��� 3259（95番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―12．3―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．7―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッツサッチャー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．8．3 新潟11着

2011．2．14生 牝3栗 母 モスフロックス 母母 センボンザクラ 9戦2勝 賞金 15，020，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 エトルアンフルール号・グラスルノン号・ファンファーレ号



25067 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6日 第7競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳以上

発走13時30分 （芝・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
2：24．6
2：22．1

良
良

12 イルミナティ 牝4鹿 55 吉田 豊ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 484－ 82：25．3 21．2�
35 レイズアスピリット 牡3青 54 M．エスポジート �キャロットファーム 上原 博之 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 クビ 19．3�

（伊）

715 エルヴィスバローズ 牡6鹿 57 北村 宏司猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B504＋ 22：25．4� 2．7�

23 シンボリジャズ 牡4鹿 57 吉田 隼人シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 488＋ 82：25．6� 6．4�
59 トゥインクル 牡3栗 54 田辺 裕信畑佐 博氏 高柳 瑞樹 日高 いとう牧場 456＋ 42：25．81	 9．4�
48 ウマンマミーア 牡3鹿 54 丹内 祐次野崎 宗信氏 菅原 泰夫 登別 登別上水牧場 440－ 2 〃 クビ 55．1	
816 カムイミンタラ 牡4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース高木 登 千歳 社台ファーム 500± 02：25．9� 8．6

47 トルークマクト 牡4鹿 57 武士沢友治�ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 458＋ 62：26．11
 13．9�
510 ウインステージ 牝3栗 52 黛 弘人�ウイン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム 396＋182：26．31	 144．7
611 マイネルカーミン 牡5黒鹿 57

54 ▲石川裕紀人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B490＋ 42：26．4
 56．5�

818 マイケルチョウサン 牡3鹿 54 松岡 正海�チョウサン 小笠 倫弘 平取 坂東牧場 B476± 02：26．61	 142．2�
817 マクベスバローズ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹猪熊 広次氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B458＋ 42：26．7クビ 27．7�
36 フィールフリーリー 牝4栗 55

52 ▲原田 和真吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋ 42：27．02 36．8�
612 ステラストリーム 牡3黒鹿54 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 62：27．21 9．9�
24 ユールドゥー 牡3鹿 54

51 ▲伴 啓太小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 478＋ 62：27．3� 455．4�
714� トミケンブリランテ �4黒鹿57 西田雄一郎冨樫 賢二氏 松永 康利 えりも エクセルマネジメント 488＋ 42：27．4
 324．5�
713 ジャングルパサー 牡4鹿 57 江田 照男 �シルクレーシング 高橋 文雅 新ひだか フジワラフアーム 528＋ 62：27．6� 12．5�
11 コスモナーダム 牡3栗 54 蛯名 正義岡田 繁幸氏 池上 昌弘 新ひだか 出羽牧場 480＋ 62：32．9大差 22．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，255，500円 複勝： 57，126，600円 枠連： 26，127，200円
馬連： 99，002，200円 馬単： 45，848，200円 ワイド： 46，602，400円
3連複： 124，592，500円 3連単： 171，475，700円 計： 609，030，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 680円 � 450円 � 160円 枠 連（1－3） 5，850円

馬 連 �� 17，690円 馬 単 �� 32，810円

ワ イ ド �� 5，110円 �� 2，330円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 25，100円 3 連 単 ��� 258，460円

票 数

単勝票数 計 382555 的中 � 14413（9番人気）
複勝票数 計 571266 的中 � 17865（11番人気）� 28933（8番人気）� 121498（1番人気）
枠連票数 計 261272 的中 （1－3） 3459（29番人気）
馬連票数 計 990022 的中 �� 4336（54番人気）
馬単票数 計 458482 的中 �� 1048（107番人気）
ワイド票数 計 466024 的中 �� 2298（56番人気）�� 5132（29番人気）�� 10582（7番人気）
3連複票数 計1245925 的中 ��� 3722（84番人気）
3連単票数 計1714757 的中 ��� 481（814番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．2―10．7―11．5―12．4―12．7―13．6―12．8―12．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．5―23．9―35．1―45．8―57．3―1：09．7―1：22．4―1：36．0―1：48．8―2：01．3―2：13．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．5
1
3

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

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

イルミナティ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2013．1．6 中山1着

2010．2．20生 牝4鹿 母 エヌティミラクル 母母 バ ラ ダ 17戦3勝 賞金 33，590，000円
〔制裁〕 ユールドゥー号の調教師高橋祥泰は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔その他〕 コスモナーダム号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 アイアンフォックス号・スイートクラウン号・テイエムブシドー号・プラウドレガシー号・プレストウィック号
※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。

25068 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6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

814 ショウナンアポロン 牡4鹿 57
54 ▲井上 敏樹国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B492＋ 21：52．1 62．7�

611 メイスンウォー 牡4鹿 57
54 ▲長岡 禎仁梅村 浩氏 小島 茂之 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋101：52．52� 11．5�
22 メガオパールカフェ 牡3栗 54 田中 勝春西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 522± 01：52．82 43．1�
58 デグニティクローズ 牡3鹿 54 江田 照男�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 532＋301：52．9� 115．6�
47 トミケンスラーヴァ 牡4鹿 57 北村 宏司冨樫 賢二氏 松永 康利 大樹 大樹ファーム 504＋161：53．32� 63．7�
34 アサクサニッポン �5青 57 丸田 恭介田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 クビ 70．7	
815 ポッドスター 牡4栗 57 大野 拓弥小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新ひだか 飛野牧場 512＋121：53．4� 8．5

46 イルポスティーノ �5栗 57 西田雄一郎 �サンデーレーシング 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム B494－ 41：53．61	 52．5�
59 ビッグバンドジャズ 牡4黒鹿57 M．エスポジート 下河美智子氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 B496± 01：53．7� 3．4�

（伊）

713
 エルドリッジ 牡4青鹿57 柴田 善臣一村 哲也氏 高木 登 むかわ 桑原牧場 522＋ 21：53．8クビ 2．0�
35 ナムラショウリ 牡4鹿 57 戸崎 圭太奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 460＋ 61：54．12 10．1�
11 サトノキングベル 牡3鹿 54 蛯名 正義里見 治氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 536＋161：54．2� 67．3�
23 エルシェロアスール 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太山下 恭茂氏 伊藤 伸一 浦河 山下 恭茂 482＋ 21：54．62� 118．0�
610 ベールグリーン 牡4黒鹿57 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 502－101：54．7� 30．0�
712 コスモイノセント 牡3青鹿54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 460＋101：56．7大差 183．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 39，309，000円 複勝： 65，724，700円 枠連： 24，320，000円
馬連： 95，500，200円 馬単： 51，557，800円 ワイド： 44，079，100円
3連複： 109，211，100円 3連単： 189，627，000円 計： 619，328，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，270円 複 勝 � 1，400円 � 440円 � 1，150円 枠 連（6－8） 3，380円

馬 連 �� 24，620円 馬 単 �� 65，420円

ワ イ ド �� 5，540円 �� 13，580円 �� 5，050円

3 連 複 ��� 191，370円 3 連 単 ��� 1，462，540円

票 数

単勝票数 計 393090 的中 � 5014（9番人気）
複勝票数 計 657247 的中 � 11817（9番人気）� 42539（5番人気）� 14645（7番人気）
枠連票数 計 243200 的中 （6－8） 5570（12番人気）
馬連票数 計 955002 的中 �� 3005（43番人気）
馬単票数 計 515578 的中 �� 591（94番人気）
ワイド票数 計 440791 的中 �� 2057（42番人気）�� 833（71番人気）�� 2262（38番人気）
3連複票数 計1092111 的中 ��� 428（218番人気）
3連単票数 計1896270 的中 ��� 94（1387番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―12．3―12．9―12．6―12．4―13．1―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．2―35．5―48．4―1：01．0―1：13．4―1：26．5―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンアポロン �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2012．7．1 福島9着

2010．4．26生 牡4鹿 母 メジロアルドラ 母母 メジロロベルタ 21戦2勝 賞金 21，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クラウンデピュティ号・クールジャイロ号・リヴァロ号
※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。



25069 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6日 第9競走 ��
��1，800�

ふ よ う

芙蓉ステークス
発走14時35分 （芝・左・外）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

77 ジャストドゥイング 牡2鹿 54 北村 宏司前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 524＋ 81：52．8 9．0�

33 ロジチャリス 牡2栗 54 蛯名 正義久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 530＋ 81：52．9� 1．4�
88 ストリートキャップ 牡2芦 54 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 佐藤 信広 468＋121：53．0	 3．7�
11 アドマイヤピンク 牝2栗 54 川田 将雅近藤 利一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 450± 01：53．42� 6．7�
66 シゲルケンカヤマ 牡2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 464＋ 61：53．71	 40．5�
55 ユ ノ 牝2芦 54 津村 明秀	ミルファーム 斎藤 誠 新冠 大栄牧場 428＋ 21：55．08 125．3

22 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 432＋ 61：55．31	 175．0�
44 ウ エ イ ブ 牡2青鹿54 小野寺祐太	ミルファーム 畠山 重則 新ひだか 佐竹 学 420＋ 21：55．61	 205．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 61，164，300円 複勝： 94，583，500円 枠連： 発売なし
馬連： 83，185，600円 馬単： 68，354，800円 ワイド： 31，881，500円
3連複： 67，693，400円 3連単： 307，487，200円 計： 714，350，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 120円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 170円 �� 260円 �� 120円

3 連 複 ��� 290円 3 連 単 ��� 3，390円

票 数

単勝票数 計 611643 的中 � 53849（4番人気）
複勝票数 計 945835 的中 � 54970（4番人気）� 700077（1番人気）� 98173（2番人気）
馬連票数 計 831856 的中 �� 153581（2番人気）
馬単票数 計 683548 的中 �� 34739（6番人気）
ワイド票数 計 318815 的中 �� 41005（3番人気）�� 22056（5番人気）�� 96315（1番人気）
3連複票数 計 676934 的中 ��� 174806（2番人気）
3連単票数 計3074872 的中 ��� 65687（12番人気）

ハロンタイム 13．9―12．8―12．9―14．0―13．8―13．2―11．0―10．1―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．9―26．7―39．6―53．6―1：07．4―1：20．6―1：31．6―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F32．2
3 1，3（7，8）（6，5）－2－4 4 1，3，7（6，8）5，2－4

勝馬の
紹 介

ジャストドゥイング 
�
父 ゼンノロブロイ 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．6．28 東京2着

2012．3．23生 牡2鹿 母 ストラテジー 母母 クイーンリザーブ 3戦2勝 賞金 22，996，000円

25070 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6日 第10競走 ��
��1，600�

てらどまり

寺 泊 特 別
発走15時10分 （芝・左・外）
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 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
1：31．5
1：30．7

良
良

611 メイショウヒデタダ 牡5黒鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 460－121：33．8 294．3�
23 アルマディヴァン 牝4栗 55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 482± 0 〃 クビ 6．9�
46 フ ァ ー ゴ 牝5栗 55 伊藤 工真吉田 勝己氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 416－ 21：33．9� 12．5�
34 タガノエンブレム 牡4青鹿57 田辺 裕信八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：34．0クビ 5．7�
58 エ ネ ア ド 牡5鹿 57 三浦 皇成 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 2 〃 クビ 70．2�
22 ワードイズボンド 牡3青 55 戸崎 圭太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 538＋16 〃 アタマ 17．0	
11 カウニスクッカ 牝3鹿 53 江田 照男大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム 462＋ 41：34．31� 21．1

59 リグヴェーダ 牡4鹿 57 川田 将雅 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 474＋ 2 〃 クビ 1．6�
712 トーセンシルエット 牝3芦 53 柴田 善臣島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 448± 0 〃 ハナ 209．0
35 ボーイフレンド 牡5栗 57 田中 勝春北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 448± 01：34．4クビ 64．1�
610 ロ ジ テ ー ル 牡5鹿 57 松岡 正海久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478± 01：34．61	 28．9�
713 コスモミレネール 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 466＋141：34．7クビ 79．7�
815 キネオピューマ 牡5鹿 57 北村 宏司吉田 千津氏 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 462＋16 〃 クビ 37．1�
47 テラノイロハ 牝5青鹿55 和田 竜二寺田 寿男氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：35．97 52．9�
814
 エレガンテココ 牝6青 55 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 城地 清満 442－ 41：36．64 500．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 68，168，100円 複勝： 90，194，400円 枠連： 33，827，600円
馬連： 170，923，700円 馬単： 96，601，100円 ワイド： 66，202，900円
3連複： 213，902，800円 3連単： 394，841，300円 計： 1，134，661，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 29，430円 複 勝 � 5，720円 � 210円 � 300円 枠 連（2－6） 5，010円

馬 連 �� 94，410円 馬 単 �� 315，000円

ワ イ ド �� 22，440円 �� 25，290円 �� 700円

3 連 複 ��� 212，200円 3 連 単 ��� 2，779，220円

票 数

単勝票数 計 681681 的中 � 1853（14番人気）
複勝票数 計 901944 的中 � 3233（14番人気）� 133065（2番人気）� 81710（4番人気）
枠連票数 計 338276 的中 （2－6） 5232（15番人気）
馬連票数 計1709237 的中 �� 1403（73番人気）
馬単票数 計 966011 的中 �� 230（158番人気）
ワイド票数 計 662029 的中 �� 733（75番人気）�� 650（77番人気）�� 26116（5番人気）
3連複票数 計2139028 的中 ��� 756（216番人気）
3連単票数 計3948413 的中 ��� 103（1601番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．3―11．7―11．9―12．1―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．2―34．5―46．2―58．1―1：10．2―1：21．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒデタダ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．7．17 京都2着

2009．3．12生 牡5黒鹿 母 メイショウサマンサ 母母 スイートマーサ 36戦4勝 賞金 63，744，000円
※ボーイフレンド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

１レース目 ３レース目



25071 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6日 第11競走 ��
��2，200�第60回産経賞オールカマー（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・左）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬
2�減，25．9．21以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，25．9．20以前のGⅠ競走（牝馬限定
競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 62，000，000円 25，000，000円 16，000，000円 9，300，000円 6，200，000円
付 加 賞 1，274，000円 364，000円 182，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：10．0

良
良

611 マイネルラクリマ 牡6栗 56 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 武 牧場 480＋ 62：12．2 7．2�

36 ラ キ シ ス 牝4鹿 54 川田 将雅大島 昌也氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：12．3� 17．5�
35 クリールカイザー 牡5栗 56 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 486＋ 6 〃 アタマ 44．2�
713 フラガラッハ 牡7鹿 56 高倉 稜 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496± 0 〃 アタマ 52．7�
817 アロマティコ 牝5栗 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 ハナ 15．1	
816 フェイムゲーム 牡4青鹿56 北村 宏司 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456＋ 62：12．4	 10．0

24 カレンブラックヒル 牡5黒鹿57 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478＋12 〃 ハナ 14．5�
818 ナカヤマナイト 牡6栗 56 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 496± 02：12．61 94．3�
510 アドマイヤギャラン 牝5青鹿54 小牧 太近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 486＋ 2 〃 アタマ 36．0
23 ムスカテール 牡6黒鹿56 北村 友一吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：12．7� 39．9�
47 ニューダイナスティ 牡5鹿 56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 石坂 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋ 2 〃 ハナ 28．4�
11 アスカクリチャン 牡7鹿 57 勝浦 正樹栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 B496＋ 2 〃 ハナ 51．7�
12 エバーブロッサム 牝4鹿 54 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム B468－ 6 〃 ハナ 176．3�
59 クランモンタナ 牡5芦 56 田辺 裕信 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム B480＋ 42：12．8クビ 7．2�
612 セイクリッドバレー 牡8栗 56 M．エスポジート 吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 488－ 62：12．9	 166．9�

（伊）

48 サトノノブレス 牡4黒鹿57 和田 竜二里見 治氏 池江 泰寿 洞
湖 メジロ牧場 514＋ 42：13．11� 2．2�
714 トラストワン 牡6黒鹿56 松岡 正海大八木信行氏 庄野 靖志 浦河 村下農場 500＋ 2 〃 クビ 72．3�
715 マイネルメダリスト 牡6鹿 57 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 新冠伊藤牧場 B490＋ 22：13．2クビ 19．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 182，349，300円 複勝： 276，817，300円 枠連： 138，113，500円 馬連： 675，404，500円 馬単： 302，902，800円
ワイド： 267，861，400円 3連複： 1，005，216，800円 3連単： 1，664，461，900円 5重勝： 843，544，300円 計： 5，356，671，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 250円 � 450円 � 850円 枠 連（3－6） 4，130円

馬 連 �� 6，250円 馬 単 �� 11，430円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 3，000円 �� 6，030円

3 連 複 ��� 56，470円 3 連 単 ��� 255，930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����� 9，841，350円

票 数

単勝票数 計1823493 的中 � 201409（2番人気）
複勝票数 計2768173 的中 � 341900（2番人気）� 157419（6番人気）� 75358（10番人気）
枠連票数 計1381135 的中 （3－6） 25917（19番人気）
馬連票数 計6754045 的中 �� 83722（22番人気）
馬単票数 計3029028 的中 �� 19875（37番人気）
ワイド票数 計2678614 的中 �� 39759（19番人気）�� 22985（32番人気）�� 11291（60番人気）
3連複票数 計10052168 的中 ��� 13349（156番人気）
3連単票数 計16644619 的中 ��� 4715（686番人気）
5重勝票数 計8435443 的中 ����� 60

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．0―35．4―47．6―1：00．5―1：12．7―1：25．1―1：37．2―1：49．2―2：00．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0
1
3
4，11（3，6，8，9）（2，7，18）16，1（5，15）12（14，10）（17，13）
4，11（3，8，9）6（2，7，18）（5，15，16）（1，12）10（17，14）13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルラクリマ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2010．6．26 函館1着

2008．2．20生 牡6栗 母 ティアドロップス 母母 パイナップルスター 25戦6勝 賞金 323，346，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 アスカクリチャン号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※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。
（非抽選馬） 3頭 フィールドシャイン号・マックスドリーム号・メイショウツチヤマ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりマイネルラクリマ号は，天皇賞（秋）（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。

25072 9月28日 晴 良 （26新潟3）第6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

11 � シュトラール 牡4鹿 57 蛯名 正義前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer
Hall 492＋121：11．4 2．0�

712 カシノスティーヴ 牡3栗 55 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 青森 一山育成牧場 498＋ 4 〃 アタマ 32．0�
35 アポロオオジャ 牡3栗 55

52 ▲原田 和真アポロサラブレッドクラブ 小島 茂之 日高 森永 睦夫 448＋141：11．93 140．4�
46 ダンディーソル 牡4青鹿 57

54 ▲石川裕紀人 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 今 牧場 486± 01：12．0クビ 10．9�
610 マ ン リ ー 牡4鹿 57 戸崎 圭太古賀 和夫氏 和田 正道 新冠 対馬 正 528＋ 61：12．1	 3．7�
47 � ドラゴンスパン 牡3黒鹿55 田辺 裕信窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine

Farm & Darley 480＋161：12．31	 22．6	
23 シゲルホウオウザ 牡4鹿 57 北村 友一森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 加藤牧場 464＋ 61：12．4	 44．2

22 サーストンデンバー 牡5鹿 57 江田 照男齊藤 宣勝氏 天間 昭一 新ひだか 仲野牧場 B530＋14 〃 ハナ 25．7�
815 マリーズミイ 牝4鹿 55 二本柳 壮冨沢 敦子氏 伊藤 大士 新ひだか 土田農場 446＋ 21：12．82	 182．9�
611 オリオンザプラズマ 牡4栗 57 M．エスポジート 平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 有限会社石川牧場 472＋ 6 〃 ハナ 19．3

（伊）

34 
 スズカアーサー 牡5鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B484－ 81：13．11� 105．9�
713� サウンドカスケード 牡4鹿 57 北村 宏司増田 雄一氏 池上 昌弘 米

Equus Farm &
Susan M. For-
rester

B494－10 〃 ハナ 18．3�
59 ボウマンミル 牡4青鹿57 和田 竜二 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 B510＋ 61：13．31	 26．8�
814 モ ン テ ネ オ 牡4黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁毛利 喜昭氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 480± 01：13．4クビ 11．6�
58 コアレスキング 牡4鹿 57 吉田 豊小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 コアレススタッド 510－ 21：14．03	 73．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 74，636，300円 複勝： 94，448，700円 枠連： 57，294，400円
馬連： 256，405，800円 馬単： 109，828，500円 ワイド： 97，444，900円
3連複： 251，656，800円 3連単： 485，769，800円 計： 1，427，485，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 150円 � 530円 � 2，710円 枠 連（1－7） 1，250円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 4，520円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 5，530円 �� 28，190円

3 連 複 ��� 87，950円 3 連 単 ��� 251，370円

票 数

単勝票数 計 746363 的中 � 290882（1番人気）
複勝票数 計 944487 的中 � 231848（1番人気）� 38840（9番人気）� 6748（14番人気）
枠連票数 計 572944 的中 （1－7） 35430（5番人気）
馬連票数 計2564058 的中 �� 58846（12番人気）
馬単票数 計1098285 的中 �� 18198（15番人気）
ワイド票数 計 974449 的中 �� 19947（14番人気）�� 4489（51番人気）�� 872（96番人気）
3連複票数 計2516568 的中 ��� 2146（183番人気）
3連単票数 計4857698 的中 ��� 1401（619番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―12．5―12．2―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―46．5―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シュトラール �
�
父 Speightstown �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2012．10．28 新潟1着

2010．2．1生 牡4鹿 母 Ling 母母 Voodoo Lily 7戦3勝 賞金 29，316，000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。
（非抽選馬） 7頭 ヴェルフェン号・オードヴィ号・ダイチヴュルデ号・デサフィナード号・ブリッツカイザー号・ベストリーダー号・

リアリティー号
※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6日 9月28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 178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

285，680，000円
9，880，000円
2，610，000円
26，050，000円
66，978，000円
4，934，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
629，509，000円
925，022，900円
389，004，800円
1，749，705，900円
901，647，900円
741，376，600円
2，236，146，100円
3，983，500，500円
843，544，300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 12，399，458，000円

総入場人員 13，731名 （有料入場人員 11，495名）
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