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2903710月25日 曇 稍重 （27新潟3）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50分 （ダート・左）

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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

710 タイセイラルーナ 牝2栗 54 吉田 隼人田中 成奉氏 蛯名 利弘 浦河 谷川牧場 480＋ 41：12．8 1．2�
79 クリプトスコード 牝2栗 54 勝浦 正樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 21：13．01� 6．8�
811 グリーンバシリスク 牝2栗 54

51 ▲木幡 初也石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 450－ 41：13．63� 15．0�
44 ポ ロ ス 牝2鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 438－ 21：14．02� 85．9�
67 フジエンジェル 牝2栗 54 小島 太一藤田 達男氏 小島 太 千歳 社台ファーム 424± 01：14．1クビ 205．1	
11 セイムヒアー 牝2鹿 54 原田 和真�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 418－101：14．31� 238．9

812 ラルブルドヴィ 牝2芦 54 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 460＋ 61：14．51� 30．1�
22 ノーザンメジャー 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 456－ 21：14．92� 9．9�
56 カノヤルジャンドル 牝2鹿 54

51 ▲�島 克駿神田 薫氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 442－ 21：15．43 36．5
33 コウキアツガール 牝2栗 54

52 △義 英真吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 456－ 21：15．93 44．7�
55 サムライッコ 牝2青鹿54 高倉 稜西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 田原橋本牧場 426± 01：17．510 328．1�
68 グラスアンジェラ 牝2鹿 54

51 ▲伴 啓太半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 448－101：18．03 110．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，101，700円 複勝： 65，549，800円 枠連： 7，958，400円
馬連： 30，994，900円 馬単： 23，730，800円 ワイド： 18，279，700円
3連複： 41，933，400円 3連単： 92，092，400円 計： 300，641，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 110円 � 150円 枠 連（7－7） 280円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 140円 �� 250円 �� 470円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 1，410円

票 数

単勝票数 計 201017 的中 � 131919（1番人気）
複勝票数 計 655498 的中 � 541569（1番人気）� 39216（2番人気）� 20026（4番人気）
枠連票数 計 79584 的中 （7－7） 21474（1番人気）
馬連票数 計 309949 的中 �� 90961（1番人気）
馬単票数 計 237308 的中 �� 47875（1番人気）
ワイド票数 計 182797 的中 �� 45936（1番人気）�� 16321（3番人気）�� 7440（6番人気）
3連複票数 計 419334 的中 ��� 49740（2番人気）
3連単票数 計 920924 的中 ��� 47065（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．6―12．7―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―46．6―59．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．2―3F38．8
3 ・（9，10）11，3－12（2，7）－6（4，5，1）＝8 4 ・（9，10）11，3，12（2，7）－1（4，5，6）＝8

勝馬の
紹 介

タイセイラルーナ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2015．7．18 福島3着

2013．3．15生 牝2栗 母 タイセイフレイヤ 母母 マジックペイントブラッシュ 4戦1勝 賞金 9，550，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サムライッコ号・グラスアンジェラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月

25日まで平地競走に出走できない。

2903810月25日 晴 良 （27新潟3）第4日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走10時15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

36 グリマープリンセス 牝2鹿 54 横山 和生ザ・ヒルズ 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 410＋ 6 56．4 9．3�
611 チタンクレバー 牝2青鹿54 丸山 元気鈴木 康弘氏 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 416＋ 4 56．72 3．2�
816 クリスタルガーデン 牝2鹿 54 津村 明秀田頭 勇貴氏 武藤 善則 厚真 大川牧場 456－ 2 56．8� 8．1�
47 メープルパール 牝2栗 54

51 ▲伴 啓太 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 414＋14 57．01 211．4�
612 カ タ オ モ イ 牝2鹿 54 西村 太一�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 444＋16 57．42� 124．3�
815 ディープコレット 牡2黒鹿55 勝浦 正樹深見 敏男氏 水野 貴広 新冠 ハシモトフアーム 490＋ 8 〃 クビ 12．7	
12 フレンドソング 牝2黒鹿54 村田 一誠戸山 昌彦氏 加藤 和宏 日高 前川 義則 414－ 4 57．5クビ 5．1

59 スマートバーベナ 牝2栗 54 松田 大作大川 徹氏 飯田 祐史 浦河 三嶋牧場 414－ 6 57．6� 42．4�
817 シ ョ コ ラ 牝2栗 54 黛 弘人�ミルファーム 蛯名 利弘 日高 シンボリ牧場 450± 0 〃 クビ 6．7�
510 オレンジガール 牝2鹿 54

51 ▲木幡 初也樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 416＋ 2 57．7クビ 31．7
713 アンフレシェ 牝2黒鹿54 大江原 圭井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 小島牧場 450－ 4 〃 クビ 17．5�
23 スーパーラビット 牡2黒鹿 55

52 ▲�島 克駿田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 アラキフアーム 422＋10 57．8クビ 24．8�
48 スターリースワン 牝2黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太大塚 亮一氏 矢野 英一 浦河 杵臼牧場 430－10 〃 クビ 96．9�
714 シゲルメジロ 牡2黒鹿55 丸田 恭介森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 漆原 武男 432± 0 58．12 12．7�
35 タイニーアゲン 牝2栗 54

52 △義 英真浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 三木田 明仁 422－ 6 58．2� 335．7�
24 モンマルトル 牝2栗 54 吉田 隼人�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 446＋ 8 58．51� 32．8�
11 マジカルスマイル 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田所 秀孝 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 4 59．88 198．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 15，278，700円 複勝： 20，969，000円 枠連： 13，371，000円
馬連： 34，393，600円 馬単： 19，153，100円 ワイド： 20，708，400円
3連複： 58，230，200円 3連単： 67，701，000円 計： 249，805，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 280円 � 140円 � 220円 枠 連（3－6） 1，920円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，140円 �� 470円

3 連 複 ��� 3，410円 3 連 単 ��� 17，710円

票 数

単勝票数 計 152787 的中 � 13120（5番人気）
複勝票数 計 209690 的中 � 15774（5番人気）� 49796（1番人気）� 23017（4番人気）
枠連票数 計 133710 的中 （3－6） 5395（8番人気）
馬連票数 計 343936 的中 �� 14767（4番人気）
馬単票数 計 191531 的中 �� 3778（11番人気）
ワイド票数 計 207084 的中 �� 8658（4番人気）�� 4422（13番人気）�� 11945（2番人気）
3連複票数 計 582302 的中 ��� 12796（4番人気）
3連単票数 計 677010 的中 ��� 2770（29番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．1―10．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．7―44．3

上り4F44．3－3F33．8
勝馬の
紹 介

グリマープリンセス �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．6．7 東京7着

2013．4．26生 牝2鹿 母 ミッションヒルズ 母母 タイキダイヤ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔発走状況〕 アンフレシェ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マジカルスマイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年11月25日まで平

地競走に出走できない。

第３回 新潟競馬 第４日



2903910月25日 晴 稍重 （27新潟3）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時45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 7，000，000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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 オ ル ナ 牡3鹿 55 勝浦 正樹�ノースヒルズ 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 512－ 21：54．6 1．8�
710 ケンベストカフェ 牡3黒鹿55 北村 友一中西 健氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 476＋ 41：54．91� 8．7�
56 カ ペ ナ 牡3芦 55 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 村山 明 千歳 社台ファーム B546＋141：55．43 6．2�
79 ディプロイディ 牡3黒鹿55 小野寺祐太加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 554± 0 〃 クビ 37．2�
812 タイキオールブルー 牡3青鹿55 丸田 恭介�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 436＋ 21：55．72 14．5	
22 メイショウユメハチ 牡3青鹿 55

52 ▲�島 克駿松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 496－ 41：55．8� 10．9

55 	 フ ェ ン ガ リ 牡4栗 57

55 △義 英真一村 哲也氏 高橋 亮 新ひだか 岡田スタツド 508－ 41：55．9� 19．6�
67 インペリアルブルー 牡4栗 57 二本柳 壮 �ブルーマネジメント松永 康利 新ひだか 本桐牧場 466－ 41：56．0クビ 126．2�
68 マイネルヴェッケン 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新ひだか 大平牧場 502＋241：56．53 23．6
33 オアフライダー 牡5鹿 57 丸山 元気 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム 482－ 81：56．6クビ 10．7�
811 カノンブルー 牝3鹿 53

50 ▲伴 啓太 �ブルーマネジメント尾形 和幸 浦河 大島牧場 442± 0 〃 アタマ 29．6�
44 マルイチウラノス 牡3栗 55

52 ▲加藤 祥太小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 498＋10 〃 クビ 38．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 13，384，500円 複勝： 28，182，400円 枠連： 8，361，700円
馬連： 26，517，900円 馬単： 18，822，400円 ワイド： 17，967，400円
3連複： 41，733，000円 3連単： 65，087，300円 計： 220，056，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 140円 枠 連（1－7） 630円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 330円 �� 260円 �� 800円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 4，760円

票 数

単勝票数 計 133845 的中 � 57401（1番人気）
複勝票数 計 281824 的中 � 139166（1番人気）� 26132（3番人気）� 35329（2番人気）
枠連票数 計 83617 的中 （1－7） 10179（2番人気）
馬連票数 計 265179 的中 �� 25494（2番人気）
馬単票数 計 188224 的中 �� 14181（2番人気）
ワイド票数 計 179674 的中 �� 14050（2番人気）�� 19682（1番人気）�� 5019（9番人気）
3連複票数 計 417330 的中 ��� 18515（3番人気）
3連単票数 計 650873 的中 ��� 9900（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．5―39．3―53．2―1：05．9―1：17．4―1：30．0―1：42．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ル ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．12．14 阪神9着

2012．1．13生 牡3鹿 母 ショウナンアクト 母母 ゴールデンページ 7戦2勝 賞金 18，900，000円
〔制裁〕 メイショウユメハチ号の騎手�島克駿は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番）

2904010月25日 晴 良 （27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15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

57 カシノランナウェイ �5栗 60 西谷 誠柏木 務氏 池添 学 鹿児島 柏木 務 498＋ 93：10．1 3．9�
69 ウソハッピャク 牡3栗 58 五十嵐雄祐小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 476＋ 63：10．41� 18．5�
11 エアラーテル 牡6栗 60 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 482＋ 83：11．03� 2．6�
710 ダイゴサクラ 牝3鹿 56 黒岩 悠岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム 464－ 43：11．63� 79．6�
45 ワンダフルワールド 牡4栗 60 難波 剛健三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 516＋163：11．7� 5．6�
813 メイショウメイザン 牡3鹿 58 熊沢 重文松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 472＋ 6 〃 クビ 27．6	
22 メイショウライウン 牡4鹿 60 田村 太雅松本 好雄氏 沖 芳夫 日高 日西牧場 446－143：11．8クビ 12．7

711 ドリームポリーニ 牡3栗 58 林 満明ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 452－ 4 〃 クビ 19．5�
44 ショウナンライコウ 牡3鹿 58 高野 和馬国本 哲秀氏 古賀 史生 日高 シンボリ牧場 488＋ 43：12．12 6．7�
56 ユニコーンスター 牡3栗 58 上野 翔田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 聖心台牧場 452＋243：16．4大差 119．5
812 ヒ ダ マ リ 牡3青鹿58 石神 深一内田 玄祥氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 476＋223：16．61� 28．7�
68 � テイエムスサノオー 牡3鹿 58 草野 太郎竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 日高テイエム

牧場株式会社 472＋183：26．4大差 147．0�
33 � チャンピオンガイ 牡4黒鹿60 山本 康志坪野谷和平氏 谷原 義明 新冠 榊原 光子 456－ 2 （競走中止） 59．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 12，428，700円 複勝： 14，002，300円 枠連： 8，717，500円
馬連： 22，363，500円 馬単： 14，714，400円 ワイド： 13，425，300円
3連複： 36，156，300円 3連単： 48，433，500円 計： 170，241，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 160円 � 270円 � 120円 枠 連（5－6） 3，300円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 770円 �� 340円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，610円 3 連 単 ��� 19，050円

票 数

単勝票数 計 124287 的中 � 24866（2番人気）
複勝票数 計 140023 的中 � 20565（2番人気）� 9284（6番人気）� 40925（1番人気）
枠連票数 計 87175 的中 （5－6） 2045（15番人気）
馬連票数 計 223635 的中 �� 5716（12番人気）
馬単票数 計 147144 的中 �� 2347（18番人気）
ワイド票数 計 134253 的中 �� 4208（9番人気）�� 11185（1番人気）�� 5120（6番人気）
3連複票数 計 361563 的中 ��� 10373（7番人気）
3連単票数 計 484335 的中 ��� 1843（53番人気）
上り 1マイル 1：46．4 4F 51．5－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カシノランナウェイ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 スズカストリート デビュー 2012．7．28 小倉1着

2010．4．20生 �5栗 母 カシノエスケイプ 母母 サンカンピアレス 障害：5戦1勝 賞金 10，900，000円
〔騎手変更〕 ショウナンライコウ号の騎手浜野谷憲尚は，第3日第1競走での落馬負傷のため高野和馬に変更。
〔競走中止〕 チャンピオンガイ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
〔その他〕 エアラーテル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 エアラーテル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年11月25日まで出走できない。



2904110月25日 晴 良 （27新潟3）第4日 第5競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走12時05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
1：33．4
1：32．3

良
良

610 ワンスインナムーン 牝2鹿 54 丸山 元気諸江 幸祐氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 432 ―1：38．2 5．1�
59 アデレードヒル 牝2鹿 54 吉田 隼人吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 450 ―1：38．41� 12．1�
34 ダノングランツ 牡2青 55

52 ▲加藤 祥太�ダノックス 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 432 ― 〃 アタマ 2．7�
35 メイショウカクオビ 牡2鹿 55 津村 明秀松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 490 ―1：38．5� 46．7�
11 	 ソングライティング 牝2黒鹿 54

51 ▲
島 克駿吉田 和子氏 高野 友和 米 Fares Farms,
L.L.C. 504 ― 〃 クビ 4．4�

815 コウセイオリーヴ 牝2鹿 54 村田 一誠杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 450 ―1：38．6クビ 55．2	
713 プリンセスノワール 牝2黒鹿54 北村 友一 
シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 446 ―1：38．81 5．8�
712 ラピスラズリ 牝2青鹿 54

51 ▲木幡 初也佐々木雄二氏 黒岩 陽一 様似 富田 恭司 422 ―1：38．9� 33．6�
22 デルマサダヤッコ 牝2栗 54 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432 ―1：39．11� 39．0
23 サンケネット 牝2青鹿54 嶋田 純次加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 浦河育成牧場 456 ―1：39．31� 113．9�
58 グットドディユ 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新ひだか 藤原牧場 476 ―1：39．51 104．8�
611 ラッキーバタフライ 牡2青鹿55 丸田 恭介栗山 良子氏 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 428 ― 〃 アタマ 28．9�
47 ブラックライト 牡2鹿 55

53 △義 英真三宅 勝俊氏 牧浦 充徳 浦河 浦河土肥牧場 504 ― 〃 ハナ 23．0�
46 ドラゴンザムライ 牝2鹿 54 伊藤 工真窪田 康志氏 竹内 正洋 新ひだか 千代田牧場 442 ―1：39．71� 48．0�
814 ニャオズライオン 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太田頭 勇貴氏 石毛 善彦 青森 織笠 時男 B424 ―1：41．5大差 178．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 16，031，900円 複勝： 21，021，000円 枠連： 10，338，100円
馬連： 28，943，700円 馬単： 18，165，700円 ワイド： 18，707，100円
3連複： 40，420，900円 3連単： 55，522，200円 計： 209，150，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 260円 � 130円 枠 連（5－6） 2，140円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 4，940円

ワ イ ド �� 830円 �� 370円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 18，810円

票 数

単勝票数 計 160319 的中 � 24755（3番人気）
複勝票数 計 210210 的中 � 29927（3番人気）� 16253（5番人気）� 52317（1番人気）
枠連票数 計 103381 的中 （5－6） 3731（8番人気）
馬連票数 計 289437 的中 �� 8711（9番人気）
馬単票数 計 181657 的中 �� 2755（17番人気）
ワイド票数 計 187071 的中 �� 5452（8番人気）�� 13998（2番人気）�� 7134（7番人気）
3連複票数 計 404209 的中 ��� 12551（6番人気）
3連単票数 計 555222 的中 ��� 2140（43番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―13．0―13．6―13．3―12．0―10．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．6―36．6―50．2―1：03．5―1：15．5―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F34．7
3 10，4－2，6（1，12）3（7，9，13）（5，8）（11，15）－14 4 10，4（2，6）12（1，3，13）（5，7）（9，15）8，11－14

勝馬の
紹 介

ワンスインナムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ヘクタープロテクター 初出走

2013．2．1生 牝2鹿 母 ツーデイズノーチス 母母 ユ ニ バ ー ス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2904210月25日 晴 稍重 （27新潟3）第4日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走12時35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 7，000，000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
1：09．2
1：08．7

重
重

58 � エイシンバランサー 牡3芦 55
52 ▲	島 克駿�栄進堂 西園 正都 加 Adena

Springs 478＋ 41：12．1 2．1�
814� ドラゴンスパン 牡4黒鹿 57

54 ▲伴 啓太窪田 康志氏 久保田貴士 米 Brandywine
Farm & Darley 482－ 4 〃 ハナ 4．8�

34 サビーナクレスタ 
4鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 486± 0 〃 クビ 7．9�

22 � パラダイスガーデン 牝3栗 53 丸山 元気岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Crossroads
Farm, LLC B472＋ 21：12．42 41．8�

35 テイエムシャンパン 牡3芦 55
53 △義 英真竹園 正繼氏 山内 研二 平取 協栄組合 476± 01：12．5クビ 17．9�

815�� ツインプラネット 
5鹿 57 伊藤 工真窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

512＋12 〃 クビ 7．6	
11 シゲルゴホウサイ 牝3鹿 53 津村 明秀森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 418± 01：12．81� 13．8

46 � クリノツネチャン 牝4栗 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 454± 01：13．01 196．1�
23 � カフジオリオン 牡3鹿 55 岡田 祥嗣加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 480＋14 〃 クビ 23．1�
713� スズカロードスター 牡5鹿 57 丸田 恭介永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 470＋ 4 〃 ハナ 32．6
712 ダブルフェイス 牡4栗 57 勝浦 正樹山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 538＋221：13．1クビ 16．3�
610� ネオヴォーグ 牝3芦 53 北村 友一小林 仁幸氏 平田 修 日高 メイプルファーム 438－ 51：13．42 105．1�
59 �� シェードカーテン 牡4黒鹿57 杉原 誠人保坂 和孝氏 小笠 倫弘 豪 Mr R An-

derson 468＋ 41：13．5 290．1�
47 オ ー パ ル ス 
7芦 57 横山 和生広尾レース� 伊藤 正徳 新ひだか 大典牧場 522＋141：14．24 187．7�
611� ブルーモントレー 牝5栗 55

52 ▲加藤 祥太�須野牧場 和田 正道 米 Fares
Farm, LLC B478＋ 61：14．3� 225．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，348，200円 複勝： 28，664，600円 枠連： 12，519，400円
馬連： 36，811，800円 馬単： 22，180，100円 ワイド： 21，528，200円
3連複： 46，782，900円 3連単： 66，098，700円 計： 254，933，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 140円 � 200円 枠 連（5－8） 360円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 240円 �� 330円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 3，840円

票 数

単勝票数 計 203482 的中 � 77118（1番人気）
複勝票数 計 286646 的中 � 102061（1番人気）� 45964（2番人気）� 23709（4番人気）
枠連票数 計 125194 的中 （5－8） 26568（1番人気）
馬連票数 計 368118 的中 �� 51407（1番人気）
馬単票数 計 221801 的中 �� 17306（1番人気）
ワイド票数 計 215282 的中 �� 25431（1番人気）�� 16847（2番人気）�� 6804（7番人気）
3連複票数 計 467829 的中 ��� 26121（1番人気）
3連単票数 計 660987 的中 ��� 12472（1番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．3―12．3―12．7―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．8―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 ・（4，12）（2，5，15）（11，14）（10，8）－（6，7，13）－1，9，3 4 4（12，15）（2，5，14）（10，11，8）－（6，13）7－1，9－3

勝馬の
紹 介

�エイシンバランサー �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Mizzen Mast デビュー 2015．5．30 京都7着

2012．2．14生 牡3芦 母 Mayomast 母母 Seeking the Blue 5戦2勝 賞金 16，400，000円
〔制裁〕 エイシンバランサー号の調教師西園正都は，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。



2904310月25日 晴 良 （27新潟3）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （芝・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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
1：07．5
1：06．5

良
良

35 アースプレイ 牝4青鹿55 伊藤 工真松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー
クスタツド 440－ 21：09．4 7．1�

12 ダノンルージュ 牝5鹿 55
52 ▲加藤 祥太�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 470＋ 4 〃 クビ 4．7�

715 サ ト ノ ネ ネ 牝5鹿 55
52 ▲�島 克駿里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 458－ 41：09．5クビ 8．0�

24 ル ア ン ジ ュ 牝3青 53 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム 470－ 6 〃 ハナ 9．6�
59 プラチナブロンド 牝4黒鹿55 丸田 恭介 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 438＋16 〃 クビ 4．5	
714 ニナフェアリー 牝4鹿 55 的場 勇人 �ローレルレーシング 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 454＋ 4 〃 ハナ 123．1

611 イルーシヴキャット 牝4栗 55 勝浦 正樹 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 464－ 6 〃 ハナ 7．6�
818� キミニヒトメボレ 牝4栗 55 北村 友一大塚 亮一氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 466－ 21：09．6クビ 13．9�
11 ストロベリーズ 牝3青鹿53 村田 一誠 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 436－ 6 〃 クビ 33．0
23 ダイワズットラブ 牝3栗 53 丸山 元気大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 440± 01：09．81 11．2�
612 レッドルシアン 牝4栗 55 横山 和生 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 446－ 81：09．9� 35．3�
817 マジカルビアンカ 牝5芦 55

54 ☆岩崎 翼村上 憲政氏 本田 優 新冠 村上 雅規 454± 0 〃 アタマ 165．5�
48 ブルーヴァルキリー 牝4栗 55

52 ▲伴 啓太 �ブルーマネジメント黒岩 陽一 浦河 大島牧場 462－ 21：10．0	 32．1�
713 ブロンシェダーム 牝4鹿 55

53 △義 英真 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム 402＋ 4 〃 アタマ 106．0�
816 クリノイザナミ 牝4青 55 丹内 祐次栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 438＋ 4 〃 クビ 47．2�
47 � ルールビクトリア 牝4栗 55 高倉 稜儀賀 好子氏 北出 成人 日高 日高大洋牧場 458－ 61：10．21 108．2�
510� ナ ウ シ カ 牝4鹿 55 黛 弘人平川 浩之氏 加藤 和宏 新ひだか カントリー牧場 416＋ 21：10．41
 264．1�
36 ヤマニンナジャーハ 牝3黒鹿53 松田 大作土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 432＋121：10．71	 79．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，412，500円 複勝： 28，101，600円 枠連： 11，331，300円
馬連： 40，540，600円 馬単： 22，004，600円 ワイド： 25，040，400円
3連複： 59，240，300円 3連単： 71，814，400円 計： 277，485，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 200円 � 140円 � 210円 枠 連（1－3） 1，180円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，030円 �� 660円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 20，680円

票 数

単勝票数 計 194125 的中 � 21820（3番人気）
複勝票数 計 281016 的中 � 32709（3番人気）� 60588（1番人気）� 31361（4番人気）
枠連票数 計 113313 的中 （1－3） 7410（3番人気）
馬連票数 計 405406 的中 �� 19889（2番人気）
馬単票数 計 220046 的中 �� 4720（8番人気）
ワイド票数 計 250404 的中 �� 13355（2番人気）�� 5955（12番人気）�� 9811（4番人気）
3連複票数 計 592403 的中 ��� 11426（6番人気）
3連単票数 計 718144 的中 ��� 2517（27番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．3―12．1―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．1―33．4―45．5―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 16－14－（1，11）（3，2，17）（5，12，15）4，9（6，7，13，18）8－10 4 16－14－（1，11）2（3，17，15）5，12（4，9）（7，13，18）（6，8）－10

勝馬の
紹 介

アースプレイ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2013．10．26 東京3着

2011．4．28生 牝4青鹿 母 ミスイースター 母母 イングリッシュホーマー 22戦2勝 賞金 27，380，000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。
（非当選馬） 1頭 ココロノママニ号
（非抽選馬） 2頭 テンテマリ号・メジャーフォルム号

2904410月25日 晴 稍重 （27新潟3）第4日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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 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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

55 クラウディオス �5栗 57
54 ▲加藤 祥太 �シルクレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：54．3 3．5�

811 ラフェットデメール 牝4黒鹿 55
52 ▲木幡 初也大塚 亮一氏 矢野 英一 新ひだか 桜井牧場 B470± 01：54．62 10．7�

78 ナ ス カ ザ ン 牝3鹿 53
50 ▲伴 啓太小山田 満氏 鈴木 伸尋 日高 日高大洋牧場 B470－ 41：54．81 11．9�

79 ハギノセゾン 牝4青鹿 55
54 ☆岩崎 翼安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 470－ 61：55．01� 3．1�

810 ガラドリエル 牝3栗 53
50 ▲�島 克駿�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 504± 01：55．1� 7．2	

11 ア ピ シ ウ ス �4青鹿57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 乾 皆雄 494－ 21：56．59 4．8

44 カフジスター 牡4青鹿 57

55 △義 英真加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 B458－ 2 〃 ハナ 13．9�
33 � ヴィクトリーノヴァ 牡4芦 57 嶋田 純次古賀 慎一氏 谷原 義明 日高 中川 浩典 438－ 41：57．13� 125．2�
67 � ユーカリノカゼ 牝4鹿 55 原田 和真吉川 朋宏氏 岩戸 孝樹 浦河 斉藤 政志 480± 01：57．52� 113．5
66 スリーナイトダリア 牡3黒鹿55 平野 優田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 野坂牧場 488－ 4 〃 クビ 82．2�
22 ニシノカブケ 牡3栗 55 横山 和生西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 482＋ 21：57．92� 35．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，035，900円 複勝： 18，400，000円 枠連： 8，505，100円
馬連： 29，436，800円 馬単： 18，331，400円 ワイド： 16，373，100円
3連複： 45，109，200円 3連単： 66，940，400円 計： 218，131，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 290円 � 290円 枠 連（5－8） 690円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 710円 �� 690円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 18，780円

票 数

単勝票数 計 150359 的中 � 33552（2番人気）
複勝票数 計 184000 的中 � 42880（1番人気）� 14160（6番人気）� 14129（7番人気）
枠連票数 計 85051 的中 （5－8） 9426（3番人気）
馬連票数 計 294368 的中 �� 10931（11番人気）
馬単票数 計 183314 的中 �� 4112（14番人気）
ワイド票数 計 163731 的中 �� 5979（13番人気）�� 6177（11番人気）�� 3849（15番人気）
3連複票数 計 451092 的中 ��� 9347（19番人気）
3連単票数 計 669404 的中 ��� 2584（66番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―38．2―51．5―1：04．0―1：16．5―1：29．4―1：41．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラウディオス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー 2012．9．29 阪神3着

2010．3．6生 �5栗 母 オーバーザウォール 母母 アンデスレディー 20戦2勝 賞金 24，970，000円
〔制裁〕 クラウディオス号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）

ナスカザン号の騎手伴啓太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



2904510月25日 晴 良 （27新潟3）第4日 第9競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

45 トーホウスペンサー 牡3黒鹿55 丸田 恭介東豊物産� 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 482＋ 82：00．5 4．1�
44 アドマイヤキンカク 牡5鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：00．71� 15．5�
56 カルナヴァレスコ 牡3黒鹿 55

52 ▲�島 克駿 �シルクレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 492－ 22：00．8� 3．8�

812 マイネルサージュ 牡3鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞	湖 レイクヴィラファーム 498＋ 42：00．9� 3．8�

813
 タガノグリズリー 牡4鹿 57 勝浦 正樹八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 八木牧場 B470＋ 2 〃 クビ 20．8	
68 ダブルイーグル 牡7鹿 57

54 ▲伴 啓太田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 480＋ 42：01．21� 13．4

22 マンオブグァテマラ 牡4芦 57 横山 和生吉田 千津氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 484－ 42：01．41� 128．9�
57 インスタントリー 牡3黒鹿55 松田 大作岡 浩二氏 小笠 倫弘 えりも エクセルマネジメント 474＋ 22：01．5� 79．6�
33 チ ャ リ シ ー 牝3鹿 53 吉田 隼人吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 496± 02：01．6� 10．1
69 シリーシンフォニー 牡3鹿 55 津村 明秀吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 482－ 2 〃 ハナ 18．7�
11 セレナビアンカ 牝4鹿 55 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 448＋ 62：02．34 15．6�
711 マツリダアンバター 牡3黒鹿 55

52 ▲加藤 祥太髙橋 文枝氏 南井 克巳 浦河 バンブー牧場 462＋102：02．51� 18．8�
710
 ガ ラ ハ ッ ド �4青鹿 57

54 ▲木幡 初也岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 450－ 62：02．6� 74．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，949，200円 複勝： 25，432，500円 枠連： 10，931，700円
馬連： 40，484，800円 馬単： 23，408，600円 ワイド： 23，271，900円
3連複： 58，099，800円 3連単： 84，475，400円 計： 286，053，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 320円 � 150円 枠 連（4－4） 2，940円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 4，380円

ワ イ ド �� 980円 �� 380円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，550円 3 連 単 ��� 20，060円

票 数

単勝票数 計 199492 的中 � 38182（3番人気）
複勝票数 計 254325 的中 � 45755（2番人気）� 15816（7番人気）� 49745（1番人気）
枠連票数 計 109317 的中 （4－4） 2875（15番人気）
馬連票数 計 404848 的中 �� 11531（8番人気）
馬単票数 計 234086 的中 �� 4001（12番人気）
ワイド票数 計 232719 的中 �� 5822（12番人気）�� 17155（2番人気）�� 6092（9番人気）
3連複票数 計 580998 的中 ��� 12246（8番人気）
3連単票数 計 844754 的中 ��� 3052（47番人気）

ハロンタイム 13．4―11．5―11．9―11．9―11．9―12．6―12．4―11．7―10．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―24．9―36．8―48．7―1：00．6―1：13．2―1：25．6―1：37．3―1：48．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウスペンサー �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．8．9 新潟4着

2012．5．10生 牡3黒鹿 母 トーホウアモーレ 母母 ステージバンダム 8戦2勝 賞金 15，390，000円

2904610月25日 晴 良 （27新潟3）第4日 第10競走 ��
��1，800�

う ら さ

浦 佐 特 別
発走14時40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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

44 リーサルウェポン 牝4鹿 55 吉田 隼人 Him Rock Racing 荒川 義之 日高 タバタファーム 434－ 21：46．8 3．3�
22 � サクラアンプルール 牡4栗 57 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 462－ 41：47．01	 12．9�
89 アドマイヤライン 牡5青鹿57 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 446＋ 81：47．1
 15．5�
11 アルパーシャン 牡3栗 55 四位 洋文�エーティー 昆 貢 新ひだか 武 牧場 454－ 2 〃 ハナ 2．4�
33 テイエムフタエマル 牝3鹿 53 岩崎 翼竹園 正繼氏 岩元 市三 日高 アイズスタッド株式会社 484＋ 61：47．31	 56．6	
66 リ ノ リ オ 牡4黒鹿57 丸田 恭介�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 510＋ 2 〃 クビ 3．8

78 コスモアルヘナ 牡3青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 462－ 61：47．4� 47．4�
77 � グラブザフラッグ 3栗 55 津村 明秀前田 幸治氏 中竹 和也 米 North Hills

Co. LTD. 486＋ 41：47．61	 18．8�
55 � セルリアンシュロス 牡4青鹿57 高倉 稜�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 488－ 61：47．81
 155．7
810 メリーモナーク 牡3鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 橋田 満 安平 ノーザンファーム 482＋201：47．9クビ 27．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，345，000円 複勝： 31，256，200円 枠連： 12，788，800円
馬連： 60，938，600円 馬単： 36，293，900円 ワイド： 28，711，000円
3連複： 80，571，100円 3連単： 159，093，500円 計： 439，998，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 350円 � 360円 枠 連（2－4） 2，470円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 710円 �� 720円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 7，520円 3 連 単 ��� 27，750円

票 数

単勝票数 計 303450 的中 � 73047（2番人気）
複勝票数 計 312562 的中 � 74022（2番人気）� 19624（4番人気）� 18788（5番人気）
枠連票数 計 127888 的中 （2－4） 4006（10番人気）
馬連票数 計 609386 的中 �� 19631（8番人気）
馬単票数 計 362939 的中 �� 7647（11番人気）
ワイド票数 計 287110 的中 �� 10693（7番人気）�� 10520（8番人気）�� 3677（18番人気）
3連複票数 計 805711 的中 ��� 8032（24番人気）
3連単票数 計1590935 的中 ��� 4155（83番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―35．4―47．1―59．3―1：11．7―1：23．3―1：34．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リーサルウェポン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Legend デビュー 2013．11．10 東京2着

2011．5．29生 牝4鹿 母 クイックコマンド 母母 Jet Route 18戦3勝 賞金 53，000，000円



2904710月25日 晴 稍重 （27新潟3）第4日 第11競走 ��
��1，200�

ほくりく

北陸ステークス
発走15時20分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳以
上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 16，300，000円 6，500，000円 4，100，000円 2，400，000円 1，630，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

815� ミリオンヴォルツ 牡6鹿 57 丸山 元気林 正道氏 高野 友和 米 WinStar
Farm LLC 498＋ 21：11．0 32．6�

34 ブルドッグボス 牡3鹿 55 吉田 隼人 Him Rock Racing 西浦 勝一 浦河 	川 啓一 512－ 2 〃 クビ 1．9�
35 サンライズネガノ 牡5芦 57 	島 克駿松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B496± 01：11．42
 10．9�
46 � インディーズゲーム 牡7鹿 57 伊藤 工真薗部 博之氏 宗像 義忠 米 Edward A.

Seltzer Trust 474＋ 61：11．5
 97．6�
713 グランプリナイト 牡5黒鹿57 四位 洋文�グランプリ 	島 一歩 新ひだか 川端 英幸 508＋ 4 〃 クビ 38．8�
59 キタサンミカヅキ 牡5鹿 57 横山 和生	大野商事 古賀 史生 日高 広中 稔 524＋ 21：11．6クビ 8．1

814� ア ピ ア 牡4鹿 57 杉原 誠人宮崎 利男氏 藤沢 和雄 新冠 村上 欽哉 534＋ 2 〃 アタマ 15．7�
712 ペイシャモンシェリ 牡4鹿 57 北村 友一北所 直人氏 目野 哲也 平取 赤石牧場 454－101：11．92 4．2�
47 ナリタシーズン 牡8栗 57 丸田 恭介�オースミ 松下 武士 浦河 杵臼牧場 510＋181：12．0
 56．7
22 テイクファイア 牡5鹿 57 高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 476＋10 〃 アタマ 77．7�
611� シュトラール 牡5鹿 57 勝浦 正樹前田 幸治氏 武藤 善則 米 Machmer

Hall 480－ 41：12．1
 21．9�
58 キンシザイル 牡6鹿 57 岡田 祥嗣若草クラブ 浅見 秀一 新ひだか 谷岡 正次 502＋12 〃 アタマ 59．9�
610� モエレジュンキン 牡8鹿 57 木幡 初也鈴木 照雄氏 武市 康男 浦河 藤坂 秋雄 B474＋ 8 〃 アタマ 211．1�
23 ドニカナルボーイ 牡5黒鹿57 松田 大作廣崎 利洋氏 中内田充正 日高 下河辺牧場 B464＋101：12．31� 31．3�
11 クリノタカラチャン 牝5黒鹿55 村田 一誠栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 432－ 61：13．25 68．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 47，329，200円 複勝： 51，401，100円 枠連： 33，466，700円
馬連： 150，772，100円 馬単： 70，693，100円 ワイド： 62，663，900円
3連複： 197，610，000円 3連単： 319，149，700円 計： 933，085，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，260円 複 勝 � 390円 � 110円 � 230円 枠 連（3－8） 970円

馬 連 �� 2，940円 馬 単 �� 8，520円

ワ イ ド �� 990円 �� 2，100円 �� 410円

3 連 複 ��� 5，590円 3 連 単 ��� 57，380円

票 数

単勝票数 計 473292 的中 � 11589（8番人気）
複勝票数 計 514011 的中 � 22152（7番人気）� 182236（1番人気）� 45595（4番人気）
枠連票数 計 334667 的中 （3－8） 26709（4番人気）
馬連票数 計1507721 的中 �� 39642（9番人気）
馬単票数 計 706931 的中 �� 6218（30番人気）
ワイド票数 計 626639 的中 �� 15841（9番人気）�� 7151（24番人気）�� 43468（3番人気）
3連複票数 計1976100 的中 ��� 26502（16番人気）
3連単票数 計3191497 的中 ��� 4032（166番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．5―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．0―46．5―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 14，15，5（4，12）（2，6，13）（3，11）－（1，10）（7，8）－9 4 14，15，5（4，12）（2，6，13）11，3，10，8，1，7，9

勝馬の
紹 介

�ミリオンヴォルツ �
�
父 Bluegrass Cat �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2011．10．23 東京1着

2009．1．27生 牡6鹿 母 Racetothealtar 母母 Time for a Wedding 28戦5勝 賞金 75，191，000円
〔制裁〕 ドニカナルボーイ号の調教師中内田充正は，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。

インディーズゲーム号の騎手伊藤工真は，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50，000円。（被害馬：13
番）

2904810月25日 晴 良 （27新潟3）第4日 第12競走 ��
��1，400�

てらどまり

寺 泊 特 別
発走16時00分 （芝・左）
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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

816 エスユーハリケーン �5鹿 57 津村 明秀楳津 繁氏 高橋 祥泰 新ひだか 上村 清志 482＋101：21．8 9．7�
818 アドマイヤリバティ 牡3鹿 55 勝浦 正樹近藤 利一氏 梅田 智之 厚真 大川牧場 496＋10 〃 クビ 7．0�
713 コスモイノセント 牡4青鹿57 木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 友田牧場 470＋ 41：22．01 23．8�
24 アブソリュカフェ 牡4黒鹿57 村田 一誠西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 488＋10 〃 クビ 32．0�
59 テイエムダンシング 牡3鹿 55 義 英真竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 472－ 41：22．1	 14．7�
611 ダイワソフィー 牝4芦 55 伊藤 工真大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 474＋ 8 〃 クビ 59．2�
817 シャンデリアハウス 牝3黒鹿53 吉田 隼人 	サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 434－ 2 〃 ハナ 4．1

510 コスモエルデスト 牝4鹿 55 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 鳥井 征士 470＋181：22．2クビ 7．6�
48 シュンクルーズ 牡3黒鹿55 的場 勇人村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 パカパカ

ファーム 452± 0 〃 クビ 13．7�
12 ステイブレイズ 牝4鹿 55 黛 弘人 ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新冠 中本 隆志 478－ 2 〃 ハナ 89．1�
714 メイショウラバンド 牝4鹿 55 松田 大作松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 444－ 41：22．3クビ 12．5�
47 ド ル メ ロ 牡3黒鹿55 横山 和生NICKS 尾関 知人 浦河 高村牧場 468＋101：22．51
 30．3�
35 アミーキティア 牝3栗 53 丸田 恭介ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 6 〃 ハナ 11．8�
11 マイネプレセア 牝4青鹿55 高倉 稜 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 2 〃 クビ 47．6�
715 アスクジョーダン 牡3鹿 55 北村 友一廣崎 利洋氏 野中 賢二 日高 Shall Farm 504－ 41：22．6	 7．4�
23 イワヌガハナ �3黒鹿55 四位 洋文國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 472＋ 6 〃 アタマ 95．2�
36 モントボーゲン 牝4鹿 55 丸山 元気 	サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：22．92 67．7�
612 バ チ ス タ 牝3鹿 53 加藤 祥太 P.S．スライ氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋141：23．32	 68．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 37，074，700円 複勝： 49，959，400円 枠連： 34，221，700円
馬連： 105，120，500円 馬単： 43，587，000円 ワイド： 51，050，800円
3連複： 146，375，400円 3連単： 193，105，700円 計： 660，495，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 280円 � 280円 � 540円 枠 連（8－8） 570円

馬 連 �� 3，360円 馬 単 �� 6，760円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 2，410円 �� 2，350円

3 連 複 ��� 18，280円 3 連 単 ��� 90，960円

票 数

単勝票数 計 370747 的中 � 30267（5番人気）
複勝票数 計 499594 的中 � 48185（3番人気）� 50333（2番人気）� 21638（10番人気）
枠連票数 計 342217 的中 （8－8） 46149（2番人気）
馬連票数 計1051205 的中 �� 24184（8番人気）
馬単票数 計 435870 的中 �� 4835（18番人気）
ワイド票数 計 510508 的中 �� 10958（9番人気）�� 5404（32番人気）�� 5538（30番人気）
3連複票数 計1463754 的中 ��� 6005（61番人気）
3連単票数 計1931057 的中 ��� 1539（269番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―11．6―11．8―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．2―34．8―46．4―58．2―1：09．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスユーハリケーン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2012．10．13 東京8着

2010．3．31生 �5鹿 母 ルナジェーナ 母母 シュミーダー 23戦3勝 賞金 45，421，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 レーヴドプランス号

３レース目



（27新潟3）第4日 10月25日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 169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

178，450，000円
1，060，000円
8，990，000円
1，810，000円
16，140，000円
61，357，500円
5，150，600円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
266，720，200円
382，939，900円
172，511，400円
607，318，800円
331，085，100円
317，727，200円
852，262，500円
1，289，514，200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 4，220，079，300円

総入場人員 15，945名 （有料入場人員 13，568名）



平成27年度 第3回新潟競馬 総計

競走回数 48回 出走延頭数 669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

718，600，000円
4，240，000円
26，210，000円
7，560，000円
65，250，000円
242，044，500円
20，595，000円
6，422，400円

勝馬投票券売得金
962，541，800円
1，339，335，000円
647，653，300円
2，231，119，900円
1，168，939，900円
1，183，546，300円
3，136，160，400円
4，468，727，600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 15，138，024，200円

総入場延人員 48，107名 （有料入場延人員 41，055名）
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