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２９０２５１０月２０日 晴 稍重 （２４新潟４）第３日 第１競走 １，８００�サラブレッド系２歳
発走９時５０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：５５．０
１：５２．０

良

不良

７１２ マイネルガブリエル 牡２黒鹿５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 新ひだか 前谷 武志 ４７４± ０１：５８．２ ２４．１�

３４ キンショータイム 牡２栗 ５５ 松山 弘平礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 ４７８－ ８ 〃 クビ １．８�
８１４ コスモデスタン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４７０± ０１：５８．７３ ８．３�
４７ カリスマサンタイム 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲水口 優也畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４９０＋ ４１：５９．０２ １９．２�
１１ ケイアイキャンサー 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一 �啓愛義肢材料販売所 伊藤 圭三 新ひだか 松田牧場 ５１８＋ ２１：５９．３１� ３４．３�
６１０ ウインコサージュ 牝２芦 ５４ 川島 信二�ウイン 手塚 貴久 新ひだか 藤沢牧場 ４５８＋ ４１：５９．５１� ８．８	
２３ シスターエアー 牝２栗 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４９４± ０１：５９．６� １７０．３

２２ オリバーバローズ 牡２黒鹿５５ 大野 拓弥猪熊 広次氏 牧 光二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４７８－ ２２：００．０２� ２１．２�
６１１ クリノサガルマータ 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 新冠 長浜牧場 ４３４－ ８２：００．８５ １１５．８�
５９ エリンジューム 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人有限会社シルク高木 登 新ひだか 神垣 道弘 ４６０－ ２ 〃 アタマ ６．３
５８ グリーンヴィジョン 牡２黒鹿５５ 大庭 和弥��昭牧場 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 ４４４－２２２：００．９クビ ２１６．１�
４６ スマイルユー 牝２青鹿５４ 上村 洋行 �三石川上牧場 飯田 明弘 新ひだか 三石川上牧場 ４７０－ ２２：０１．３２� １６．９�
８１５ カツトシクン 牡２栗 ５５ 西田雄一郎吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 ４５２＋ ８２：０１．８３ ３０６．３�
７１３ アースワンスカイ 牝２鹿 ５４

５１ ▲藤懸 貴志松山 増男氏 田島 良保 新ひだか グローリーファーム ４５０－ ８２：０３．６大差 ２３６．５�
３５ ダンツアンタレス 牡２鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 金舛 幸夫 ５１４＋１２ （競走中止） １９．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，８７１，１００円 複勝： ２３，１７５，６００円 枠連： ５，７１６，１００円

馬連： １９，８６０，０００円 馬単： １６，３４３，９００円 ワイド： １２，７５９，５００円

３連複： ３３，２４７，１００円 ３連単： ５６，９９０，７００円 計： １７７，９６４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，４１０円 複 勝 � ３９０円 � １１０円 � ２００円 枠 連（３－７） １，４９０円

馬 連 �� １，７８０円 馬 単 �� ６，３７０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� １，３７０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 ��� ２４，４７０円

票 数

単勝票数 計 ９８７１１ 的中 � ３２３９（９番人気）
複勝票数 計 ２３１７５６ 的中 � ７６５６（６番人気）� １２３３３６（１番人気）� １９５９１（３番人気）
枠連票数 計 ５７１６１ 的中 （３－７） ２８３８（６番人気）
馬連票数 計 １９８６００ 的中 �� ８２７２（７番人気）
馬単票数 計 １６３４３９ 的中 �� １８９５（１９番人気）
ワイド票数 計 １２７５９５ 的中 �� ４４１６（９番人気）�� ２０８７（１４番人気）�� １１８１８（３番人気）
３連複票数 計 ３３２４７１ 的中 ��� ８８６７（９番人気）
３連単票数 計 ５６９９０７ 的中 ��� １７１９（７６番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．２―１２．８―１４．０―１３．２―１３．２―１３．４―１３．５―１３．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．１―２４．３―３７．１―５１．１―１：０４．３―１：１７．５―１：３０．９―１：４４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．９―３F４０．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルガブリエル �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１２．６．２３ 福島１２着

２０１０．２．１４生 牡２黒鹿 母 エンジェルライト 母母 ボヘミアグラス ６戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔競走中止〕 ダンツアンタレス号は，競走中に疾病〔左第１指骨複骨折〕を発症したため向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アースワンスカイ号は，平成２４年１１月２０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 カラダサンキュー号・スリースペシャル号

２９０２６１０月２０日 晴 良 （２４新潟４）第３日 第２競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０分 （芝・左・外）

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

１：３３．５
１：３３．１

良

良

７１０ リュウツバメ 牝２鹿 ５４
５１ ▲西村 太一田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 ５１０－ ４１：３６．２ ６３．１�

３３ スワンボート 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 ４４８＋ ４１：３６．５１� １．５�
８１３ ファンタジーデイ 牝２栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４５２＋ ２１：３６．６� １１．０�
２２ トウカイルーチェ 牡２青鹿５５ 松山 弘平内村 正則氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム ５１６＋１８１：３６．８１� ６．０�
６９ スプリングシャトル 牡２栗 ５５ 津村 明秀加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４６６－ ２１：３６．９� ６．７�
１１ メイショウキワミ 牝２栗 ５４ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 富田牧場 ４２８－ ２１：３７．１１� ３０．４�
８１２ キ チ 牡２栗 ５５ 松田 大作飯田 吉哉氏 南井 克巳 浦河 川越ファーム ４５８± ０ 〃 クビ ３２．１�
４４ クリアビュー 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介�橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４６４＋ ２１：３７．３１� ２３．６	
７１１ コスモアリーナ 牡２青鹿５５ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 嶋田 潤 新冠 ビッグレッドファーム ４３６－ ２１：３７．７２� ８６．９

５６ ベニノオーシャン 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一�紅谷 粕谷 昌央 新ひだか 出羽牧場 ４３２＋ ６１：３７．９１� ３４５．６�
５７ デルマハヤブサ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲水口 優也浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４１８－１２１：３８．２１� １４２．４
４５ セトノウタヒメ 牝２栗 ５４

５１ ▲中井 裕二大高 倉治氏 中村 均 日高 瀬戸牧場 ４２０－１０ 〃 アタマ ９２．９�
６８ カシノソウル 牡２栗 ５５

５２ ▲原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 新冠 平山牧場 ４４６－ ６１：３９．４７ ２８５．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，７９６，３００円 複勝： ３５，８７８，７００円 枠連： ５，７０８，４００円

馬連： １７，１６９，２００円 馬単： １７，８９９，５００円 ワイド： １０，７３１，９００円

３連複： ２６，５６４，３００円 ３連単： ５５，５５８，７００円 計： １８１，３０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，３１０円 複 勝 � ７２０円 � １１０円 � ２３０円 枠 連（３－７） ２，１４０円

馬 連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ６，９００円

ワ イ ド �� ７１０円 �� ２，３４０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ４，１９０円 ３ 連 単 ��� ４７，９６０円

票 数

単勝票数 計 １１７９６３ 的中 � １４７５（８番人気）
複勝票数 計 ３５８７８７ 的中 � ４４２９（８番人気）� ２４３９５８（１番人気）� １９１６０（４番人気）
枠連票数 計 ５７０８４ 的中 （３－７） １９７４（８番人気）
馬連票数 計 １７１６９２ 的中 �� ５４７７（８番人気）
馬単票数 計 １７８９９５ 的中 �� １９１５（２０番人気）
ワイド票数 計 １０７３１９ 的中 �� ３６７０（８番人気）�� １０１８（２２番人気）�� ９１３５（３番人気）
３連複票数 計 ２６５６４３ 的中 ��� ４６８４（１４番人気）
３連単票数 計 ５５５５８７ 的中 ��� ８５５（１２２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．３―１２．７―１２．３―１２．４―１２．０―１０．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．６―２３．９―３６．６―４８．９―１：０１．３―１：１３．３―１：２４．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リュウツバメ �
�
父 スリリングサンデー �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１２．９．１７ 中山９着

２０１０．５．２４生 牝２鹿 母 リュウロッキー 母母 コースダンサー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円

第４回 新潟競馬 第３日



２９０２７１０月２０日 晴 良 （２４新潟４）第３日 第３競走 ��２，０００�サラブレッド系２歳
発走１０時５０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� 基準タイム

中央レコード

２：０５．３
１：５９．９

稍重

良

６７ リアルマイスター 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 ４６４＋ ６２：０３．０レコード ３．２�

７８ ダ イ コ ウ キ 牡２青鹿５５ 古川 吉洋橋元 幸平氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム ５２０－ ２ 〃 クビ １６．５�
５５ タガノバスター 牡２栗 ５５ 松田 大作八木 良司氏 千田 輝彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０－ ２２：０３．２１� ４３．５�
８１０ マイネルカミカゼ 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 浦河 畔高牧場 ４４０＋ ２２：０３．３クビ ３８．６�

２２ サイモンパルフェ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二澤田 昭紀氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ １６．９�
１１ セラミックアート 牝２栗 ５４ 丸田 恭介森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム ４７４－ ４２：０３．４� ６．０�
４４ マイネルオードビー 牡２芦 ５５ 松山 弘平 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新ひだか 松本牧場 ４４４± ０２：０３．７２ ２．８	
３３ ブルーバレット 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人泉 俊二氏 伊藤 圭三 厚真 大川牧場 ４６０－ ４ 〃 クビ ６．７

７９ ヤ マ ノ ド ン 牡２栗 ５５ 荻野 琢真澤村 敏雄氏 阿部 新生 浦河 北俣ファーム ４６２－ ２２：０４．０１� １７９．７�
６６ マイネルバランシン 牡２黒鹿５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 ４６８± ０２：０４．１� １７．１�
８１１ ミスズブライアンズ 牡２栗 ５５ 川島 信二永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 ４６２＋ ４２：０４．３１ ２５．５

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，０８３，８００円 複勝： １５，８８７，５００円 枠連： ５，４５８，０００円

馬連： １８，８９７，５００円 馬単： １４，８２９，０００円 ワイド： １０，０２５，４００円

３連複： ２６，５３０，１００円 ３連単： ４７，２５４，１００円 計： １５０，９６５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １８０円 � ４１０円 � ７６０円 枠 連（６－７） １，６００円

馬 連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ３，５４０円

ワ イ ド �� ９１０円 �� ２，３２０円 �� ４，４６０円

３ 連 複 ��� ２５，４３０円 ３ 連 単 ��� ８８，５２０円

票 数

単勝票数 計 １２０８３８ 的中 � ２９９６８（２番人気）
複勝票数 計 １５８８７５ 的中 � ３００６３（２番人気）� ９３０９（６番人気）� ４５７２（１０番人気）
枠連票数 計 ５４５８０ 的中 （６－７） ２５２２（７番人気）
馬連票数 計 １８８９７５ 的中 �� ６１１５（７番人気）
馬単票数 計 １４８２９０ 的中 �� ３１００（１４番人気）
ワイド票数 計 １００２５４ 的中 �� ２８３０（８番人気）�� １０５１（２９番人気）�� ５３８（４１番人気）
３連複票数 計 ２６５３０１ 的中 ��� ７７０（６５番人気）
３連単票数 計 ４７２５４１ 的中 ��� ３９４（２６２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．５―１３．４―１２．８―１２．３―１２．３―１２．０―１１．９―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．６―３６．１―４９．５―１：０２．３―１：１４．６―１：２６．９―１：３８．９―１：５０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアルマイスター �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１２．６．２ 阪神５着

２０１０．４．６生 牡２鹿 母 リサミサツインズ 母母 ターコイズブルー ４戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円

２９０２８１０月２０日 晴 稍重 （２４新潟４）第３日 第４競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時２０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７８ サトノティアラ 牝４鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：５４．５ ５．７�

７７ ラブミーニキータ 牝４芦 ５５ 大野 拓弥小林 祥晃氏 尾形 充弘 日高 ヤナガワ牧場 ５２２－ ８１：５６．０９ ２３．３�
２２ サンマルリジイ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲中井 裕二相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４９６＋ ２ 〃 クビ ４．１�
８９ アプレレクール 牝４青鹿５５ 丸田 恭介 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４５０＋ ２１：５６．１� ４．５�
３３ オンザスローン 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一加藤 徹氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４４６＋ ２１：５６．３１ １２．２�
１１ � ホワイトジュエル 牝５芦 ５５

５２ ▲西村 太一 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４５０－ ４１：５６．９３� ２７．２	
５５ エーシンジェネシス 牝４鹿 ５５ 松山 弘平�栄進堂 松永 昌博 浦河 高野牧場 ４９４＋ ４１：５７．０� ５．６

８１０� ネオスペチアーレ 牝５鹿 ５５

５２ ▲水口 優也小林 仁幸氏 野中 賢二 鹿児島 柏木 務 B４６０＋ ２１：５７．８５ ６４．９�
４４ サイレントクロップ 牝３青鹿５３ 吉田 隼人 �グリーンファーム 国枝 栄 千歳 社台ファーム B５１２－ ６１：５８．４３� ４．０�
６６ � セ ラ ー ナ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠グリーンスウォード 高市 圭二 新冠 対馬 正 ４７４＋ ６１：５９．４６ １２３．９

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０，９７４，０００円 複勝： １４，７２２，７００円 枠連： ５，０５９，５００円

馬連： １８，１８４，２００円 馬単： １５，４２８，０００円 ワイド： １０，３７９，０００円

３連複： ２７，５４４，２００円 ３連単： ５３，１７２，９００円 計： １５５，４６４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２００円 � ５００円 � １８０円 枠 連（７－７） ４，０３０円

馬 連 �� ４，２７０円 馬 単 �� ８，５１０円

ワ イ ド �� ７９０円 �� ３００円 �� ７００円

３ 連 複 ��� ３，２９０円 ３ 連 単 ��� ２５，８２０円

票 数

単勝票数 計 １０９７４０ 的中 � １５２８５（５番人気）
複勝票数 計 １４７２２７ 的中 � ２０８５９（４番人気）� ６０７３（７番人気）� ２５８６４（２番人気）
枠連票数 計 ５０５９５ 的中 （７－７） ９２７（１６番人気）
馬連票数 計 １８１８４２ 的中 �� ３１４９（１８番人気）
馬単票数 計 １５４２８０ 的中 �� １３３８（３３番人気）
ワイド票数 計 １０３７９０ 的中 �� ３０１５（１４番人気）�� ９５８７（１番人気）�� ３４８７（１３番人気）
３連複票数 計 ２７５４４２ 的中 ��� ６１８８（１４番人気）
３連単票数 計 ５３１７２９ 的中 ��� １５２０（１１６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２３．９―３６．４―４９．５―１：０２．５―１：１５．４―１：２８．６―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．１
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

サトノティアラ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Fairy King デビュー ２０１１．２．２６ 阪神１着

２００８．３．２７生 牝４鹿 母 ス ー ア 母母 Bold Starlet １１戦２勝 賞金 １６，１００，０００円



２９０２９１０月２０日 晴 稍重 （２４新潟４）第３日 第５競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時５０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

２３ トーセンプリモ 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥島川 �哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム ５０２－ ２１：１２．７ １０．０�

３４ エアカーネリアン 牡４黒鹿５７ 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 平取 稲原牧場 ４９０＋１０ 〃 クビ ２３．１�
５８ ジプシーマイラブ 牝３黒鹿５３ 吉田 隼人 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４６２－ ４１：１２．８� ２．７�
８１４ エーティーショパン 牡６栗 ５７ 古川 吉洋荒木 徹氏 湯窪 幸雄 三石 嶋田牧場 ４７４－ ４１：１３．０� １６．４�
６１１ テイエムチャンス 牡３黒鹿５５ 荻野 琢真竹園 正繼氏 木原 一良 平取 北島牧場 ４６２＋ ４１：１３．２１� １３．８	
８１５ シベリアンソアー 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４５８＋ ２ 〃 ハナ ２４．９

４７ ケイエスキングオー 牡４鹿 ５７ 松山 弘平キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 B４２２－１０１：１３．３� １０．９�
１１ ハナノシンノスケ 牡５鹿 ５７

５４ ▲水口 優也池田 實氏 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 B４８２± ０１：１３．４� １１．５�
７１２ エスペランサシチー 牡３芦 ５５ 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋ ６ 〃 クビ ４．７
５９ � ワイルドジョイ 牡５鹿 ５７

５４ ▲長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム ４４６＋ ２ 〃 アタマ １４１．０�
３５ プリティーマッハ 牡４芦 ５７

５４ ▲西村 太一越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４５０± ０１：１３．７１� ３７．３�
４６ � ストーンステージ 牡４栗 ５７ 中舘 英二河� 五市氏 田村 康仁 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ５０４＋１６ 〃 ハナ ４９．３�
２２ シンボリルマン �５鹿 ５７ 柴山 雄一シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ４８４＋１２１：１３．８クビ ６２．６�
６１０� プロジェクトブルー 牡５鹿 ５７ 西田雄一郎 �ブルーマネジメント星野 忍 浦河 大道牧場 ５１２－ ２１：１４．６５ ２３７．４�
７１３ スズカベラミー 牝５栗 ５５ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７０－ ２１：１５．３４ ９．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，０３９，９００円 複勝： ２１，４０５，１００円 枠連： ９，７２２，１００円

馬連： ２３，６１３，６００円 馬単： １８，５６４，５００円 ワイド： １３，９０４，４００円

３連複： ３７，４７１，５００円 ３連単： ５９，８７２，１００円 計： １９７，５９３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ２６０円 � ５５０円 � １４０円 枠 連（２－３） ６，４６０円

馬 連 �� １１，０６０円 馬 単 �� ２１，９６０円

ワ イ ド �� ４，１９０円 �� ３９０円 �� ２，２８０円

３ 連 複 ��� １５，２２０円 ３ 連 単 ��� １１５，３７０円

票 数

単勝票数 計 １３０３９９ 的中 � １０３３６（４番人気）
複勝票数 計 ２１４０５１ 的中 � １９２１１（４番人気）� ７４４６（１０番人気）� ５８４６２（１番人気）
枠連票数 計 ９７２２１ 的中 （２－３） １１１１（２４番人気）
馬連票数 計 ２３６１３６ 的中 �� １５７７（４０番人気）
馬単票数 計 １８５６４５ 的中 �� ６２４（８２番人気）
ワイド票数 計 １３９０４４ 的中 �� ７６０（５２番人気）�� ９９４１（３番人気）�� １４２０（３２番人気）
３連複票数 計 ３７４７１５ 的中 ��� １８１７（５０番人気）
３連単票数 計 ５９８７２１ 的中 ��� ３８３（４０７番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．１―１１．８―１２．８―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２３．０―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４F４９．７―３F３７．９
３ ８（３，１１）１３，４（９，１２，６）（７，１５）（２，１４）（５，１）１０ ４ ・（８，１１）（３，１３）（４，６）（９，１２）（７，１５）（２，１４）（５，１）１０
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トーセンプリモ �
�
父 ストラヴィンスキー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．１２．１８ 中山１１着

２００９．３．５生 牝３鹿 母 ホワイトピクシイ 母母 ダイナコマネチ １１戦２勝 賞金 １６，４００，０００円
〔制裁〕 ハナノシンノスケ号の騎手水口優也は，３コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番への進路影響）
※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 ハピシン号

２９０３０１０月２０日 晴 稍重 （２４新潟４）第３日 第６競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

５５ タマモルーキー 牡４栗 ５７ 松山 弘平タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ５０８－ ９１：５５．９ １２．４�

２２ ハッピーストーリー 牡３黒鹿 ５５
５２ ▲藤懸 貴志小川 勲氏 宮 徹 新ひだか へいはた牧場 ５３８＋１８ 〃 ハナ ４．９�

８８ シンボリカンヌ 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１２± ０ 〃 クビ ５．２�
１１ ノッティングボーイ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４９４＋ ４１：５６．２２ ３．１�
８９ ステップアヘッド 牡３鹿 ５５

５２ ▲西村 太一松岡 謙氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ５２０＋ ２ 〃 アタマ ７．８�
３３ シャイニーダンディ 牡４青鹿５７ 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４６０－ ４ 〃 アタマ ５．０�
６６ レッドオブガバナー 牡４鹿 ５７ 荻野 琢真�橋 一郎氏 嶋田 潤 新ひだか 三木田 頼嗣 B４９０－ ２１：５６．３� １１．２	
７７ ハクユウシャンティ 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二 �H.Iコーポレーション 武 宏平 新ひだか 田原橋本牧場 ４６４－ ４１：５６．９３� ５９．３

４４ メイショウヘイハチ 牡４黒鹿５７ 小林慎一郎松本 好雄氏 梅田 智之 新ひだか 千代田牧場 ５４２＋ ８１：５８．１７ ５３．７�

（９頭）

売 得 金

単勝： ９，８５２，５００円 複勝： １６，０１４，０００円 枠連： ６，０５７，５００円

馬連： １６，６３８，５００円 馬単： １３，６２８，１００円 ワイド： ９，０９５，９００円

３連複： ２３，８６６，３００円 ３連単： ４７，５６７，１００円 計： １４２，７１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ３１０円 � ２３０円 � １９０円 枠 連（２－５） ３，８００円

馬 連 �� ２，９４０円 馬 単 �� ６，３４０円

ワ イ ド �� １，０７０円 �� ７９０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ３，７４０円 ３ 連 単 ��� ３３，９９０円

票 数

単勝票数 計 ９８５２５ 的中 � ６３０９（７番人気）
複勝票数 計 １６０１４０ 的中 � １２２３１（７番人気）� １８２４０（４番人気）� ２５３０９（３番人気）
枠連票数 計 ６０５７５ 的中 （２－５） １１７８（１４番人気）
馬連票数 計 １６６３８５ 的中 �� ４１７８（１８番人気）
馬単票数 計 １３６２８１ 的中 �� １５８８（３６番人気）
ワイド票数 計 ９０９５９ 的中 �� ２０２０（１９番人気）�� ２８３１（１５番人気）�� ４３４６（８番人気）
３連複票数 計 ２３８６６３ 的中 ��� ４７２１（２１番人気）
３連単票数 計 ４７５６７１ 的中 ��� １０３３（１５８番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１２．５―１３．４―１３．５―１３．６―１３．３―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３６．１―４９．５―１：０３．０―１：１６．６―１：２９．９―１：４２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．９―３F３９．３
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

タマモルーキー �

父 ルールオブロー �


母父 サクラユタカオー デビュー ２０１０．１２．５ 小倉１０着

２００８．４．２生 牡４栗 母 ヒ ナ ゲ シ 母母 ナ デ シ コ １７戦２勝 賞金 １８，９７０，０００円
［他本会外：１戦０勝］



２９０３１１０月２０日 晴 良 （２４新潟４）第３日 第７競走 ２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０分 （芝・左・外）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．１

良

良

７１１ グッドカフェ �４青鹿 ５７
５４ ▲藤懸 貴志杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 B４８８± ０１：５８．７ ２５．１�

１１ ベ ル ニ ー ニ 牡３鹿 ５５
５２ ▲菱田 裕二 H.H．シェイク・ハムダン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６６－ ４１：５９．０２ ７．１�
５８ ラ ス リ ー ズ 牝３栃栗 ５３

５０ ▲横山 和生 �キャロットファーム 勢司 和浩 日高 待兼牧場 ４５０－ ２ 〃 クビ １１．０�
８１３ ティボリペガサス 牝５黒鹿 ５５

５２ ▲水口 優也松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４７２－ ６１：５９．２� ５．９�
５７ アールデュラン 牡３鹿 ５５

５２ ▲平野 優星野 紀子氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 B４７０－ ８ 〃 クビ ６．６�
４６ スズカチャンプ 牡３鹿 ５５

５２ ▲中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４８６－ ２１：５９．４１� ３．８�
４５ カフェディーン 牡３鹿 ５５ 伊藤 工真西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４８２± ０１：５９．６１� １２．２	
３４ � キャニオンシンザン 牡４栗 ５７

５４ ▲原田 和真谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 ４９８＋ ４１：５９．７� ７４．０

６１０ ハンサムボーイ 牡３鹿 ５５

５２ ▲長岡 禎仁廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４５０＋ ２２：００．１２� ５９．９�
７１２ ハシルヨミテテ 牡５鹿 ５７

５４ ▲西村 太一田中 幹雄氏 清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ５３０＋ ２ 〃 アタマ ２１．０�

６９ オークヒルパーク 牝４黒鹿５５ 荻野 琢真宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ５１２＋２２２：００．３１ ５．４
８１４ マイオリオン 牝３鹿 ５３

５０ ▲菅原 隆一五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４３０＋ ２２：０１．４７ ４１．０�
２２ スマイルプライズ 牝５鹿 ５５ 黛 弘人飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４２２－ ６２：０２．３５ ３６．４�
３３ � メイショウフロリナ 牝５鹿 ５５

５２ ▲山崎 亮誠松本 好雄氏 中野 栄治 浦河 太陽牧場 B４２０－ ４２：０３．０４ １７９．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，９７０，０００円 複勝： １８，２９５，０００円 枠連： ９，１３５，７００円

馬連： ２１，１３１，５００円 馬単： １５，６６３，２００円 ワイド： １１，９１０，６００円

３連複： ３３，０１２，８００円 ３連単： ５３，１１３，７００円 計： １７３，２３２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，５１０円 複 勝 � ６００円 � ２５０円 � ３４０円 枠 連（１－７） ３，９００円

馬 連 �� ６，１２０円 馬 単 �� １６，３８０円

ワ イ ド �� ２，５９０円 �� ４，１８０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ３０，２７０円 ３ 連 単 ��� ２０３，１００円

票 数

単勝票数 計 １０９７００ 的中 � ３４５７（９番人気）
複勝票数 計 １８２９５０ 的中 � ７２４４（８番人気）� ２１３７８（４番人気）� １４１１１（６番人気）
枠連票数 計 ９１３５７ 的中 （１－７） １７２９（１６番人気）
馬連票数 計 ２１１３１５ 的中 �� ２５４９（２５番人気）
馬単票数 計 １５６６３２ 的中 �� ７０６（６０番人気）
ワイド票数 計 １１９１０６ 的中 �� １１２７（３４番人気）�� ６８９（４７番人気）�� ２３６６（１４番人気）
３連複票数 計 ３３０１２８ 的中 ��� ８０５（１０６番人気）
３連単票数 計 ５３１１３７ 的中 ��� １９３（６４０番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．６―１１．５―１１．６―１２．６―１２．４―１２．１―１１．７―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．３―３４．８―４６．４―５９．０―１：１１．４―１：２３．５―１：３５．２―１：４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グッドカフェ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Theatrical デビュー ２０１１．３．２１ 阪神６着

２００８．４．２８生 �４青鹿 母 ブランドシャトル 母母 プレイリースカイ ９戦２勝 賞金 １４，６００，０００円
〔制裁〕 グッドカフェ号の騎手藤懸貴志は，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３０，０００円。（９番への進路影響）

ベルニーニ号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（６番への進路影響）

２９０３２１０月２０日 晴 良 （２４新潟４）第３日 第８競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．２
１：０８．７

重

重

７１３�� レディワシントン 牝４鹿 ５５ 松山 弘平鳴戸 雄一氏 吉村 圭司 米 Yuichi Na-
ruto ４６４－ ６１：１１．８ ６５．４�

７１２� オペラモーヴ 牝４黒鹿５５ 荻野 要�ノースヒルズ 中竹 和也 米 Pacelco S.A. ４７４± ０１：１２．２２� ２．４�
４７ パライバトルマリン 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗山上 和良氏 和田正一郎 浦河 津島 優治 ４９２－ ８１：１２．６２� １７．９�
６１１ ナリタキャッツアイ 牡４鹿 ５７ 川島 信二�オースミ 小野 幸治 日高 白井牧場 ４９４± ０１：１２．８１� ３２．６�
８１５� マスターエクレール 牝３黒鹿５３ 吉田 隼人�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm ４８２－ ４ 〃 ハナ ３．０�
６１０ ポピュラーストック 牡４栗 ５７ 大野 拓弥 �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 ４９４＋１４ 〃 クビ ８．６	
５９ � ユーディドイット 牡４鹿 ５７ 津村 明秀藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Yoshio Fujita ４７４＋１２１：１３．１１	 ４０．９

５８ アユミチャン 牝４芦 ５５ 大庭 和弥北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 ４５２－ ４１：１３．２� ２３．５�
４６ テイエムシシオー 牡３黒鹿５５ 柴山 雄一竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 ４６６＋１６ 〃 ハナ １７．６�
１１ メイショウオハツ 牝３黒鹿５３ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 本巣 敦 ４９４－ ６ 〃 クビ １４．８
３５ マルタカボーイス 牝６鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二國立 治氏 境 直行 日高 豊洋牧場 ４７８＋ ５１：１３．３クビ ６３．３�
２３ � バージニアキャット 牝４栗 ５５ 丸田 恭介�須野牧場 小笠 倫弘 米 Ironwater Farms

Joint Venture ４７６± ０１：１３．８３ ２９．７�
３４ � ペプチドタカラブネ 牝４芦 ５５

５２ ▲中井 裕二沼川 一彦氏 新川 恵 新冠 大栄牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ １０４．６�
８１４�� ホウショウキング 牡４芦

５７
５４ ▲菅原 隆一芳賀 吉孝氏 中野 栄治 米 Green

Gates Farm ４７２＋ ４ 〃 ハナ ２４１．４�
２２ アップターン 牡４栗 ５７ 村田 一誠島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ３３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，８８７，１００円 複勝： ２０，９７９，８００円 枠連： １０，３１４，０００円

馬連： ２７，７３８，７００円 馬単： １９，８５０，６００円 ワイド： １５，５２１，３００円

３連複： ３７，５０１，８００円 ３連単： ６６，０４７，２００円 計： ２１２，８４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，５４０円 複 勝 � ６２０円 � １３０円 � ４２０円 枠 連（７－７） ５，６５０円

馬 連 �� ４，９７０円 馬 単 �� １０，５５０円

ワ イ ド �� ９６０円 �� ６，８６０円 �� ７５０円

３ 連 複 ��� １５，０３０円 ３ 連 単 ��� １４０，４７０円

票 数

単勝票数 計 １４８８７１ 的中 � １７９６（１３番人気）
複勝票数 計 ２０９７９８ 的中 � ６４８２（１０番人気）� ６３５３９（１番人気）� １０４６４（６番人気）
枠連票数 計 １０３１４０ 的中 （７－７） １３４８（１８番人気）
馬連票数 計 ２７７３８７ 的中 �� ４１２６（１７番人気）
馬単票数 計 １９８５０６ 的中 �� １３８９（３５番人気）
ワイド票数 計 １５５２１３ 的中 �� ４０５４（９番人気）�� ５２７（５９番人気）�� ５３３９（４番人気）
３連複票数 計 ３７５０１８ 的中 ��� １８４２（４７番人気）
３連単票数 計 ６６０４７２ 的中 ��� ３４７（４０３番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．７―１１．６―１２．３―１２．２―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．５―３４．１―４６．４―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�
�
レディワシントン �

�
父 Vindication �

�
母父 Danehill

２００８．１．１８生 牝４鹿 母 Tenderly 母母 Specificity ９戦１勝 賞金 ９，４００，０００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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 サクラフェニックス号



２９０３３１０月２０日 晴 良 （２４新潟４）第３日 第９競走 １，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１５分 （芝・直線）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ６，７００，０００円 ２，７００，０００円 １，７００，０００円 １，０００，０００円 ６７０，０００円� コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

５９ ニシノモレッタ 牝５栗 ５５ 中舘 英二西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ５１０＋ ２ ５５．５ １２．９�

７１４ ジ ル コ ニ ア 牝５栗 ５５ 宮崎 北斗下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 ４８８－ ２ 〃 ハナ １３．７�
４７ レディオブパーシャ 牝４栗 ５５ 古川 吉洋 H.R.H．プリンセス・ハヤ 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０－ ６ 〃 ハナ ８．０�
８１８ ナムラビーム 牝３芦 ５３

５０ ▲西村 太一奈村 信重氏 大和田 成 えりも 上島牧場 ４５２＋ ２ ５５．８１� ３．７�
１１ ミ ス ネ バ ー 牝３栗 ５３

５０ ▲中井 裕二澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４５８＋１０ ５５．９� ２３．７�
８１７� トルピドトウショウ 牝４鹿 ５５ 村田 一誠トウショウ産業� 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ １１．４	
５１０� クロンドローリエ 牝５青鹿５５ 西田雄一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４３０－ ６ ５６．０クビ ５．８

６１２ トーセンファースト 牝３芦 ５３ 丸田 恭介島川 �哉氏 木村 哲也 日高 有限会社 エ

スティファーム ４８０＋ ６ 〃 ハナ １２．４�
３６ レアプラチナ 牝３鹿 ５３ 川島 信二松田 整二氏 田島 良保 日高 野島牧場 ４４６± ０ ５６．２１� １１７．８
７１５ メイショウアキシノ 牝３鹿 ５３ 吉田 隼人松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 富田牧場 ４４６＋３０ ５６．４１� ６２．１�
７１３ パイクスピーク 牝４鹿 ５５ 田中 博康 �社台レースホース大根田裕之 千歳 社台ファーム ５０８＋ ４ ５６．５� ２３．９�
８１６ ミススパイダー 牝４栗 ５５ 岩部 純二菊池 昭雄氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 B４５０＋ ６ ５６．７１� ２００．８�
６１１� アイファーコラソン 牝４鹿 ５５ 松山 弘平中島 稔氏 鮫島 一歩 新ひだか 桑嶋 峰雄 ４８８＋１２ 〃 クビ １０６．８�
４８ サトノヴィクトリア 牝４黒鹿５５ 伊藤 工真里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ４８６＋１６ ５７．０１� ７７．５�
２４ アラカメジョウ 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３８＋ ２ 〃 ハナ １８．３�
２３ ゴールデンポケット 牝３栗 ５３

５０ ▲平野 優小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 ４５０－ ４ ５７．２１ ４１．２�
３５ マジッククレスト 牝３青鹿 ５３

５０ ▲藤懸 貴志 �キャロットファーム 藤岡 健一 浦河 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４２＋ ８ ５７．３� ７．０�

１２ � オウカランマン 牝５鹿 ５５
５２ ▲横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新ひだか キヨタケ牧場 ４８８＋ ２ ５７．４� ６８．５�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １４，４４４，８００円 複勝： ２１，９３７，５００円 枠連： １３，８１５，３００円

馬連： ３５，８６４，６００円 馬単： ２３，９１０，４００円 ワイド： １６，９６５，６００円

３連複： ５６，３７９，９００円 ３連単： ９０，６４３，７００円 計： ２７３，９６１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２９０円 複 勝 � ４６０円 � ４８０円 � ２９０円 枠 連（５－７） １，６１０円

馬 連 �� ９，３７０円 馬 単 �� ２２，０３０円

ワ イ ド �� ３，１９０円 �� １，４６０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ２６，７８０円 ３ 連 単 ��� １８１，７９０円

票 数

単勝票数 計 １４４４４８ 的中 � ８８５７（７番人気）
複勝票数 計 ２１９３７５ 的中 � １２１９６（７番人気）� １１４２５（８番人気）� ２２４３９（３番人気）
枠連票数 計 １３８１５３ 的中 （５－７） ６３６３（８番人気）
馬連票数 計 ３５８６４６ 的中 �� ２８２６（３４番人気）
馬単票数 計 ２３９１０４ 的中 �� ８０１（８５番人気）
ワイド票数 計 １６９６５６ 的中 �� １２８９（３９番人気）�� ２９０６（１３番人気）�� ２６８２（１５番人気）
３連複票数 計 ５６３７９９ 的中 ��� １５５４（９３番人気）
３連単票数 計 ９０６４３７ 的中 ��� ３６８（６０９番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１０．８―１０．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．２―３３．０―４３．７

上り４F４３．６－３F３３．３
勝馬の
紹 介

ニシノモレッタ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Nashwan デビュー ２００９．８．２２ 札幌１着

２００７．２．２０生 牝５栗 母 ミストラスト 母母 Musical Bliss ２２戦３勝 賞金 ３８，９１８，０００円
〔制裁〕 ミスネバー号の騎手中井裕二は，後検量に遅れたことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 シンワクイーン号
（非抽選馬） ３頭 エランドール号・オーバーザムーン号・パシオンルージュ号

２９０３４１０月２０日 晴 良 （２４新潟４）第３日 第１０競走 ��２，２００�
い わ ふ ね

岩 船 特 別
発走１４時５０分 （芝・左）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ４０６，０００円 １１６，０００円 ５８，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．０
２：１０．０

良

良

６９ ホッコーブレーヴ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４７２± ０２：１３．０ ７．１�

１１ シャドウバンガード 牡３黒鹿５４ 荻野 琢真飯塚 知一氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム ４４８＋ ４２：１３．１� ２．８�
３３ コスモユッカ 牡３鹿 ５４ 中井 裕二 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４６８＋ ２２：１３．２� １５．１�
８１３ ウインフロレゾン 牝３黒鹿５２ 大野 拓弥�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４５８＋１２ 〃 アタマ ７．６�
４６ トウカイクオーレ 牡３鹿 ５４ 柴山 雄一内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 岡部牧場 B４４８－ ４２：１３．６２� ７．７�
７１２ ルミナスレッド 牝３鹿 ５２ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４８２± ０ 〃 クビ ９．２	
２２ メイショウタフ 牡５黒鹿５７ 川島 信二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 高昭牧場 ５４８＋１６２：１３．７� ２６．７

３４ ドラゴネッティ 牡３黒鹿５４ 吉田 隼人吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４６８＋１６２：１３．９１� １０．３�
８１４ マイネルテンクウ 牡３鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ５０４＋ ２ 〃 クビ ８．１�
７１１� シンボリアミアン 	５鹿 ５７ 中舘 英二シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 ５０８－ ４２：１４．２１� ９５．１
６１０ ハギノバロンドール 牡６栗 ５７ 津村 明秀日隈 良江氏 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９６－ ２ 〃 クビ ５７．１�
５７ ヘリオスフィア 牡３黒鹿５４ 松田 大作岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド ４６６＋１６２：１４．６２� ７９．８�
４５ シゲルシャチョウ 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋森中 蕃氏 湯窪 幸雄 様似 �村 伸一 ５０８＋ ６２：１５．１３ ５６．５�
５８ サ リ エ ン テ 	３栗 ５４ 伊藤 工真モナコ商事� 坂本 勝美 浦河 �桁牧場 ４５２－ ２２：１５．６３ ９２．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，１７８，７００円 複勝： ２２，７２４，１００円 枠連： １１，５７１，９００円

馬連： ３３，５０１，２００円 馬単： ２２，４７２，０００円 ワイド： １５，７０２，０００円

３連複： ４５，３８９，０００円 ３連単： ８３，０２０，５００円 計： ２４９，５５９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １９０円 � １５０円 � ３８０円 枠 連（１－６） ８１０円

馬 連 �� ９３０円 馬 単 �� ２，５６０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� １，４４０円 �� ９８０円

３ 連 複 ��� ５，３１０円 ３ 連 単 ��� ２５，７９０円

票 数

単勝票数 計 １５１７８７ 的中 � １６９３４（２番人気）
複勝票数 計 ２２７２４１ 的中 � ３２２１３（２番人気）� ５３７４０（１番人気）� １１８７９（８番人気）
枠連票数 計 １１５７１９ 的中 （１－６） １０５７９（３番人気）
馬連票数 計 ３３５０１２ 的中 �� ２６８０６（２番人気）
馬単票数 計 ２２４７２０ 的中 �� ６４９３（５番人気）
ワイド票数 計 １５７０２０ 的中 �� ９８１５（２番人気）�� ２５４４（２４番人気）�� ３８３８（１１番人気）
３連複票数 計 ４５３８９０ 的中 ��� ６３１８（１８番人気）
３連単票数 計 ８３０２０５ 的中 ��� ２３７６（６６番人気）

ハロンタイム １２．８―１１．１―１１．３―１２．０―１３．２―１２．４―１２．４―１２．３―１２．０―１１．７―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１２．８―２３．９―３５．２―４７．２―１：００．４―１：１２．８―１：２５．２―１：３７．５―１：４９．５―２：０１．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーブレーヴ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２０１０．１１．６ 東京６着

２００８．４．７生 牡４鹿 母 ホッコーメモリー 母母 ヤサカシヨウリ １４戦３勝 賞金 ３２，６２０，０００円



２９０３５１０月２０日 晴 良 （２４新潟４）第３日 第１１競走 ��１，２００�
と お か ま ち

十 日 町 特 別
発走１５時２５分 （ダート・左）

３歳以上，１，０００万円以下，２３．１０．２２以降２４．１０．１４まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １２，６００，０００円 ５，０００，０００円 ３，２００，０００円 １，９００，０００円 １，２６０，０００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

１：０９．２
１：０８．７

重

重

７１２ ワールドエンド 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人 Him Rock Racing 斎藤 誠 新冠 新冠伊藤牧場 ５１４＋ ２１：１０．６ ８．６�

３５ � カフェヒミコ 牝４鹿 ５４ 中舘 英二西川 恭子氏 松山 康久 米 Katsumi
Yoshizawa ５０６－ ４１：１１．３４ ２．２�

８１５ キンショーユウジャ 牡４栗 ５４ 古川 吉洋礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ５００－ ４１：１１．６２ ５．４�
５９ ディアアゲイン 牡７栗 ５５ 西田雄一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 三石 米田 和子 ４６２－ ８１：１１．７クビ ４６．９�
８１４� ネオシーサー 牡５青 ５５ 川島 信二佐々木完二氏 田島 良保 日高 田端牧場 ４５０＋ ２ 〃 クビ ８．０�
１１ � トレノソルーテ �６鹿 ５３ 大庭 和弥戸賀 智子氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ５１６－ ４１：１１．８� ６８．６�
４７ � シンビオシス �５青鹿５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 ４７４－ ４１：１１．９クビ ４７．４�
６１０ フローラルホール 牝４鹿 ５３ 松田 大作小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４７４＋ ８１：１２．２１� ２１．７	
６１１ ト レ ボ ー ネ �４鹿 ５５ 丸田 恭介田上 雅春氏 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド ４５０＋ ８１：１２．３� １２．０

４６ ウォーターサムデイ 牡６鹿 ５４ 村田 一誠山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 ４７８＋ ４ 〃 アタマ １１８．０�
２２ アキノモーグル 牡４栗 ５６ 松山 弘平穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ５１０－ ２ 〃 アタマ ２２．７�
７１３ トーセンディケム 牡６鹿 ５３ 黛 弘人島川 哉氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム B４７２－ ４１：１２．６１� １３５．３�
５８ シセイハヤテ 牡７鹿 ５５ 伊藤 工真猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４６６± ０１：１２．９１� １１４．３�
３４ � フリスコベイ 牝３栗 ５２ 田中 博康�須野牧場 和田 正道 米 Southern Equine

Stables, LLC ４９０＋１０１：１３．４３ ９．７�
２３ � ジーガーウイング 牝８鹿 ５０ 西村 太一�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 B５１２＋ ４１：１３．６１ ２９３．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２５，９４８，４００円 複勝： ３８，７２３，５００円 枠連： ２６，９１０，０００円

馬連： ８０，０６３，９００円 馬単： ５１，５６９，８００円 ワイド： ３１，３０７，５００円

３連複： １１０，４３３，３００円 ３連単： ２１７，９２１，４００円 計： ５８２，８７７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８６０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � １６０円 枠 連（３－７） ７９０円

馬 連 �� １，０２０円 馬 単 �� ２，９２０円

ワ イ ド �� ４６０円 �� ７６０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� １１，６９０円

票 数

単勝票数 計 ２５９４８４ 的中 � ２３８７３（４番人気）
複勝票数 計 ３８７２３５ 的中 � ３９３４６（３番人気）� １２５０２０（１番人気）� ６０５１１（２番人気）
枠連票数 計 ２６９１００ 的中 （３－７） ２５２３７（３番人気）
馬連票数 計 ８００６３９ 的中 �� ５８０１３（３番人気）
馬単票数 計 ５１５６９８ 的中 �� １３０５４（８番人気）
ワイド票数 計 ３１３０７５ 的中 �� １６３５２（４番人気）�� ９１８４（８番人気）�� ３１９０７（１番人気）
３連複票数 計１１０４３３３ 的中 ��� ５３３４３（２番人気）
３連単票数 計２１７９２１４ 的中 ��� １３７６３（２６番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．６―１１．５―１２．１―１２．１―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．３―３３．８―４５．９―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワールドエンド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２０１１．９．１８ 中山３着

２００９．５．１７生 牡３鹿 母 レーシングハート 母母 ベリーグランド ７戦３勝 賞金 ３３，７４１，０００円
〔制裁〕 シセイハヤテ号の騎手伊藤工真は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 クロフォード号・スマートキャスター号
（非抽選馬）１２頭 ガクニホシ号・カツノセカンド号・キンシザイル号・クリスリリー号・ケビンドゥ号・シャイニイチカ号・

ピュアマリーン号・フレンチミシル号・プロスペラスマム号・マドモアゼルノン号・ユメノキズナ号・
ラヴリードリーム号

２９０３６１０月２０日 晴 良 （２４新潟４）第３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 ８，７００，０００円 ３，５００，０００円 ２，２００，０００円 １，３００，０００円 ８７０，０００円
付 加 賞 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

３６ メイショウゲンブ 牡３鹿 ５５ 川島 信二松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 友田牧場 ４７４＋ ２１：２０．５ ４．６�

４７ ゴーゲッター 牡５鹿 ５７ 松田 大作松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５２６＋ ２１：２０．６� １２．６�
５１０� タ ー フ ェ ル 牡４栗 ５７ 荻野 琢真伊達 敏明氏 今野 貞一 日高 サンシャイン

牧場 B５１２＋ ２１：２０．７� ９．７�
７１３ イントゥザブルー 牡３鹿 ５５ 上村 洋行木村 直樹氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４８０＋１８１：２０．９１� ２．８�
３５ ヤマニンシバルリー 牡４青鹿５７ 丹内 祐次土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４７４－ ２１：２１．０� １１０．３�
６１１ ラブグランデー 牝５鹿 ５５ 西田雄一郎増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか パラダイス・ファーム ４６８± ０ 〃 アタマ ８．４�
２３ ミラクルピッチ 牝３黒鹿５３ 宮崎 北斗松尾 正氏 柴崎 勇 新ひだか 土居 忠吉 ４５０＋ ２１：２１．１� ９．４�
１２ バ コ パ 牡３栗 ５５ 中井 裕二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ６５．８	
６１２ グラントリノ 牝３栗 ５３ 村田 一誠加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４２４－ ４１：２１．２クビ １０９．４

８１８ サーストンサブリナ 牝４鹿 ５５ 大野 拓弥齊藤 宣勝氏 的場 均 浦河 中村 雅明 ４６０－ ６１：２１．４１ ６８．８�
１１ サワヤカユウタ 牡４栗 ５７ 藤懸 貴志中野 義一氏 藤岡 範士 浦河 辻 牧場 ４６６－ ４１：２１．５� ３２．２�
４８ アマルフィターナ 牝５黒鹿５５ 中舘 英二 キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６６－ ６ 〃 クビ ２０．１�
２４ デイジーバローズ 牝３栗 ５３ 古川 吉洋猪熊 広次氏 武田 博 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５０＋ ８ 〃 ハナ ３７．０�
８１６ ロジフェローズ 牝５青鹿５５ 吉田 隼人久米田正明氏 大竹 正博 日高 日高大洋牧場 ４６０＋１４１：２１．６� ２１．１�
５９ ウインロザリー 牝４青 ５５ 丸田 恭介�ウイン 宗像 義忠 新冠 村上 欽哉 ４２８＋ ６１：２１．８１� ５８．６�
８１７� アスターローズ 牝６鹿 ５５ 松山 弘平加藤 久枝氏 加藤 敬二 門別 シンコーファーム ４５４＋ ８１：２１．９クビ ２２４．３�
７１５ キボウダクリチャン 牝３栗 ５３ 田中 博康栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４５４－ ２１：２２．３２� ９０．２�
７１４ ペニーウエイト 牝３栗 ５３ 津村 明秀石瀬 浩三氏 小野 次郎 新冠 オリエント牧場 ４８８－ ８ 〃 ハナ ２８．７�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２３，７６３，４００円 複勝： ３９，８４７，２００円 枠連： １７，４８９，４００円

馬連： ６１，１２６，０００円 馬単： ３４，６４７，９００円 ワイド： ２８，１５９，０００円

３連複： ７８，９４８，３００円 ３連単： １３９，７６６，５００円 計： ４２３，７４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � ２５０円 � ３００円 枠 連（３－４） １，１７０円

馬 連 �� ２，２２０円 馬 単 �� ２，７５０円

ワ イ ド �� ６１０円 �� ８４０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ４，７８０円 ３ 連 単 ��� ２２，３９０円

票 数

単勝票数 計 ２３７６３４ 的中 � ４１１３６（２番人気）
複勝票数 計 ３９８４７２ 的中 � ７２８７１（２番人気）� ４０９０９（４番人気）� ３０７４７（６番人気）
枠連票数 計 １７４８９４ 的中 （３－４） １１０６４（３番人気）
馬連票数 計 ６１１２６０ 的中 �� ２０３９６（８番人気）
馬単票数 計 ３４６４７９ 的中 �� ９２９９（４番人気）
ワイド票数 計 ２８１５９０ 的中 �� １１７７６（２番人気）�� ８２９０（９番人気）�� ６５０６（１２番人気）
３連複票数 計 ７８９４８３ 的中 ��� １２１９５（９番人気）
３連単票数 計１３９７６６５ 的中 ��� ４６０８（３７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１０．９―１１．５―１１．５―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２２．９―３３．８―４５．３―５６．８―１：０８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．２
３ ・（６，７）３（５，１３，１４）（２，１１）１８－（１，９）１０（４，８，１５）－（１２，１７）１６ ４ ・（６，７）（３，５，１３，１４）（２，１１，１８）９，１，１０（４，８）１５（１２，１７）１６
市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウゲンブ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１１．１２．２５ 阪神１着

２００９．４．２２生 牡３鹿 母 フジノプログレス 母母 アンドロジェニー ９戦２勝 賞金 ２８，１０１，０００円
〔発走時刻の変更〕 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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アンビホールドゥン号・ピュアソウル号



（２４新潟４）第３日 １０月２０日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 １２回 出走頭数 １６７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

１６２，３７０，０００円
４，６５０，０００円
１，８５０，０００円
１４，９２０，０００円
５４，３８７，５００円
４，３４２，０００円
１，６０３，２００円

勝馬投票券売得金
１７２，８１０，０００円
２８９，５９０，７００円
１２６，９５７，９００円
３７３，７８８，９００円
２６４，８０６，９００円
１８６，４６２，１００円
５３６，８８８，６００円
９７０，９２８，６００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 ２，９２２，２３３，７００円

総入場人員 ８，７８１名 （有料入場人員 ７，４２５名）


