
枠
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馬
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色
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齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

2902510月24日 曇 良 （27新潟3）第3日 第1競走 ��3，250�サラブレッド系障害3歳以上
発走9時50分（番組第4競走を順序変更） （芝・外内）

3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 12，000，000円 4，800，000円 3，000，000円 1，800，000円 1，200，000円� コースレコード3：28．7良

57 � パ ス テ ィ 牡6鹿 60 上野 翔坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 460± 03：29．5 65．7�
813 ユキノスライダー 牡5栗 60 難波 剛健遠藤 宗義氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 446＋ 83：30．67 17．8�
710 オールアズワン 牡7黒鹿61 北沢 伸也宮川 純造氏 加用 正 新冠 オリエント牧場 498－203：30．91� 11．9�
11 � アラビアンドラゴン �5芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 430＋143：31．32	 93．6�
711 コアレスドラード 牡7栗 60 植野 貴也小林 昌志氏 五十嵐忠男 日高 原田牧場 464－ 23：31．4� 10．1�
56 メイショウアラワシ 牡4栗 60 森 一馬松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 林 孝輝 472＋ 43：31．93 20．0�
33 マイネルミランダス 牡4栗 60 山本 康志 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 青森 石田 英機 470－ 2 〃 クビ 25．1

44 タマモプラネット 牡5芦 62 小坂 忠士タマモ	 南井 克巳 新ひだか 前田牧場 494＋123：32．32	 2．5�
69 � トウケイゴールド 牡5鹿 60 黒岩 悠木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 498＋ 23：33．15 6．1�
22 マイネルゼーラフ 牡4青鹿60 石神 深一 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 上村 清志 490± 03：34．05 32．4
45 シゲルキョクチョウ 牡7鹿 62 草野 太郎森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 500＋16 （競走中止） 45．8�
68 � トーセンソユーズ 牡4栗 60 五十嵐雄祐島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 千代田牧場 498± 0 （競走中止） 4．2�
812 カ ウ ウ ェ ラ 牡5青鹿60 浜野谷憲尚 �サンデーレーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 468± 0 （競走中止） 18．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 11，533，500円 複勝： 16，379，400円 枠連： 9，348，400円
馬連： 20，713，100円 馬単： 12，715，100円 ワイド： 14，229，600円
3連複： 35，065，000円 3連単： 43，086，400円 計： 163，070，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，570円 複 勝 � 1，930円 � 600円 � 370円 枠 連（5－8） 5，490円

馬 連 �� 45，600円 馬 単 �� 107，140円

ワ イ ド �� 8，770円 �� 8，900円 �� 2，670円

3 連 複 ��� 120，080円 3 連 単 ��� 1，419，890円

票 数

単勝票数 計 115335 的中 � 1404（12番人気）
複勝票数 計 163794 的中 � 2036（13番人気）� 7199（8番人気）� 12624（5番人気）
枠連票数 計 93484 的中 （5－8） 1319（17番人気）
馬連票数 計 207131 的中 �� 352（72番人気）
馬単票数 計 127151 的中 �� 89（146番人気）
ワイド票数 計 142296 的中 �� 416（65番人気）�� 410（66番人気）�� 1394（33番人気）
3連複票数 計 350650 的中 ��� 219（214番人気）
3連単票数 計 430864 的中 ��� 22（1546番人気）
上り 1マイル 1：44．8 4F 51．0－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�パ ス テ ィ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Caerleon

2009．5．2生 牡6鹿 母 サムソンレッド 母母 テ ィ ス ワ 障害：12戦2勝 賞金 24，900，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 カウウェラ号は，6号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
トーセンソユーズ号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
シゲルキョクチョウ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため2周目4号障害〔ハードル〕手前で競走中止。

2902610月24日 曇 良 （27新潟3）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：53．8
1：50．9

良
不良

77 レディートゥーゴー 牝2栗 54 松田 大作島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 444－ 21：55．8 4．0�

22 サンアンダーソン 牡2栗 55 岩部 純二加藤 信之氏 岩戸 孝樹 様似 様似共栄牧場 536－ 41：56．54 29．4�
44 リーガルオフィス 牡2鹿 55 吉田 隼人山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 454－ 41：57．35 1．3�
55 ディーエスレヴュー 牡2栗 55 横山 和生秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 大道牧場 462＋ 41：57．61� 52．0�
89 マジックダイオウ 牡2栗 55 小坂 忠士�杵臼牧場 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 458－ 81：57．81� 32．8	
88 ロードディロング 牡2青鹿 55

52 ▲木幡 初也 
ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 日高 道見牧場 520＋101：58．11� 43．3�
11 ヤマニンアルルカン 牡2鹿 55

52 ▲加藤 祥太土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 478－ 2 〃 ハナ 9．1�
66 ダーダネルス 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太 �スピードファーム和田 正道 浦河 酒井牧場 B462－ 81：58．2� 46．8
33 パームハート 牡2鹿 55 田中 博康 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B480－ 82：00．2大差 69．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 16，088，300円 複勝： 35，503，000円 枠連： 5，462，600円
馬連： 23，316，300円 馬単： 19，983，800円 ワイド： 12，531，200円
3連複： 24，605，100円 3連単： 64，530，300円 計： 202，020，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 110円 � 240円 � 110円 枠 連（2－7） 5，460円

馬 連 �� 5，830円 馬 単 �� 8，560円

ワ イ ド �� 550円 �� 120円 �� 390円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 13，450円

票 数

単勝票数 計 160883 的中 � 32065（2番人気）
複勝票数 計 355030 的中 � 31953（2番人気）� 7364（4番人気）� 270036（1番人気）
枠連票数 計 54626 的中 （2－7） 775（10番人気）
馬連票数 計 233163 的中 �� 3097（10番人気）
馬単票数 計 199838 的中 �� 1750（18番人気）
ワイド票数 計 125312 的中 �� 4032（8番人気）�� 40060（1番人気）�� 6043（5番人気）
3連複票数 計 246051 的中 ��� 23595（2番人気）
3連単票数 計 645303 的中 ��� 3476（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―37．6―51．3―1：04．6―1：17．4―1：30．4―1：42．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．4
1
3
7，4－（2，5）－8－1，6－9－3
7，4（2，5）－（1，6）－9，8－3

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

勝馬の
紹 介

レディートゥーゴー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．1 新潟7着

2013．4．10生 牝2栗 母 ビーチフェスタ 母母 ビーチフラッグ 3戦1勝 賞金 5，000，000円

第３回 新潟競馬 第３日



2902710月24日 曇 良 （27新潟3）第3日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時55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

46 ヤマニンシャンデル 牝3栗 53 丸田 恭介土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 442± 01：11．1 25．5�
611 ブリンディス 牡3青鹿55 中谷 雄太新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B520＋181：11．31� 8．5�
713 マルカメテオ 牡3栗 55

54 ☆松若 風馬日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 490＋ 61：11．4� 2．7�
47 ド ラ グ ー ン 牡3鹿 55 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋ 21：11．5クビ 3．7�
22 オーロラッシュ 牡3鹿 55 丸山 元気山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 444± 01：11．6� 43．2�
59 ダイメイリシャール 牡4栗 57

54 ▲伴 啓太宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 496± 0 〃 アタマ 19．5�
610 ミキノグランプリ 牡4栗 57 津村 明秀谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 466－ 21：11．81 11．1	
34 リヴゴーシュ �3栗 55 田中 博康
ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B524－ 41：11．9� 289．6�
11 カウンターハッセキ 牡4鹿 57

54 ▲木幡 初也井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B448－ 21：12．22 115．0�
23 クラシックマーク 牝4栗 55

52 ▲�島 克駿小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 440＋ 21：12．41� 30．7
815 デルマオソマツ 牡4黒鹿57 横山 和生浅沼 廣幸氏 古賀 史生 千歳 社台ファーム 466－ 8 〃 クビ 162．4�
712 ミトノゴールド 牡3栗 55 北村 友一ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 490－ 21：12．5クビ 4．6�
35 	 ペプチドムーン 牡4栗 57

54 ▲加藤 祥太沼川 一彦氏 岩元 市三 浦河 杵臼牧場 470－111：12．71� 103．9�
58 	 フ ク ム ス メ 牝3鹿 53 高倉 稜西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 荒谷 輝和 406＋ 21：13．55 192．9�
814	 デ ィ サ イ ド 牡4鹿 57 的場 勇人西村 專次氏 的場 均 浦河 グラストレーニ

ングセンター 510＋ 31：13．92� 65．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，645，800円 複勝： 25，100，400円 枠連： 11，097，000円
馬連： 31，059，900円 馬単： 17，028，200円 ワイド： 20，275，000円
3連複： 45，299，400円 3連単： 55，109，000円 計： 223，614，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，550円 複 勝 � 480円 � 300円 � 130円 枠 連（4－6） 930円

馬 連 �� 10，830円 馬 単 �� 22，800円

ワ イ ド �� 3，170円 �� 1，350円 �� 710円

3 連 複 ��� 10，180円 3 連 単 ��� 112，860円

票 数

単勝票数 計 186458 的中 � 5827（7番人気）
複勝票数 計 251004 的中 � 9981（7番人気）� 17724（5番人気）� 72079（1番人気）
枠連票数 計 110970 的中 （4－6） 9211（4番人気）
馬連票数 計 310599 的中 �� 2222（27番人気）
馬単票数 計 170282 的中 �� 560（61番人気）
ワイド票数 計 202750 的中 �� 1580（31番人気）�� 3833（16番人気）�� 7734（5番人気）
3連複票数 計 452994 的中 ��� 3337（35番人気）
3連単票数 計 551090 的中 ��� 354（336番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―12．0―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンシャンデル �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．9．27 新潟5着

2012．2．6生 牝3栗 母 ヤマニンアルシオン 母母 ヤマニンパラダイス 9戦2勝 賞金 13，950，000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 エンプレスペスカ号

2902810月24日 曇 良 （27新潟3）第3日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分（番組第1競走を順序変更） （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

55 ゴールデンヒーロー �5鹿 60 平沢 健治 �シルクレーシング 北出 成人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－123：07．6 4．8�

44 レッドヴィーヴォ �5黒鹿60 上野 翔 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 448＋ 43：08．13 2．4�
22 マイネルマーク 牡7青鹿60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 490＋163：08．95 7．3�
79 テイエムリキオー 牡4黒鹿60 高野 和馬竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 坂本 春雄 482＋ 63：09．75 9．9�
67 シップウハヤト 牡4鹿 60 小坂 忠士平田 道子氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 464＋ 23：10．01� 26．7	
66 テーオーレジェンド 牡6栗 60 西谷 誠小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 512－ 43：10．85 4．6

811 ヤギリヒマワリ 牝4鹿 58 大江原 圭内田ヤエ子氏 高橋 義博 浦河 田中スタッド 474＋123：11．86 182．2�
11 � ステキステキ 牝4栗 58 石神 深一西村新一郎氏 天間 昭一 様似 猿倉牧場 468＋ 23：11．9� 20．2�
33 ケントヒーロー 牡5栗 60 森 一馬田畑 富子氏 西橋 豊治 新冠 ハクツ牧場 488＋ 83：14．2大差 20．9
810 スリープレシャス 牡7青 60 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462－ 23：14．3� 54．3�
78 	� ヴェントアウレオ 牡4栗 60 林 満明藤田 孟司氏 坪 憲章 米 Takeshi

Fujita 476－ 2 （競走中止） 40．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 12，964，300円 複勝： 13，406，900円 枠連： 6，884，000円
馬連： 19，795，700円 馬単： 13，292，600円 ワイド： 11，901，900円
3連複： 31，086，100円 3連単： 44，935，500円 計： 154，267，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 140円 � 120円 � 230円 枠 連（4－5） 640円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，630円

ワ イ ド �� 250円 �� 580円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 9，540円

票 数

単勝票数 計 129643 的中 � 21188（3番人気）
複勝票数 計 134069 的中 � 25883（2番人気）� 37415（1番人気）� 10671（5番人気）
枠連票数 計 68840 的中 （4－5） 8281（2番人気）
馬連票数 計 197957 的中 �� 21751（2番人気）
馬単票数 計 132926 的中 �� 6115（4番人気）
ワイド票数 計 119019 的中 �� 13652（1番人気）�� 4782（7番人気）�� 5818（6番人気）
3連複票数 計 310861 的中 ��� 11939（5番人気）
3連単票数 計 449355 的中 ��� 3412（21番人気）
上り 1マイル 1：47．1 4F 51．0－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンヒーロー �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．9 阪神5着

2010．2．2生 �5鹿 母 プリンセスゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 障害：6戦1勝 賞金 13，700，000円
〔騎手変更〕 マイネルマーク号の騎手五十嵐雄祐は，第1競走での落馬負傷のため山本康志に変更。
〔競走中止〕 ヴェントアウレオ号は，8号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。



2902910月24日 曇 良 （27新潟3）第3日 第5競走 1，800�サラブレッド系2歳
発走12時15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
1：46．6
1：45．9

良
良

79 コスモヴェッキオ 牡2黒鹿55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 小笠 倫弘 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 81：50．0 23．4�
68 ヨ カ グ ラ 牡2栗 55 北村 友一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 476＋ 21：50．21 5．4�
67 ダンツペレット 牡2芦 55

54 ☆松若 風馬山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 478－ 8 〃 アタマ 2．2�
44 トラストルーク 牡2鹿 55

52 ▲�島 克駿菅波 雅巳氏 池江 泰寿 新冠 村上 欽哉 500＋ 2 〃 ハナ 6．0�
33 デ ィ ク タ ム 牡2鹿 55 吉田 隼人吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 464－101：50．3� 5．3�
710 クリンクリン 牡2鹿 55

52 ▲伴 啓太スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 480± 01：50．51� 82．0	

811 シ ガ リ ロ 牝2黒鹿54 藤懸 貴志市川 義美氏 安達 昭夫 日高 白井牧場 460± 01：50．71� 44．1

55 ロ ビ ー ナ 牝2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太加藤 徹氏 荒川 義之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 0 〃 クビ 10．7�

11 アルマカイルア 牡2黒鹿55 丸山 元気コウトミックレーシング 池上 昌和 新冠 小泉牧場 464－ 21：50．91� 13．6�
22 ジョウショー 牡2栗 55

53 △義 英真坂東島繁藤氏 武田 博 新冠 榊原 光子 454± 0 〃 クビ 72．6
812 サンダーソニー 牝2栗 54 津村 明秀 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 荒谷 輝和 454＋ 21：51．43 304．5�
56 ミラフィーリア 牝2栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 コスモヴューファーム 456－ 21：51．71� 205．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，618，500円 複勝： 21，039，800円 枠連： 8，611，400円
馬連： 27，937，500円 馬単： 18，684，200円 ワイド： 17，700，100円
3連複： 39，389，600円 3連単： 60，648，200円 計： 212，629，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 440円 � 170円 � 120円 枠 連（6－7） 1，880円

馬 連 �� 5，500円 馬 単 �� 10，720円

ワ イ ド �� 1，590円 �� 1，190円 �� 310円

3 連 複 ��� 4，270円 3 連 単 ��� 51，300円

票 数

単勝票数 計 186185 的中 � 6359（7番人気）
複勝票数 計 210398 的中 � 7748（7番人気）� 31062（2番人気）� 65508（1番人気）
枠連票数 計 86114 的中 （6－7） 3535（7番人気）
馬連票数 計 279375 的中 �� 3931（20番人気）
馬単票数 計 186842 的中 �� 1306（39番人気）
ワイド票数 計 177001 的中 �� 2622（19番人気）�� 3554（16番人気）�� 16976（1番人気）
3連複票数 計 393896 的中 ��� 6912（17番人気）
3連単票数 計 606482 的中 ��� 857（169番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．8―49．8―1：02．4―1：14．9―1：26．9―1：37．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモヴェッキオ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．6．27 東京4着

2013．2．18生 牡2黒鹿 母 ポンテディリアルト 母母 リアルナンバー 5戦1勝 賞金 6，100，000円
〔騎手変更〕 サンダーソニー号の騎手田中博康は，検査のため津村明秀に変更。

2903010月24日 晴 良 （27新潟3）第3日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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 7，000，000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

77 � フレンドスイート 牝4鹿 55 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 448± 01：54．0 1．9�
66 ノーブルソニック 牝3黒鹿 53

52 ☆松若 風馬 �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472± 01：54．1� 4．2�
55 セレッソレアル 牝4栗 55 小坂 忠士三宅 勝俊氏 松元 茂樹 浦河 昭和牧場 480＋ 41：54．31� 5．8�
44 シュシュブリーズ 牝4黒鹿55 北村 友一 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 41：54．5� 8．9�
22 � ジューンヴィエナ 牝4鹿 55

53 △義 英真吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 西村 和夫 424－ 21：54．6� 39．7�
33 アンジェラスベル 牝5鹿 55 的場 勇人田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B472－ 21：54．7� 26．1	
89 スモーキーナイト 牝3鹿 53 松田 大作市川 義美氏 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 490＋ 81：54．8� 15．1

11 オールオブナイト 牝4黒鹿55 吉田 隼人市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 432－ 21：54．9� 12．2�
88 アイヅラブリー 牝4鹿 55 杉原 誠人真部 晴德氏 佐藤 吉勝 日高 ナカノファーム 470± 01：55．32� 72．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 18，174，700円 複勝： 16，883，300円 枠連： 5，438，900円
馬連： 24，009，000円 馬単： 16，741，100円 ワイド： 15，421，000円
3連複： 33，963，500円 3連単： 58，582，000円 計： 189，213，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 170円 �� 250円 �� 420円

3 連 複 ��� 770円 3 連 単 ��� 3，220円

票 数

単勝票数 計 181747 的中 � 73897（1番人気）
複勝票数 計 168833 的中 � 53353（1番人気）� 31531（2番人気）� 21027（3番人気）
枠連票数 計 54389 的中 （6－7） 9626（1番人気）
馬連票数 計 240090 的中 �� 43487（1番人気）
馬単票数 計 167411 的中 �� 15219（1番人気）
ワイド票数 計 154210 的中 �� 28395（1番人気）�� 15223（2番人気）�� 7555（7番人気）
3連複票数 計 339635 的中 ��� 33024（1番人気）
3連単票数 計 585820 的中 ��� 13153（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―24．9―37．9―51．2―1：03．6―1：15．7―1：28．3―1：40．7

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

�フレンドスイート 
�
父 バ ゴ 

�
母父 サンデーサイレンス

2011．5．1生 牝4鹿 母 フ ェ レ ッ ト 母母 フ ェ ル モ イ 22戦2勝 賞金 34，420，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 アンジェラスベル号の騎手的場勇人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



2903110月24日 晴 良 （27新潟3）第3日 第7競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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 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
1：44．6
1：43．9

良
良

89 ピースオブジャパン 牡3栗 55
52 ▲�島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 B482± 01：48．5 3．4�

22 マンインザムーン �5芦 57 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488－ 2 〃 クビ 11．6�
810 スターリーウインド 牝3黒鹿 53

52 ☆松若 風馬 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 482＋ 2 〃 ハナ 4．1�

11 ハッピーウィルス 牡3鹿 55
52 ▲伴 啓太吉田 和美氏 高橋 康之 日高 天羽牧場 B488－ 4 〃 クビ 4．3�

78 ヴォルスング 牡4鹿 57
54 ▲木幡 初也 �シルクレーシング 牧浦 充徳 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 21：49．13� 19．7	
77 � ダノンサイクロン 牝4青鹿55 藤懸 貴志�ダノックス 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 468＋ 8 〃 ハナ 54．9

33 エ イ ン セ ル 牝5鹿 55

52 ▲加藤 祥太吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 460＋ 21：49．52� 4．6�
55 シンボリシャガール 牡3鹿 55 小野寺祐太シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 450＋ 61：49．71� 89．2�
66 シュヴァリエ 牝4栗 55

53 △義 英真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 448＋ 81：49．8クビ 17．6

44 アサクサリーダー �3黒鹿55 横山 和生田原 慶子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 456－ 61：50．11� 21．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 15，475，500円 複勝： 19，614，700円 枠連： 7，572，900円
馬連： 27，500，200円 馬単： 17，201，300円 ワイド： 14，585，200円
3連複： 37，169，000円 3連単： 61，461，500円 計： 200，580，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 240円 � 160円 枠 連（2－8） 930円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 760円 �� 270円 �� 880円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 16，540円

票 数

単勝票数 計 154755 的中 � 35684（1番人気）
複勝票数 計 196147 的中 � 44511（1番人気）� 16864（5番人気）� 31284（4番人気）
枠連票数 計 75729 的中 （2－8） 6275（4番人気）
馬連票数 計 275002 的中 �� 8282（8番人気）
馬単票数 計 172013 的中 �� 3532（13番人気）
ワイド票数 計 145852 的中 �� 4549（9番人気）�� 16221（1番人気）�� 3896（11番人気）
3連複票数 計 371690 的中 ��� 10580（6番人気）
3連単票数 計 614615 的中 ��� 2694（56番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―11．8―12．5―12．8―12．3―11．4―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―36．8―49．3―1：02．1―1：14．4―1：25．8―1：36．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．1
3 7－2（5，3，6，9）（1，8）－（4，10） 4 7，2（5，3，6，9）（1，8）（4，10）

勝馬の
紹 介

ピースオブジャパン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2014．7．12 中京3着

2012．2．19生 牡3栗 母 マイティーカラー 母母 ジョディーディア 19戦2勝 賞金 30，860，000円

2903210月24日 曇 良 （27新潟3）第3日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13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 タマモマズルカ 牡4黒鹿57 吉田 隼人タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 528＋ 81：55．1 3．7�
66 コ マ ク サ 牡3黒鹿55 丸山 元気江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 464± 01：55．84 5．1�
67 � レオナビゲート 牡4黒鹿57 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか グランド牧場 478－ 81：56．01� 22．6�
22 マルカロゼッタ 牡4栗 57 荻野 琢真日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 504－ 4 〃 ハナ 10．6�
55 レアルイモン 牡3栗 55 二本柳 壮井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 B494± 0 〃 ハナ 5．6�
810 コピーライター �5鹿 57

54 ▲加藤 祥太グリーンスウォード奥村 豊 新ひだか 米田牧場 B508＋ 41：56．21� 14．5	
33 マックスユーキャン 牝4栗 55 津村 明秀 
キャロットファーム 鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－201：56．3� 5．8�
44 � エアカーディナル 牡4鹿 57 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 480± 0 〃 クビ 7．4�
78 コンクエストシチー 牡3栗 55 小坂 忠士 �友駿ホースクラブ 村山 明 新ひだか 幌村牧場 464＋ 61：56．51� 17．7
79 カシノカーム 牡4芦 57 伊藤 工真柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B470－ 61：56．6� 44．3�
811 ヒカリセット 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 初也�ヒカリクラブ 南田美知雄 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 21：56．91� 59．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 15，374，400円 複勝： 23，180，200円 枠連： 7，459，000円
馬連： 28，337，200円 馬単： 15，468，600円 ワイド： 17，258，300円
3連複： 37，594，600円 3連単： 59，094，600円 計： 203，766，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 150円 � 680円 枠 連（1－6） 930円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，800円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 8，850円 3 連 単 ��� 38，390円

票 数

単勝票数 計 153744 的中 � 33123（1番人気）
複勝票数 計 231802 的中 � 34801（2番人気）� 48727（1番人気）� 6275（9番人気）
枠連票数 計 74590 的中 （1－6） 6169（1番人気）
馬連票数 計 283372 的中 �� 18744（1番人気）
馬単票数 計 154686 的中 �� 4854（2番人気）
ワイド票数 計 172583 的中 �� 9810（2番人気）�� 2371（26番人気）�� 2219（28番人気）
3連複票数 計 375946 的中 ��� 3184（30番人気）
3連単票数 計 590946 的中 ��� 1116（148番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―13．7―13．4―13．2―12．6―12．7―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―38．8―52．2―1：05．4―1：18．0―1：30．7―1：42．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモマズルカ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．10．12 東京2着

2011．2．12生 牡4黒鹿 母 チャームダンス 母母 ダンシングゴッデス 21戦3勝 賞金 34，520，000円
※コピーライター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2903310月24日 曇 良 （27新潟3）第3日 第9競走 1，600�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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� コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

818 ブラックムーン 牡3鹿 55
54 ☆松若 風馬 Him Rock Racing 西浦 勝一 日高 タバタファーム 490± 01：34．5 2．6�

612 ワラッチャオ 牝3青鹿 53
50 ▲加藤 祥太小田切有一氏 高橋 祥泰 新ひだか 田中 裕之 474± 0 〃 クビ 9．5�

12 インストアイベント 牡5栗 57 横山 和生 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 490＋ 21：34．6クビ 44．5�
611 クリーブラット 牡4芦 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：34．7� 87．1�
47 ジョーウォルター 牡4鹿 57 丸山 元気上田けい子氏 清水 久詞 浦河 斉藤 政志 462－ 8 〃 ハナ 5．1�
36 ブラックバード 牡3鹿 55

52 ▲�島 克駿 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 468－ 8 〃 ハナ 8．4	
713 ステラレガーロ 牝3黒鹿53 吉田 隼人村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 436± 01：34．91 19．3

24 ウインベントゥーラ 牡3鹿 55 津村 明秀�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 21：35．0� 10．5�
715� シークレットベース 牝7鹿 55 長岡 禎仁山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 454＋ 8 〃 クビ 47．6
510 テセラレフィナード 牝3鹿 53 村田 一誠木村 直樹氏 天間 昭一 新冠 大狩部牧場 466＋ 21：35．1� 10．8�
23 ミラクルアスク 牝5鹿 55

52 ▲伴 啓太廣崎利洋HD� 高柳 瑞樹 新冠 川上牧場 444－ 21：35．2� 70．6�
714 レッドムーヴ 牝5鹿 55 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 448－101：35．3� 160．5�
817 ステイバーニング 牡3黒鹿 55

53 △義 英真岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 B466＋ 9 〃 クビ 240．3�
59 スズカマドンナ 牝3鹿 53 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 444＋ 21：35．51� 18．4�
11 アフェクシオン 牝3鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 436＋161：35．6� 108．2�
48 ガンマーフォンテン 牡3栗 55

52 ▲木幡 初也吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 498＋ 2 〃 ハナ 202．7�
816 ガートルード 牝4黒鹿55 北村 友一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 クビ 54．9�
35 ドリームチェイサー 牡3栗 55 高倉 稜三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 ハナ 20．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，908，500円 複勝： 30，546，000円 枠連： 11，931，100円
馬連： 44，364，800円 馬単： 22，187，700円 ワイド： 25，435，000円
3連複： 62，975，700円 3連単： 84，715，900円 計： 303，064，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 220円 � 780円 枠 連（6－8） 1，210円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 520円 �� 2，130円 �� 3，480円

3 連 複 ��� 14，160円 3 連 単 ��� 46，210円

票 数

単勝票数 計 209085 的中 � 63774（1番人気）
複勝票数 計 305460 的中 � 72559（1番人気）� 34283（3番人気）� 7262（11番人気）
枠連票数 計 119311 的中 （6－8） 7633（4番人気）
馬連票数 計 443648 的中 �� 26411（3番人気）
馬単票数 計 221877 的中 �� 8186（3番人気）
ワイド票数 計 254350 的中 �� 13546（3番人気）�� 2962（22番人気）�� 1792（38番人気）
3連複票数 計 629757 的中 ��� 3335（48番人気）
3連単票数 計 847159 的中 ��� 1329（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．0―35．3―47．4―59．8―1：11．5―1：22．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブラックムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー 2015．2．8 京都2着

2012．5．2生 牡3鹿 母 ロイヤルアタック 母母 ヌーベルマリエ 5戦2勝 賞金 16，628，000円

2903410月24日 曇 良 （27新潟3）第3日 第10競走 2，400�
ば ん だ い ば し

萬 代 橋 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 9，100，000円 3，600，000円 2，300，000円 1，400，000円 910，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

69 ウインスペクトル 牡3鹿 54 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 日高 賀張中川牧場 468＋122：30．2 12．9�
812 チ ャ パ ラ 牡3黒鹿54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 22：30．83� 2．8�
45 プレストウィック 牡4芦 57 津村 明秀 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 514－202：31．01� 3．4�
68 ストーリーセラー 牡4鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 516－162：31．1� 9．3�
44 � トウケイアロー 牡4鹿 57 松若 風馬木村 信彦氏 松下 武士 新ひだか 増本牧場 478＋ 62：31．31� 7．3	
33 アドマイヤウイング 牝4鹿 55 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 454－ 22：31．4� 14．3

56 キタサンキンボシ 牡4栗 57 荻野 琢真�大野商事 梅田 智之 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 494± 0 〃 クビ 12．4�
22 サトノダイレンサ 牡3青鹿54 �島 克駿里見 治氏 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 442± 02：31．61 10．8�
813 テ ン カ イ チ 牡5鹿 57 原田 和真大原 詔宏氏 高橋 文雅 浦河 有限会社

大原ファーム 452＋ 22：31．7� 238．1
710 ゼロレボルシオン 牡3鹿 54 黛 弘人広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 B476－ 7 〃 ハナ 114．1�
11 ステラストリーム 牡4黒鹿57 長岡 禎仁 �キャロットファーム 竹内 正洋 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 22：31．8� 92．1�
711 トウカイエンプレス 牝3黒鹿52 伴 啓太内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 428－ 42：31．9クビ 82．4�
57 ツクバインドラ 牡5鹿 57 丸田 恭介吉橋 計氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B466－ 42：32．11� 81．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，025，500円 複勝： 30，825，000円 枠連： 13，871，600円
馬連： 50，036，500円 馬単： 25，661，300円 ワイド： 27，239，200円
3連複： 71，356，300円 3連単： 102，433，600円 計： 343，449，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 250円 � 130円 � 130円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 2，030円 馬 単 �� 5，030円

ワ イ ド �� 540円 �� 780円 �� 250円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 18，080円

票 数

単勝票数 計 220255 的中 � 13633（7番人気）
複勝票数 計 308250 的中 � 21572（6番人気）� 69271（2番人気）� 72713（1番人気）
枠連票数 計 138716 的中 （6－8） 13651（3番人気）
馬連票数 計 500365 的中 �� 19082（10番人気）
馬単票数 計 256613 的中 �� 3826（22番人気）
ワイド票数 計 272392 的中 �� 12161（6番人気）�� 8051（12番人気）�� 32785（1番人気）
3連複票数 計 713563 的中 ��� 25422（6番人気）
3連単票数 計1024336 的中 ��� 4106（46番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―12．6―13．0―13．3―13．3―12．1―12．5―12．4―12．0―11．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．6―38．2―51．2―1：04．5―1：17．8―1：29．9―1：42．4―1：54．8―2：06．8―2：18．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインスペクトル �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 エアジハード デビュー 2014．7．13 福島15着

2012．4．29生 牡3鹿 母 レインボーロマンス 母母 クローズイン 15戦2勝 賞金 24，089，000円



2903510月24日 曇 良 （27新潟3）第3日 第11競走 ��1，200�
みょうこう

妙 高 特 別
発走15時25分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，26．10．25以降27．10．18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 13，200，000円 5，300，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，320，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

59 � アスターストーム 牡5鹿 55 �島 克駿加藤 久枝氏 武田 博 米
Mineola Farm II, LLC,
James W. Hirschmann &
David R. Houchin

496－ 21：11．0 48．6�
23 � シ ャ ラ ク 牡4鹿 53 丸田 恭介林 正道氏 二ノ宮敬宇 米 Mike

Abraham 512＋121：11．32 60．9�
11 キタサンサジン 牡3栗 55 松田 大作�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 516－ 81：11．4� 1．8�
814 カフジテイク 牡3青鹿55 高倉 稜加藤 守氏 湯窪 幸雄 浦河 ヒダカフアーム 482＋ 21：11．61� 6．4�
610 キープレイヤー 牝4青鹿53 嶋田 純次下河邉 博氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 508－ 81：11．81 17．4�
815	 アドマイヤシャドウ 牡6鹿 54 北村 友一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 490＋ 41：11．9� 18．2	
47 ロトラトゥール 牝4鹿 52 横山 和生國武 佳博氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 B492± 01：12．0
 9．2

35 チュウワベイビー 牝4芦 54 吉田 隼人中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 武雄 468＋141：12．1クビ 27．6�
713 タガノヴェルリー 牝3鹿 51 松若 風馬八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 436＋ 61：12．2
 14．7�
58 カゼノサファイア 牝5青 50 加藤 祥太深井 孟氏 中野 栄治 新冠 八木 常郎 478－ 41：12．3� 79．0
34 ナリタモード 牝4栗 54 藤懸 貴志�オースミ 藤沢 則雄 浦河 江渡 繁治 440＋ 4 〃 アタマ 25．3�
22 クリノリーソクツモ 牝3鹿 51 木幡 初也栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 440－ 6 〃 ハナ 15．5�
712 サンレイクウッド 牡4鹿 54 丹内 祐次加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 512－ 21：12．4クビ 29．8�
611 カリスマサンスカイ 牡7鹿 54 義 英真畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 B532± 01：12．5
 38．5�
46 スクワドロン 牡5芦 54 中谷 雄太 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 522－ 21：12．6クビ 95．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，360，000円 複勝： 57，781，400円 枠連： 31，079，200円
馬連： 119，547，800円 馬単： 59，926，000円 ワイド： 53，743，800円
3連複： 164，416，100円 3連単： 251，792，600円 計： 775，646，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，860円 複 勝 � 790円 � 1，080円 � 110円 枠 連（2－5） 12，780円

馬 連 �� 55，910円 馬 単 �� 110，420円

ワ イ ド �� 9，890円 �� 1，770円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 43，540円 3 連 単 ��� 514，220円

票 数

単勝票数 計 373600 的中 � 6146（12番人気）
複勝票数 計 577814 的中 � 10626（12番人気）� 7579（13番人気）� 273570（1番人気）
枠連票数 計 310792 的中 （2－5） 1884（29番人気）
馬連票数 計1195478 的中 �� 1657（86番人気）
馬単票数 計 599260 的中 �� 407（164番人気）
ワイド票数 計 537438 的中 �� 1373（77番人気）�� 7956（16番人気）�� 6325（22番人気）
3連複票数 計1644161 的中 ��� 2832（122番人気）
3連単票数 計2517926 的中 ��� 355（1060番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．4―12．3―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．8―46．1―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アスターストーム �
�
父 Tale of the Cat �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2013．2．10 小倉9着

2010．3．19生 牡5鹿 母 Spread 母母 Broadcast 17戦4勝 賞金 44，632，000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。
（非抽選馬） 6頭 ヴィクタシア号・サンマディソン号・サンライズネオ号・ディープミタカ号・ドリームドルチェ号・

ヒカリブランデー号

2903610月24日 曇 良 （27新潟3）第3日 第12競走 ��1，000�
いなびかり

稲 光 特 別
発走16時00分 （芝・直線）

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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816 ダンシングワンダー 牝3栗 53 松田 大作窪田 康志氏 中内田充正 千歳 社台ファーム 468－10 56．6 4．5�
817 デイドリーム 牝3栗 53 �島 克駿三田 昌宏氏 高橋 義忠 新冠 森 牧場 482＋14 57．02� 7．9�
713 ハギノソフィア 牝5栗 55 田中 博康安岡美津子氏 �島 一歩 日高 天羽 禮治 474＋ 6 57．1� 49．7�
818 ミラクルアイドル 牝4黒鹿55 丸山 元気玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 470＋ 2 57．2� 6．2�
12 メランコリア 牝3栗 53 西村 太一�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 472－ 4 57．3� 32．7�
611 ブリッツカイザー 	4栗 57 丸田 恭介岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 4 〃 ハナ 53．5	
59 ノーブルサイレンス 牝4青鹿55 杉原 誠人吉木 伸彦氏 松永 康利 新ひだか 城地 清満 436± 0 57．4� 125．1

714 スミレタンポポ 牝3鹿 53 横山 和生海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 404－ 4 57．61
 41．0�
612 サカダッシュ 牡3鹿 55 中谷 雄太一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 498＋20 57．7� 30．6�
715 リターンストローク 牡3鹿 55 吉田 隼人 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 506＋ 6 〃 ハナ 5．9
35 ルネッタアスール 牝6鹿 55 津村 明秀青木 照吉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 472＋ 4 57．8クビ 24．0�
11 リュウツバメ 牝5鹿 55 北村 友一田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 538± 0 〃 ハナ 14．0�
510� ハワイアンローズ 牝4鹿 55 黛 弘人吉村 敏治氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 416＋ 8 57．9� 125．2�
36 � ウールーシュヴァル 牡4鹿 57 村田 一誠井上 修一氏 浅野洋一郎 浦河 谷川牧場 458＋ 4 〃 クビ 6．3�
47 ヨッテウタッテ 牝4鹿 55 伴 啓太小田切有一氏 石毛 善彦 新冠 中地 康弘 470± 0 58．0クビ 16．3�
23 インヴォーク 牝4栗 55 松若 風馬�アカデミー 村山 明 新ひだか フジワラフアーム 416－ 6 58．21� 14．4�
48 リバークルーズ 牝3栗 53 丹内 祐次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 468＋16 〃 アタマ 62．3�
24 フラワーハート 牝4鹿 55 高倉 稜花垣 テル氏 本間 忍 新冠 松浦牧場 444＋ 4 58．3� 64．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，733，500円 複勝： 38，733，400円 枠連： 29，921，700円
馬連： 87，149，800円 馬単： 39，813，600円 ワイド： 44，455，500円
3連複： 131，821，900円 3連単： 168，616，200円 計： 570，245，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 230円 � 370円 � 1，170円 枠 連（8－8） 740円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 730円 �� 3，150円 �� 4，530円

3 連 複 ��� 20，270円 3 連 単 ��� 92，680円

票 数

単勝票数 計 297335 的中 � 52828（1番人気）
複勝票数 計 387334 的中 � 51830（4番人気）� 26973（5番人気）� 7306（14番人気）
枠連票数 計 299217 的中 （8－8） 31052（3番人気）
馬連票数 計 871498 的中 �� 36525（3番人気）
馬単票数 計 398136 的中 �� 8676（5番人気）
ワイド票数 計 444555 的中 �� 16627（3番人気）�� 3537（39番人気）�� 2444（57番人気）
3連複票数 計1318219 的中 ��� 4876（67番人気）
3連単票数 計1686162 的中 ��� 1319（301番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―10．9―10．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―33．8―44．4

上り4F44．4－3F33．7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダンシングワンダー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 Smarty Jones デビュー 2014．8．3 新潟11着

2012．4．8生 牝3栗 母 スマーティーダンス 母母 Dance Partner 7戦2勝 賞金 14，562，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ダンシングワンダー号の騎手松田大作は，負担重量について注意義務を怠り過怠金30，000円。



（27新潟3）第3日 10月24日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154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

182，040，000円
1，060，000円
4，500，000円
1，690，000円
16，680，000円
56，172，500円
5，400，800円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
236，902，500円
328，993，500円
148，677，800円
503，767，800円
278，703，500円
274，775，800円
714，742，300円
1，055，005，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 3，541，569，000円

総入場人員 9，761名 （有料入場人員 8，312名）
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