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2900110月15日 晴 良 （28新潟3）第1日 第1競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走9時50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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：01．4良

45 ルートヴィヒコード 牡4鹿 60 小坂 忠士�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468± 03：09．1 1．4�

34 ピースメーカー 牡5鹿 60 平沢 健治小川 勲氏 宮 徹 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486＋ 43：09．31� 26．6�

712 サウンドギャツビー 牡4黒鹿60 植野 貴也増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 508＋143：09．72� 35．7�
58 サンディアタッチ 牝4黒鹿58 五十嵐雄祐飯田 良枝氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 466＋ 2 〃 ハナ 7．9�
57 スズカプリティー 牝5鹿 58 大庭 和弥永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 478－143：10．01� 55．2�
711 ウインスプラッシュ 牡5鹿 60 北沢 伸也�ウイン 加用 正 日高 白瀬 盛雄 516＋123：10．1� 32．3	
22 テイエムオドロキ 牝5栗 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 日吉 正和 日高 テイエム牧場日高支場 464－ 23：10．52� 16．3

46 プ レ ス リ ー 牡5黒鹿60 蓑島 靖典田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 山口 義彦 498－ 2 〃 クビ 8．9�
33 	 ソウダイショウ 牡3鹿 58 山本 康志廣松 金次氏 星野 忍 新ひだか 鹿嶋牧場 456－ 23：10．71� 122．8�
610 カゼノドリーム 牡4鹿 60 上野 翔深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 462＋ 63：12．29 95．3
813 ヴ イ カ ン プ 牡3鹿 58 草野 太郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 2 〃 ハナ 162．1�
11 	 サウスポールツアー 牝4栗 58 大江原 圭海谷 幸司氏 高橋 義博 千歳 社台ファーム 430＋ 23：12．94 132．4�
814 トーセンモバイル 
4鹿 60 小野寺祐太島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 470－ 4 〃 アタマ 70．6�
69 ニホンピロサンダー 牡4黒鹿60 高田 潤小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 486－103：16．7大差 10．6�
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売 得 金
単勝： 10，379，200円 複勝： 36，100，400円 枠連： 6，726，400円
馬連： 17，076，400円 馬単： 13，281，300円 ワイド： 12，893，700円
3連複： 30，233，500円 3連単： 48，356，600円 計： 175，047，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 460円 � 380円 枠 連（3－4） 1，520円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 750円 �� 880円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 13，970円 3 連 単 ��� 51，780円

票 数

単勝票数 計 103792 的中 � 57744（1番人気）
複勝票数 計 361004 的中 � 280128（1番人気）� 4839（7番人気）� 6121（6番人気）
枠連票数 計 67264 的中 （3－4） 3410（6番人気）
馬連票数 計 170764 的中 �� 7088（6番人気）
馬単票数 計 132813 的中 �� 3905（9番人気）
ワイド票数 計 128937 的中 �� 4581（7番人気）�� 3817（10番人気）�� 726（34番人気）
3連複票数 計 302335 的中 ��� 1622（37番人気）
3連単票数 計 483566 的中 ��� 677（131番人気）
上り 1マイル 1：45．3 4F 49．6－3F 37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルートヴィヒコード �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．11．15 京都9着

2012．2．17生 牡4鹿 母 リトルハーモニー 母母 ルイジアナピット 障害：10戦1勝 賞金 21，000，000円
※サウスポールツアー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2900210月15日 晴 稍重 （28新潟3）第1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

55 リトルプリンス 牡2黒鹿55 菱田 裕二本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 506－ 61：56．6 3．7�
710 シンボリスーマラン 牡2鹿 55

53 △木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 476－ 21：57．13 6．2�
44 タガノビッググッド 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452－ 2 〃 ハナ 34．3�

79 ポッドティノ 牡2栗 55
54 ☆長岡 禎仁小川眞査雄氏 大竹 正博 日高 沖田牧場 406－ 21：57．52� 8．9�

33 シュティーア 牝2青鹿54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 様似 富田 恭司 440＋ 41：57．6� 7．7�

22 サ ン ナ イ ト 牡2黒鹿 55
53 △井上 敏樹新井 康司氏 森 秀行 新冠 松浦牧場 514＋ 21：58．34 11．5	

811 エーブインブレム 牡2鹿 55
52 ▲藤田菜七子阿部 紀子氏 根本 康広 新ひだか 松本牧場 430－121：58．61� 34．1


11 コ ロ リ ズ ム 牝2鹿 54 岩部 純二田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新冠 シンユウフアーム 444± 0 〃 クビ 19．5�
812 ク リ シ ュ ナ 牡2栗 55 西村 太一清水 敏氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 470＋ 41：58．8� 14．2�
56 ダンスウィズユー 牝2黒鹿54 柴山 雄一 シルクレーシング 木村 哲也 洞�湖 レイクヴィラファーム 552＋102：00．7大差 3．4�
68 キクノビエント 牡2栗 55 藤懸 貴志菊池 五郎氏 森田 直行 新冠 株式会社

RUMIファーム 478＋102：01．12 107．8�
67 クリノイサベル 牝2栗 54 北村 友一栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 444－ 22：06．5大差 74．8�
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売 得 金
単勝： 11，642，800円 複勝： 16，120，300円 枠連： 8，293，100円
馬連： 20，956，700円 馬単： 13，536，400円 ワイド： 14，585，400円
3連複： 30，958，500円 3連単： 43，141，400円 計： 159，234，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 180円 � 730円 枠 連（5－7） 330円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，760円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，810円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 23，440円

票 数

単勝票数 計 116428 的中 � 24782（2番人気）
複勝票数 計 161203 的中 � 26065（3番人気）� 26587（2番人気）� 4226（10番人気）
枠連票数 計 82931 的中 （5－7） 19308（1番人気）
馬連票数 計 209567 的中 �� 14923（2番人気）
馬単票数 計 135364 的中 �� 5750（3番人気）
ワイド票数 計 145854 的中 �� 8546（2番人気）�� 1996（24番人気）�� 1218（34番人気）
3連複票数 計 309585 的中 ��� 2992（27番人気）
3連単票数 計 431414 的中 ��� 1334（77番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．6―38．1―51．7―1：04．5―1：17．0―1：30．5―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リトルプリンス �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Bernardini デビュー 2016．9．10 阪神4着

2014．3．21生 牡2黒鹿 母 アートスタジオ 母母 Atelier 3戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 シュティーア号の騎手津村明秀は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・12番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノイサベル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月15日まで平地競

走に出走できない。
※クリノイサベル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

第３回 新潟競馬 第１日



2900310月15日 晴 稍重 （28新潟3）第1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）

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
1：09．2
1：08．7

重
重

47 アデレードヒル 牝3鹿 53 柴山 雄一吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 474＋ 61：11．5 3．2�
11 サ ノ コ コ 牝3鹿 53 津村 明秀佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 490＋ 61：11．81� 5．6�
712 ヒカリトップメモリ 牝3鹿 53

51 △原田 和真�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 474± 01：12．12 7．0�
46 テンプルツリー 牝3鹿 53

51 △木幡 初也山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 446＋ 41：12．2クビ 25．2�
59 リチュアルローズ 牝3鹿 53 丸田 恭介 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 468＋ 81：12．41� 22．4	
22 シゲルミマサカ 牝5青鹿55 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 村上牧場 436－141：12．5� 34．9

713 コートシャルマン 牝4鹿 55 中谷 雄太 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456± 0 〃 ハナ 6．1�
611 レモンイエロー 牝4鹿 55

54 ☆長岡 禎仁青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 438± 01：12．6� 40．0�
58 スズカプリズム 牝3栗 53

52 ☆	島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 新冠 岩見牧場 B474＋161：12．7� 27．2
34 
 グレースシャンティ 牝3芦 53

51 △井上 敏樹佐藤 良二氏 本間 忍 新冠 中地 義次 454－12 〃 アタマ 72．1�
815 レアファインド 牝3鹿 53

51 △木幡 巧也�G1レーシング 田村 康仁 千歳 社台ファーム 454＋ 2 〃 クビ 5．5�
814
 メイショウルナ 牝5鹿 55

53 △伴 啓太松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 502－ 41：13．23 17．1�
35 ポ リ ア フ 牝4鹿 55 北村 友一 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：13．3� 51．0�
610 センコウノマイヒメ 牝4黒鹿55 横山 和生ホースアディクト杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 502－ 81：14．57 291．0�
23 ディアヒラリー 牝3栗 53 藤懸 貴志永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 452＋181：14．6� 121．5�
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売 得 金
単勝： 18，263，800円 複勝： 25，135，700円 枠連： 10，394，900円
馬連： 31，371，800円 馬単： 18，554，100円 ワイド： 21，390，300円
3連複： 45，442，500円 3連単： 55，215，800円 計： 225，768，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 180円 � 230円 枠 連（1－4） 930円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 420円 �� 420円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 10，380円

票 数

単勝票数 計 182638 的中 � 45125（1番人気）
複勝票数 計 251357 的中 � 57604（1番人気）� 33655（3番人気）� 23909（5番人気）
枠連票数 計 103949 的中 （1－4） 8661（4番人気）
馬連票数 計 313718 的中 �� 21652（3番人気）
馬単票数 計 185541 的中 �� 6588（4番人気）
ワイド票数 計 213903 的中 �� 13260（4番人気）�� 13425（2番人気）�� 6998（7番人気）
3連複票数 計 454425 的中 ��� 12594（5番人気）
3連単票数 計 552158 的中 ��� 3853（10番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．2―12．4―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．9―46．3―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アデレードヒル �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．10．25 新潟2着

2013．3．17生 牝3鹿 母 レディビーナス 母母 User Friendly 6戦2勝 賞金 15，550，000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 サンダーバトル号

2900410月15日 晴 良 （28新潟3）第1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 （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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：01．4良

813 スマートギア 牡11栗 60 五十嵐雄祐岡田 壮史氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 468－ 63：06．2 3．0�
69 ツジスーパーサクラ 牝4芦 58 平沢 健治辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 474＋ 23：07．47 4．7�
610 シゲルロウニンアジ 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 484＋ 23：07．61� 9．4�
46 スリージェット 牡3栗 58 草野 太郎永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478＋ 43：08．23� 65．7�
34 � トーセンスラッガー 牡4黒鹿60 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 新ひだか 乾 皆雄 456＋ 63：08．51	 65．5	
58 � ブリリアントミノル 牡5鹿 60 石神 深一吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 23：08．6� 6．1

814 サトノバセロン 
5青鹿60 蓑島 靖典里見 治氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 512± 0 〃 アタマ 20．3�
712 メイショウカイモン 
5鹿 60 大庭 和弥松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 480± 03：09．87 7．9�
45 エンカウンター 牡4鹿 60 浜野谷憲尚�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 538－103：09．9クビ 20．8
57 � ウインエアフォース 牡4黒鹿60 山本 康志�ウイン 鈴木 伸尋 米 Brereton

C. Jones 542± 03：10．43 35．9�
33 オビーディエント 牡7黒鹿60 林 満明�ノースヒルズ 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント 462± 03：10．72 15．4�
22 アレルキナーダ 牝3鹿 56 白浜 雄造服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 496－ 23：11．12� 33．6�
711 ステイバーニング 牡4黒鹿60 熊沢 重文岩﨑 僖澄氏 宮 徹 新冠 松木 加代 B470＋ 63：11．2クビ 34．2�
11 マイネルヴァッサー 牡3鹿 58 江田 勇亮 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 43：11．83� 28．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 9，927，000円 複勝： 12，727，800円 枠連： 8，967，400円
馬連： 19，884，600円 馬単： 11，877，900円 ワイド： 13，184，200円
3連複： 31，582，300円 3連単： 41，165，800円 計： 149，317，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 130円 � 250円 枠 連（6－8） 470円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 320円 �� 740円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 6，920円

票 数

単勝票数 計 99270 的中 � 26336（1番人気）
複勝票数 計 127278 的中 � 20605（2番人気）� 32033（1番人気）� 10015（5番人気）
枠連票数 計 89674 的中 （6－8） 14766（1番人気）
馬連票数 計 198846 的中 �� 21914（1番人気）
馬単票数 計 118779 的中 �� 7669（1番人気）
ワイド票数 計 131842 的中 �� 11873（1番人気）�� 4289（6番人気）�� 4165（8番人気）
3連複票数 計 315823 的中 ��� 11174（3番人気）
3連単票数 計 411658 的中 ��� 4311（5番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 50．8－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートギア �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 パ ド ス ー ル デビュー 2008．1．6 京都3着

2005．2．12生 牡11栗 母 スケアヘッドライン 母母 シヤダイチヤツター 障害：6戦1勝 賞金 14，500，000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。
（非抽選馬） 1頭 サウスポールツアー号



2900510月15日 晴 良 （28新潟3）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

711 デ ィ ア ド ラ 牝2鹿 54
53 ☆加藤 祥太森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 472＋101：22．1 2．3�

46 ア プ ト 牝2黒鹿54 津村 明秀 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 440－ 61：22．41� 6．6�

45 ダンツアムール 牝2青鹿54 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 日高 スマイルファーム 420± 0 〃 クビ 7．6�
58 ミスレジェンド 牝2黒鹿54 北村 友一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 456－ 81：22．82� 9．0�
69 エクスヘイロー 牝2黒鹿 54

52 △木幡 巧也金山 敏也氏 土田 稔 新冠 辻 和明 424± 01：23．12 110．6�
22 クレアチェイス 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿 �フジワラ・ファーム 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 424＋ 21：23．31� 7．1	
813 パルクリール 牝2黒鹿54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 408－ 2 〃 ハナ 7．8�
712 ブブールチャチャ 牝2黒鹿54 中谷 雄太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 454± 01：23．4� 45．5�
610 デッラサルーテ 牝2黒鹿54 川須 栄彦杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 442＋ 41：23．5� 16．9
57 タ カ ラ ユ メ 牝2栃栗 54

52 △伴 啓太村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 392＋ 21：23．6� 143．4�
11 キープスマイル 牝2鹿 54

52 △木幡 初也 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 豊洋牧場 426－101：23．81� 53．7�

814 ピ カ ロ 牝2鹿 54
51 ▲森 裕太朗山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 大狩部牧場 442－ 21：24．12 30．5�

33 プ ラ ネ テ ス 牝2栗 54
52 △井上 敏樹小田 吉男氏 森 秀行 日高 天羽 禮治 432－101：24．41� 146．2�

34 フライングデビル 牝2鹿 54
52 △原田 和真小田切 光氏 粕谷 昌央 新ひだか 田中 裕之 488＋ 61：24．61� 112．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，851，300円 複勝： 25，444，800円 枠連： 9，386，600円
馬連： 26，959，300円 馬単： 16，692，200円 ワイド： 20，412，300円
3連複： 42，424，400円 3連単： 55，376，200円 計： 212，547，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 180円 � 190円 枠 連（4－7） 540円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 430円 �� 430円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 8，860円

票 数

単勝票数 計 158513 的中 � 53806（1番人気）
複勝票数 計 254448 的中 � 69133（1番人気）� 30652（3番人気）� 29139（4番人気）
枠連票数 計 93866 的中 （4－7） 13306（1番人気）
馬連票数 計 269593 的中 �� 20081（4番人気）
馬単票数 計 166922 的中 �� 7724（5番人気）
ワイド票数 計 204123 的中 �� 12417（3番人気）�� 12406（4番人気）�� 6096（12番人気）
3連複票数 計 424244 的中 ��� 13258（7番人気）
3連単票数 計 553762 的中 ��� 4527（13番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．4―11．8―11．8―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．2―34．6―46．4―58．2―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デ ィ ア ド ラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．2 中京2着

2014．4．4生 牝2鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 3戦1勝 賞金 8，550，000円

2900610月15日 晴 稍重 （28新潟3）第1日 第6競走 ��2，500�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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 7，000，000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
2：39．4
2：38．6

不良
不良

66 ケイブルグラム 牡3鹿 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B510± 02：42．2 1．8�
55 ガ ン コ 牡3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 486± 02：42．52 6．4�
33 � サトノギャラクシー 牡4青鹿 57

55 △木幡 巧也里見 治氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 536－ 22：43．24 33．1�
44 ウインウェルス 牡3栗 54 丹内 祐次�ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 B498± 02：43．41� 9．0�
89 � ハヤブサライデン 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 482－ 22：44．57 4．7	
77 エ イ ム 牡3青鹿 54

53 ☆�島 克駿ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム 448＋ 22：44．6	 23．6

11 クリノクレオパトラ 牝5黒鹿 55

53 △井上 敏樹栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 坂元 芳春 452－ 42：45．23	 56．6�
810� ララクードゥリオン 牡4青鹿57 西田雄一郎フジイ興産� 粕谷 昌央 新ひだか 千代田牧場 500－ 62：45．62	 24．2�
22 カ ブ キ モ ノ 牡3黒鹿54 津村 明秀國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 500＋162：46．13 12．7
78 フォーラウェイ 牡3鹿 54 中谷 雄太 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 442± 02：47．27 43．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，832，000円 複勝： 28，312，800円 枠連： 6，582，300円
馬連： 23，117，500円 馬単： 16，804，000円 ワイド： 16，147，600円
3連複： 34，753，700円 3連単： 59，556，600円 計： 200，106，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 300円 枠 連（5－6） 420円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 240円 �� 540円 �� 1，720円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 9，100円

票 数

単勝票数 計 148320 的中 � 64479（1番人気）
複勝票数 計 283128 的中 � 170673（1番人気）� 23156（3番人気）� 9452（6番人気）
枠連票数 計 65823 的中 （5－6） 11968（2番人気）
馬連票数 計 231175 的中 �� 33278（2番人気）
馬単票数 計 168040 的中 �� 18234（2番人気）
ワイド票数 計 161476 的中 �� 20516（2番人気）�� 7293（6番人気）�� 2067（21番人気）
3連複票数 計 347537 的中 ��� 8113（12番人気）
3連単票数 計 595566 的中 ��� 4743（26番人気）

ハロンタイム 7．2―11．4―11．9―13．3―13．7―12．3―13．1―13．3―12．5―13．0―13．9―13．2―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．2―18．6―30．5―43．8―57．5―1：09．8―1：22．9―1：36．2―1：48．7―2：01．7―2：15．6―2：28．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F53．5―3F40．5
1
�
4，2（9，6）－（3，8，10）－7（1，5）
4（2，6）（9，3）5，10－7，8，1

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

勝馬の
紹 介

ケイブルグラム �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome Again デビュー 2015．11．21 東京5着

2013．5．14生 牡3鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 7戦2勝 賞金 15，100，000円



2900710月15日 晴 稍重 （28新潟3）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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

33 ディグニファイド 牡4栗 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B522＋ 21：52．6 1．8�
11 � パラティーノ 牡7黒鹿57 津村 明秀村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 526－ 41：53．34 30．1�
44 ワイルドゲーム 牡3鹿 55 丸田 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 480± 01：53．83 13．6�
77 ピスコサワー 牡3黒鹿55 菱田 裕二金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 日高 日高大洋牧場 516＋ 21：53．9� 7．8�
55 エンクエントロス 牡4鹿 57

55 △木幡 巧也スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 492－ 4 〃 クビ 4．5	
89 マイネルインディゴ 牡3栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ムラカミファーム 480＋121：54．0クビ 6．5

22 オカホンコー 牡5鹿 57 北村 友一小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 486± 0 〃 アタマ 21．6�
66 アスタリスク 牡3鹿 55 柴山 雄一石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 468± 01：55．17 20．1�
88 ゴーントレット 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二寺田 寿男氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 500± 01：55．31� 61．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 17，898，300円 複勝： 29，262，700円 枠連： 6，622，800円
馬連： 23，822，500円 馬単： 16，881，100円 ワイド： 14，934，500円
3連複： 29，877，800円 3連単： 58，398，000円 計： 197，697，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 350円 � 240円 枠 連（1－3） 1，520円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 600円 �� 570円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 4，570円 3 連 単 ��� 16，250円

票 数

単勝票数 計 178983 的中 � 76385（1番人気）
複勝票数 計 292627 的中 � 162655（1番人気）� 10155（7番人気）� 16624（5番人気）
枠連票数 計 66228 的中 （1－3） 3364（5番人気）
馬連票数 計 238225 的中 �� 11660（4番人気）
馬単票数 計 168811 的中 �� 6507（6番人気）
ワイド票数 計 149345 的中 �� 6509（8番人気）�� 6939（6番人気）�� 2297（17番人気）
3連複票数 計 298778 的中 ��� 4898（18番人気）
3連単票数 計 583980 的中 ��� 2605（54番人気）

ハロンタイム 12．5―11．6―12．4―12．6―12．6―12．7―13．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．1―36．5―49．1―1：01．7―1：14．4―1：27．5―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディグニファイド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 アイネスフウジン デビュー 2014．8．10 新潟7着

2012．4．11生 牡4栗 母 ファストフレンド 母母 ザラストワード 18戦2勝 賞金 25，610，000円

2900810月15日 晴 良 （28新潟3）第1日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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

818 イスズブライト 牡3鹿 55 西村 太一�イスズ牧場 相沢 郁 浦河 イスズ牧場 B488－101：47．6 34．0�
47 ルネイション 牝3黒鹿 53

51 △原田 和真 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448＋141：47．7� 5．3�

510 エールデュレーヴ 牝3黒鹿 53
52 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 440＋ 2 〃 クビ 8．3�

817 ラハトケレブ 牡3鹿 55 藤懸 貴志永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：47．91� 12．3�
611� ラ ブ コ ー ル 牝5芦 55

54 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 長浜 博之 新ひだか 神垣 道弘 468－ 2 〃 ハナ 25．7�
715 ロードプレミアム 牡3黒鹿 55

53 △木幡 巧也 	ロードホースクラブ 池江 泰寿 新ひだか ケイアイファーム 494＋ 61：48．0クビ 2．0

59 ドーノデルソーレ 牡3黒鹿55 杉原 誠人吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 454－ 61：48．1� 21．1�
23 サンセットトウホク 牡3黒鹿55 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 新冠 秋田牧場 470－ 2 〃 アタマ 28．2
12 メイショウメリリー 牝3黒鹿 53

52 ☆�島 克駿松本 好雄氏 坂口 正則 浦河 磯野牧場 434－ 61：48．2クビ 74．6�
11 アンテレクテュエル 牡3鹿 55

53 △木幡 初也 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B516－ 2 〃 ハナ 20．6�
713 シンボリネルソン 牡5黒鹿 57

56 ☆中井 裕二シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 432－ 2 〃 クビ 52．5�
36 � ブランダルジャン 牝4芦 55 横山 和生河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 470－10 〃 アタマ 38．9�
48 ダイチラディウス 牡3鹿 55

52 ▲藤田菜七子 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 448－ 21：48．3� 41．6�
714 ウインシンフォニア 牡3鹿 55

54 ☆長岡 禎仁	ウイン 高木 登 新ひだか 片山牧場 474± 0 〃 ハナ 26．9�
35 イルミナーレ 牝3黒鹿 53

51 △井上 敏樹�広富牧場 小桧山 悟 日高 広富牧場 436－ 81：48．51� 76．9�
612� ポップスキャット 牝4黒鹿55 森 一馬今中 俊平氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 418－ 21：48．6クビ 244．0�
24 ミッキーカーニバル 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗野田みづき氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 488－ 21：48．81� 32．0�
816 カミノライデン 牡3鹿 55

53 △伴 啓太村上 正喜氏 佐藤 吉勝 青森 ワールドファーム 452＋ 21：49．43� 167．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 20，470，100円 複勝： 22，902，300円 枠連： 12，002，500円
馬連： 30，232，500円 馬単： 17，093，000円 ワイド： 22，240，900円
3連複： 41，838，600円 3連単： 52，690，600円 計： 219，470，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，400円 複 勝 � 900円 � 240円 � 280円 枠 連（4－8） 2，280円

馬 連 �� 8，140円 馬 単 �� 20，640円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 4，300円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 23，450円 3 連 単 ��� 166，810円

票 数

単勝票数 計 204701 的中 � 4807（11番人気）
複勝票数 計 229023 的中 � 5566（13番人気）� 28010（2番人気）� 22790（3番人気）
枠連票数 計 120025 的中 （4－8） 4065（11番人気）
馬連票数 計 302325 的中 �� 2875（25番人気）
馬単票数 計 170930 的中 �� 621（63番人気）
ワイド票数 計 222409 的中 �� 1935（29番人気）�� 1305（45番人気）�� 5689（8番人気）
3連複票数 計 418386 的中 ��� 1338（73番人気）
3連単票数 計 526906 的中 ��� 229（474番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―11．8―12．4―12．5―12．5―11．7―10．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―35．8―48．2―1：00．7―1：13．2―1：24．9―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イスズブライト �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．1．16 中山4着

2013．4．27生 牡3鹿 母 サンデープレゼント 母母 サンデイリッチ 7戦2勝 賞金 12，900，000円
〔制裁〕 ラブコール号の騎手岩崎翼は，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：17番）

ルネイション号の騎手原田和真は，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30，000円。（被害馬：9番・4番・
3番）

〔その他〕 ミッキーカーニバル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ミッキーカーニバル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年11月15日まで出走できない。



2900910月15日 晴 良 （28新潟3）第1日 第9競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

59 アイファープリティ 牝3鹿 53 菱田 裕二中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 440＋ 61：21．7 8．8�
48 � ジュエルプラネット �5鹿 57 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 452－ 41：21．91	 22．0�
12 ファンタサイズ 牡3鹿 55 中谷 雄太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 436＋ 61：22．11
 4．2�
23 オ ア ー ゾ 牝3鹿 53 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 464＋24 〃 アタマ 34．1�
36 コスモラパン 牝5黒鹿 55

53 △木幡 初也 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 門別牧場 428＋141：22．2	 15．9�
715 ホウオウマリリン 牝3栗 53 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 398－ 41：22．3	 14．1	
817 フジクイーン 牝3栗 53 川須 栄彦平口 信行氏 加用 正 浦河 笹島 智則 482－ 41：22．4	 12．1

35 メイショウラバンド 牝5鹿 55

54 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 458－ 4 〃 アタマ 3．1�
11 アフターダーク 牝3鹿 53

51 △井上 敏樹三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 484＋ 61：22．5� 66．0�
713 ダンツアトラス 牡6鹿 57 北村 友一山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 492＋101：22．6	 14．7
611 トモジャクール 牝3黒鹿53 黛 弘人吉冨 学氏 栗田 徹 浦河 笹島 政信 436＋ 4 〃 クビ 52．5�
47 モンテエベレスト �6青鹿 57

56 ☆長岡 禎仁毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 498－ 6 〃 ハナ 15．6�
510 バ イ レ 牝4芦 55

53 △木幡 巧也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 480＋101：22．7� 104．4�
816 スミレタンポポ 牝4鹿 55

52 ▲藤田菜七子海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 414＋161：22．91
 63．8�
24 ヤマニンナジャーハ 牝4黒鹿 55

54 ☆�島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 440－ 2 〃 クビ 89．7�
612 マイネルシェルト 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 454＋101：23．21� 106．0�
818 プレシャスギフト 牝3鹿 53 柴山 雄一 �キャロットファーム 武井 亮 平取 坂東牧場 446＋ 21：23．52 12．1�

（17頭）
714 レッドマジュール 牝4青鹿55 津村 明秀 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，764，400円 複勝： 21，983，700円 枠連： 14，648，100円
馬連： 28，137，100円 馬単： 14，406，900円 ワイド： 18，344，300円
3連複： 34，137，600円 3連単： 43，743，200円 計： 192，165，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 320円 � 510円 � 160円 枠 連（4－5） 5，350円

馬 連 �� 14，450円 馬 単 �� 22，600円

ワ イ ド �� 3，750円 �� 970円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 22，300円 3 連 単 ��� 153，200円

票 数

単勝票数 差引計 167644（返還計 16045） 的中 � 15145（3番人気）
複勝票数 差引計 219837（返還計 20733） 的中 � 16565（5番人気）� 9099（9番人気）� 44908（2番人気）
枠連票数 計 146481 的中 （4－5） 2120（19番人気）
馬連票数 差引計 281371（返還計 79363） 的中 �� 1509（45番人気）
馬単票数 差引計 144069（返還計 36258） 的中 �� 478（87番人気）
ワイド票数 差引計 183443（返還計 35395） 的中 �� 1219（44番人気）�� 5006（8番人気）�� 3535（15番人気）
3連複票数 差引計 341376（返還計148619） 的中 ��� 1148（76番人気）
3連単票数 差引計 437432（返還計207105） 的中 ��� 207（481番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―11．8―11．6―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．4―34．9―46．7―58．3―1：09．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 9（3，16，17）（10，18）6（2，5，13）15（1，7，12）8（4，11） 4 9－（16，17）（3，18）（10，6）13（2，5）（15，12）（1，7）8（4，11）

勝馬の
紹 介

アイファープリティ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2015．10．12 京都2着

2013．6．5生 牝3鹿 母 ヤマノラヴリー 母母 レディランサム 10戦2勝 賞金 16，100，000円
〔競走除外〕 レッドマジュール号は，下見所で疾病〔外傷性鼻出血〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 ホウオウマリリン号の騎手丸田恭介は，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30，000円。（被害馬：12番）
※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 カジノブギ号・クナウ号・タイムレスメロディ号

2901010月15日 晴 良 （28新潟3）第1日 第10競走 ��
��2，200�

ひ ょ う こ

瓢 湖 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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

33 メ ナ ス コ �4黒鹿57 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 434± 02：14．7 8．3�

11 デバイスドライバー 牡4栗 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 530＋122：14．8	 8．3�
812 コートオブアームズ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 アタマ 4．8�
711 ナリタピクシー 牝3鹿 52 熊沢 重文�オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 クビ 7．8�
44 ヒメタチバナ 牝3黒鹿52 木幡 巧也岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 468＋ 42：14．9	 2．7	
57 コスモヴェッキオ 牡3黒鹿54 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 468± 02：15．0クビ 38．5

813 ストーミング 牡5栗 57 津村 明秀栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 488± 0 〃 クビ 37．8�
56 トモジャハリーフ 牡3黒鹿54 北村 友一吉冨 学氏 栗田 博憲 浦河 宮内牧場 466＋102：15．1	 24．3�
22 ストーリーセラー 牡5鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田 正道 安平 ノーザンファーム 524－ 22：15．2	 16．9
68 カレングランブルー 牡5栗 57 
島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 448＋ 2 〃 クビ 23．4�
69 マルカベッカム 牡3鹿 54 岩崎 翼日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 494＋ 42：15．51� 52．3�
710 コーラルタワー 牡6黒鹿57 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 鳥谷 勝彦 450＋ 2 〃 ハナ 18．2�
45 レッドカイザー 牡5黒鹿57 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B490± 02：16．88 21．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，368，100円 複勝： 29，873，900円 枠連： 14，639，500円
馬連： 48，276，400円 馬単： 25，259，100円 ワイド： 30，512，400円
3連複： 66，790，100円 3連単： 94，827，200円 計： 332，546，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 300円 � 290円 � 180円 枠 連（1－3） 4，020円

馬 連 �� 3，340円 馬 単 �� 6，160円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 970円 �� 730円

3 連 複 ��� 4，950円 3 連 単 ��� 36，390円

票 数

単勝票数 計 223681 的中 � 21470（5番人気）
複勝票数 計 298739 的中 � 23449（5番人気）� 24904（4番人気）� 50799（2番人気）
枠連票数 計 146395 的中 （1－3） 2820（17番人気）
馬連票数 計 482764 的中 �� 11184（11番人気）
馬単票数 計 252591 的中 �� 3072（22番人気）
ワイド票数 計 305124 的中 �� 7097（11番人気）�� 8040（9番人気）�� 11011（5番人気）
3連複票数 計 667901 的中 ��� 10109（13番人気）
3連単票数 計 948272 的中 ��� 1889（103番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．3―12．9―13．4―12．6―12．5―12．0―11．4―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．1―36．4―49．3―1：02．7―1：15．3―1：27．8―1：39．8―1：51．2―2：02．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．9
1
3
・（8，7）（6，5）9（11，12）2（1，4）（3，10，13）・（8，7）（5，10）（6，9，12）（11，4）2（1，13）3

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

勝馬の
紹 介

メ ナ ス コ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Barathea デビュー 2014．12．6 阪神1着

2012．3．20生 �4黒鹿 母 ト リ ー ト 母母 Cream Tease 11戦2勝 賞金 20，893，000円
〔制裁〕 コートオブアームズ号の騎手中谷雄太は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・9番・2番）



2901110月15日 晴 良 （28新潟3）第1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；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

46 ボンボンキャスト 牝4黒鹿55 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 494－ 61：11．1 3．0�
47 ヒカリブランデー 牡5鹿 57 柴山 雄一�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 484＋ 21：11．31� 24．2�
34 エンドレスシャイン 牡5鹿 57 北村 友一岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 白井牧場 438＋ 81：11．72	 9．7�
23 シゲルヒラマサ 牡3芦 55 横山 和生森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 468± 01：11．8クビ 26．3�
610 ゼンノヒストリエ 牡5黒鹿57 長岡 禎仁大迫久美子氏 小島 茂之 新冠 川島牧場 510± 01：12．01� 96．9�
814
 ゼンノサーベイヤー 牡3栗 55 菱田 裕二大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako 502＋ 81：12．1クビ 3．6	
11 マ ー シ レ ス 牡5栗 57 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 日高 三城牧場 466－ 4 〃 ハナ 26．3

712 オルフィーク 牝4青鹿55 原田 和真加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 498＋10 〃 クビ 58．3�
22 トウショウカウント 牡4栗 57 井上 敏樹トウショウ産業� 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 502－ 41：12．2クビ 18．9�
58 シ ェ ア ー ド 牡3鹿 55 木幡 巧也伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 480＋12 〃 アタマ 18．2
815 キタサンサジン 牡4栗 57 川須 栄彦�大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 528＋ 21：12．3クビ 5．8�
713
 ウ リ ボ ー 牡4栗 57 木幡 初也冨士井直哉氏 森 秀行 米 Dr. Char-

les S. Giles 516＋ 41：12．83 78．1�
611 ナムラヒラリー 牝5青鹿55 中谷 雄太奈村 信重氏 大和田 成 新ひだか 武 牧場 438－ 6 〃 クビ 32．1�
35 エアーウェーブ 牡6鹿 57 西田雄一郎小林竜太郎氏 松永 康利 平取 船越 伸也 514－ 41：12．9� 166．0�
59 スリラーインマニラ 牡3鹿 55 丹内 祐次古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 惣田 英幸 446± 01：13．0クビ 13．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，762，100円 複勝： 50，025，200円 枠連： 34，428，300円
馬連： 121，549，400円 馬単： 53，040，100円 ワイド： 55，561，000円
3連複： 169，407，800円 3連単： 233，112，400円 計： 751，886，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 470円 � 250円 枠 連（4－4） 4，200円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 6，630円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 650円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 12，230円 3 連 単 ��� 61，520円

票 数

単勝票数 計 347621 的中 � 91103（1番人気）
複勝票数 計 500252 的中 � 133979（1番人気）� 20042（8番人気）� 46927（4番人気）
枠連票数 計 344283 的中 （4－4） 6340（16番人気）
馬連票数 計1215494 的中 �� 21181（15番人気）
馬単票数 計 530401 的中 �� 5994（24番人気）
ワイド票数 計 555610 的中 �� 10583（15番人気）�� 23071（4番人気）�� 6802（25番人気）
3連複票数 計1694078 的中 ��� 10383（37番人気）
3連単票数 計2331124 的中 ��� 2747（182番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．5―12．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．1―46．3―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンボンキャスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2014．11．1 東京2着

2012．4．2生 牝4黒鹿 母 リターンキャスト 母母 リターンバンダム 15戦4勝 賞金 52，669，000円
※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 クリノリーソクツモ号
（非抽選馬） 3頭 タイセイラルーナ号・タッチシタイ号・トーセンミッション号

2901210月15日 晴 良 （28新潟3）第1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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816 イ オ ラ ニ �5黒鹿57 北村 友一 �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 B480＋ 6 54．7 1．7�

817 ラブローレル 牝4青鹿55 中井 裕二増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 424＋ 2 55．33� 20．7�
23 ハルマッタン 牝4鹿 55 岩崎 翼�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 488－ 6 〃 クビ 18．4�
11 キンシロケット 牡3鹿 55 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 492＋12 55．62 52．7�
48 グリーンバシリスク 牝3栗 53 柴山 雄一石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 448－ 8 〃 ハナ 9．5�
24 キョウエイボヌール 牝5栗 55 長岡 禎仁田中 晴夫氏 武市 康男 浦河 山春牧場 B474＋12 55．7� 96．8	
715 トモジャボーン 牡3青鹿55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 北光牧場 B522－ 2 55．8クビ 7．5

35 メッサーウイング 牝4栗 55 菱田 裕二野田 善己氏 佐々木晶三 新ひだか フジワラフアーム B456－ 4 〃 クビ 41．6�
12 	 エスプリベルテ 牡3栗 55 井上 敏樹小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 佐竹 学 498－ 7 55．9クビ 56．0�
47 ケイアイヴァーゲ 牡6鹿 57 加藤 祥太亀田 和弘氏 西村 真幸 浦河 日進牧場 440－ 4 56．11
 11．7
59 サンクタリリアス 牝4芦 55 西村 太一�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 484＋ 6 〃 アタマ 83．6�
36 サニーデイヒーロー �3栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 2 56．2� 66．0�
510 タイキラトナンジュ 牡4鹿 57 中谷 雄太�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 456＋ 2 〃 クビ 17．6�
611 オールパーパス �5栗 57 杉原 誠人前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470＋ 8 56．41 36．8�
713 ニホンピロヘーラー 牝4鹿 55 川須 栄彦小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 友田牧場 502－ 4 56．71� 36．9�
714 ハ ネ ト 牝3鹿 53 二本柳 壮矢野 和雅氏 柴田 政人 日高 ノースガーデン 458＋ 2 57．01� 76．4�
612	 ノンブルドール 牝6黒鹿55 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 470－10 〃 ハナ 157．1�
818	 スズヨローズ 牝4黒鹿55 西田雄一郎鈴木与四郎氏 松永 康利 千歳 社台ファーム 468－ 2 57．95 48．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 30，333，700円 複勝： 46，908，800円 枠連： 25，477，000円
馬連： 77，515，800円 馬単： 40，101，000円 ワイド： 41，239，000円
3連複： 104，132，100円 3連単： 164，700，200円 計： 530，407，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 430円 � 510円 枠 連（8－8） 1，000円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 730円 �� 850円 �� 4，820円

3 連 複 ��� 10，520円 3 連 単 ��� 35，110円

票 数

単勝票数 計 303337 的中 � 140048（1番人気）
複勝票数 計 469088 的中 � 249418（1番人気）� 14405（6番人気）� 11829（7番人気）
枠連票数 計 254770 的中 （8－8） 19562（4番人気）
馬連票数 計 775158 的中 �� 39847（5番人気）
馬単票数 計 401010 的中 �� 13893（6番人気）
ワイド票数 計 412390 的中 �� 15132（5番人気）�� 12635（6番人気）�� 2080（45番人気）
3連複票数 計1041321 的中 ��� 7419（29番人気）
3連単票数 計1647002 的中 ��� 3400（86番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．6―10．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．0―32．6―43．0

上り4F42．8－3F32．7
勝馬の
紹 介

イ オ ラ ニ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ペ ン タ イ ア デビュー 2013．8．25 新潟1着

2011．4．14生 �5黒鹿 母 オークルーム 母母 クアドリフォリオ 19戦2勝 賞金 31，168，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スズヨローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月15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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 エターナルユース号・クラウンノキミ号・ダブルコーク号・リュウツバメ号



（28新潟3）第1日 10月15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 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

177，300，000円
1，270，000円
4，200，000円
1，840，000円
17，760，000円
64，854，500円
6，023，600円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
223，492，800円
344，798，400円
158，168，900円
468，900，000円
257，527，100円
281，445，600円
661，578，900円
950，284，000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 3，346，195，700円

総入場人員 12，197名 （有料入場人員 10，527名）
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