
2903710月22日 雨 稍重 （29新潟3）第4日 第1競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走9時50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
1：33．4
1：32．3

良
良

814 ロードイヒラニ 牡2青鹿55 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 462± 01：36．4 24．2�
69 ゼットジガンテ 牡2鹿 55 �島 良太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 446－ 41：36．82� 7．4�
610 モンファロン 牡2黒鹿 55

54 ☆�島 克駿杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 458－ 21：37．22� 17．2�
33 ランウェイデビュー 牝2鹿 54 石橋 脩吉田 勝己氏 奥村 武 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478－ 21：37．41� 2．5�
813 ク イ ン チ 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 41：37．5クビ 43．2	
22 ナンヨーオートヌ 牡2青鹿55 丸山 元気中村 德也氏 松田 国英 浦河 栄進牧場 476＋ 81：37．71� 31．7

711 フ レ ネ シ ー 牡2鹿 55 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 400－ 6 〃 クビ 58．1�
57 スピードウイング 牡2鹿 55 丸田 恭介池田 草龍氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 454± 01：38．12� 42．3�
712	 バレットテソーロ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也了德寺健二氏 金成 貴史 愛 Lynch Bages &
Camas Park Stud 458－10 〃 ハナ 81．1

46 ミーティアトレイル 牡2芦 55 中谷 雄太 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 436＋10 〃 クビ 4．6�
58 ラ イ リ ー 牡2黒鹿 55

52 ▲川又 賢治古賀 和夫氏 森 秀行 新冠 対馬 正 458＋ 41：38．2� 17．0�
34 サンライズカナロア 牡2黒鹿55 北村 友一松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 450＋ 41：38．3クビ 6．6�
11 カシノベスト 牝2鹿 54

52 △伴 啓太柏木 務氏 二本柳俊一 新ひだか 三宅牧場 428± 01：38．4� 213．2�
45 サンダラボッチ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子手嶋 康雄氏 尾形 和幸 浦河 木村牧場 456－ 41：39．99 45．3�
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売 得 金
単勝： 17，464，100円 複勝： 26，802，600円 枠連： 9，755，700円
馬連： 32，869，300円 馬単： 15，699，900円 ワイド： 23，100，600円
3連複： 45，921，800円 3連単： 55，157，600円 計： 226，771，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 720円 � 240円 � 450円 枠 連（6－8） 2，260円

馬 連 �� 6，680円 馬 単 �� 15，860円

ワ イ ド �� 2，120円 �� 4，240円 �� 870円

3 連 複 ��� 22，330円 3 連 単 ��� 154，990円

票 数

単勝票数 計 174641 的中 � 6102（7番人気）
複勝票数 計 268026 的中 � 8744（7番人気）� 34018（4番人気）� 14781（6番人気）
枠連票数 計 97557 的中 （6－8） 3335（9番人気）
馬連票数 計 328693 的中 �� 3808（23番人気）
馬単票数 計 156999 的中 �� 742（50番人気）
ワイド票数 計 231006 的中 �� 2769（22番人気）�� 1362（44番人気）�� 7147（8番人気）
3連複票数 計 459218 的中 ��� 1542（69番人気）
3連単票数 計 551576 的中 ��� 258（450番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．3―12．7―12．6―11．3―10．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．6―36．9―49．6―1：02．2―1：13．5―1：24．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードイヒラニ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2017．7．23 中京3着

2015．2．4生 牡2青鹿 母 レディカーニバル 母母 ヴァージニー 3戦1勝 賞金 6，800，000円

2903810月22日 雨 稍重 （29新潟3）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時15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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

23 カ ク リ ョ ウ 牡2黒鹿 55
54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 山口 義彦 470－ 41：12．9 18．9�

610 コスモビスティー 牡2鹿 55 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 468＋ 4 〃 ハナ 4．3�
34 ロードネプチューン 牡2青鹿 55

53 △伴 啓太 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 日高 道見牧場 462＋101：13．53� 21．5�
58 ハルキストン 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 430－ 21：13．6� 3．9�
59 ド リ ュ ウ 牡2栗 55 江田 照男�ミルファーム 土田 稔 新ひだか 神垣 道弘 428± 0 〃 クビ 5．5	
35 エリーナハーラー 牝2鹿 54 北村 友一飯塚 知一氏 栗田 徹 千葉 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 468＋ 61：13．7� 6．9

611 サンシャンペーン 牡2鹿 55 中井 裕二加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 462± 01：13．8� 23．3�
712 ロトヴィーナス 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹國武 佳博氏 小桧山 悟 新ひだか タガミファーム 504－ 4 〃 クビ 55．4�
22 ツァイトライゼ 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也 �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 432＋141：14．01� 71．6

47 キリシマアオゾラ 牝2鹿 54 丸田 恭介土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 424＋201：14．1クビ 103．1�
11 ビバラエポボン 牝2黒鹿 54

53 ☆	島 克駿�ミルファーム 本間 忍 日高 本間牧場 448－ 41：14．73� 112．9�
46 コスタミノル 牝2栗 54 二本柳 壮吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 436－ 21：15．02 85．5�
713 ア リ バ バ 牡2黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子小田切有一氏 粕谷 昌央 様似 小田牧場 444＋121：15．21� 8．5�
815 ヒロノエイタツ 牡2鹿 55 古川 吉洋サンエイ開発� 北出 成人 浦河 川越ファーム 474＋101：15．3クビ 30．1�
814 コパノダニエル 牡2栗 55 	島 良太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 B492－ 41：16．15 48．7�
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売 得 金
単勝： 16，038，800円 複勝： 25，439，600円 枠連： 9，164，200円
馬連： 27，688，700円 馬単： 14，089，200円 ワイド： 20，234，600円
3連複： 41，109，200円 3連単： 45，327，900円 計： 199，092，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 380円 � 190円 � 390円 枠 連（2－6） 2，420円

馬 連 �� 2，680円 馬 単 �� 6，280円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 3，240円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 25，120円 3 連 単 ��� 162，680円

票 数

単勝票数 計 160388 的中 � 7191（6番人気）
複勝票数 計 254396 的中 � 15874（6番人気）� 41862（3番人気）� 15498（7番人気）
枠連票数 計 91642 的中 （2－6） 2925（10番人気）
馬連票数 計 276887 的中 �� 8001（10番人気）
馬単票数 計 140892 的中 �� 1682（25番人気）
ワイド票数 計 202346 的中 �� 5020（11番人気）�� 1572（31番人気）�� 3158（16番人気）
3連複票数 計 411092 的中 ��� 1227（66番人気）
3連単票数 計 453279 的中 ��� 202（416番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―13．0―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―35．0―48．0―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カ ク リ ョ ウ �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 Masterclass デビュー 2017．7．9 中京4着

2015．4．9生 牡2黒鹿 母 オレンジジャスミン 母母 La Mortola 5戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 コスモビスティー号の騎手黛弘人は，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。

第３回 新潟競馬 第４日
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2903910月22日 雨 稍重 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

33 アスターゴールド 牡3栗 55 田中 健加藤 久枝氏 南井 克巳 むかわ 上水牧場 498＋161：51．0 6．8�
22 � ナポレオンズワード �4黒鹿57 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新冠 岩見牧場 484－ 21：51．74 8．8�
11 ハローマイディア 牡4黒鹿57 北村 友一飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 472＋ 21：51．91� 11．4�
44 ティモシーブルー 牡3鹿 55

52 ▲富田 暁中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 488＋ 2 〃 クビ 8．3�
811 ディアライゼ 牡3栗 55 石橋 脩ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 小島牧場 520＋ 21：52．0	 5．6�
710 ショウブニデル 牡3青鹿 55

54 ☆木幡 巧也小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 506＋101：52．1クビ 11．6	
79 クインズプルート 牡4栗 57 嘉藤 貴行 �クイーンズ・ランチ 奥平 雅士 新冠 新冠橋本牧場 522＋ 21：52．31� 13．4

67 スマートガイア �5鹿 57 勝浦 正樹トニー倶楽部 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 470＋181：52．4
 87．1�
56 マイネルネッツ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 赤石 久夫 488＋ 61：52．5
 5．3�
55 ロージズバード 牡3黒鹿55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B510－ 6 〃 クビ 21．4
68 ハギノグランコート 牡4栗 57 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B532＋ 21：53．24 6．1�
812 ウインランブル 牡4鹿 57 菱田 裕二�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 476＋ 81：54．05 24．3�
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売 得 金
単勝： 18，216，700円 複勝： 30，744，100円 枠連： 8，740，600円
馬連： 36，630，400円 馬単： 16，581，600円 ワイド： 26，410，000円
3連複： 50，896，100円 3連単： 59，521，600円 計： 247，741，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 270円 � 330円 � 290円 枠 連（2－3） 3，660円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 7，560円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 980円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 8，860円 3 連 単 ��� 48，760円

票 数

単勝票数 計 182167 的中 � 21147（4番人気）
複勝票数 計 307441 的中 � 31141（4番人気）� 23481（7番人気）� 28369（6番人気）
枠連票数 計 87406 的中 （2－3） 1847（24番人気）
馬連票数 計 366304 的中 �� 8137（18番人気）
馬単票数 計 165816 的中 �� 1645（43番人気）
ワイド票数 計 264100 的中 �� 4270（27番人気）�� 7104（9番人気）�� 4363（26番人気）
3連複票数 計 508961 的中 ��� 4307（39番人気）
3連単票数 計 595216 的中 ��� 885（192番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―12．5―13．6―12．5―12．5―13．0―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．1―35．6―49．2―1：01．7―1：14．2―1：27．2―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8
1
3
10（3，4）（6，11）（1，9）2，8（5，12）7
10（4，11）（3，6，8）9（2，12）（1，5）－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アスターゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2017．2．18 京都1着

2014．4．10生 牡3栗 母 シンボルスカ 母母 ド ル ス ク 5戦2勝 賞金 17，500，000円

2904010月22日 雨 稍重 （29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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：01．4良

22 リミットブレイク �5鹿 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 520＋ 63：10．0 3．3�
56 サーストンコラルド 牡6鹿 60 北沢 伸也齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 藤沢牧場 466＋ 43：10．42� 2．8�
45 コスモアルヘナ 牡5青鹿60 石神 深一 �ビッグレッドファーム 池上 昌弘 浦河 昭和牧場 486＋ 23：10．61 7．3�
68 � クラウンドリーム 牡4芦 60 上野 翔矢野まり子氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 478－ 23：11．23� 5．8�
69 ドゥドゥドゥ 牡4青鹿60 黒岩 悠�ターフ・スポート坂口 正則 日高 モリナガファーム 470＋103：12．15 14．7�
710� セガールフォンテン 牡7栗 60 江田 勇亮吉橋 計氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 478－ 43：12．42 17．3	
711 アスタキサンチン 牝5栗 58 中村 将之三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 小葉松 幸雄 B464－ 63：12．71	 38．0

812 ヴィンセンツイヤー �6栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 490＋103：13．65 22．2�
11 ボ ル ド ネ ス �5鹿 60 草野 太郎�G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 502＋103：14．98 18．0
57 リッシンロケット 牡7芦 60 平沢 健治小原 該一氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 474－ 23：21．1大差 85．0�
33 フルスプレンダー 牡3栗 58 難波 剛健岡田 牧雄氏 森田 直行 新ひだか タガミファーム 456－ 83：21．41	 112．5�
44 サンライズレイド �3黒鹿58 白浜 雄造松岡 隆雄氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 514＋ 43：24．0大差 73．2�
813 クリノレモンチャン 牝3青鹿56 佐久間寛志栗本 守氏 田所 秀孝 新ひだか 村上牧場 436＋12 （競走中止） 83．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，053，000円 複勝： 15，588，400円 枠連： 8，816，000円
馬連： 25，321，600円 馬単： 14，911，900円 ワイド： 16，665，200円
3連複： 40，006，100円 3連単： 58，402，900円 計： 193，765，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連（2－5） 440円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 210円 �� 490円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 4，700円

票 数

単勝票数 計 140530 的中 � 33118（2番人気）
複勝票数 計 155884 的中 � 30065（2番人気）� 38288（1番人気）� 22720（3番人気）
枠連票数 計 88160 的中 （2－5） 15430（1番人気）
馬連票数 計 253216 的中 �� 46589（1番人気）
馬単票数 計 149119 的中 �� 11843（2番人気）
ワイド票数 計 166652 的中 �� 23510（1番人気）�� 7637（6番人気）�� 10611（3番人気）
3連複票数 計 400061 的中 ��� 24639（2番人気）
3連単票数 計 584029 的中 ��� 9001（7番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 49．7－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リミットブレイク �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．6．7 東京4着

2012．2．15生 �5鹿 母 マザーウェル 母母 シンコウラブリイ 障害：6戦1勝 賞金 12，880，000円
〔競走中止〕 クリノレモンチャン号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
※サンライズレイド号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2904110月22日 雨 重 （29新潟3）第4日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時05分 （芝・左）

牝，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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

612 ダイシンステルラ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 444 ―1：25．4 81．7�

816 ロケットクイーン 牝2鹿 54
53 ☆木幡 巧也市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム 468 ―1：25．61� 7．4�
818 エイシンウェルズ 牝2栗 54 北村 友一�栄進堂 奥村 豊 浦河 多田 善弘 440 ― 〃 アタマ 5．8�
23 ア ス ピ シ ア 牝2芦 54 石橋 脩服部 統祥氏 松田 国英 日高 チャンピオン

ズファーム 498 ―1：25．7� 3．8�
817 クリノロマン 牝2芦 54

53 ☆木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 462 ―1：25．91� 59．2�
510 マダムジェニファー 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448 ―1：26．0� 5．2	
713 タガノメルシー 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 438 ―1：26．21� 34．8


47 サノシスター 牝2鹿 54
51 ▲菊沢 一樹佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 390 ― 〃 クビ 102．9�

714 ブライトキャンバス 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 420 ―1：26．3� 13．4
36 コンゴウサファイア 牝2青鹿54 中井 裕二金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 446 ―1：26．72� 116．6�
48 ク ッ カ 牝2栗 54 菱田 裕二飯田 正剛氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 448 ―1：26．8� 22．8�
12 ジャンティエス 牝2栗 54 江田 照男落合 幸弘氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 464 ―1：27．01� 24．1�
35 メイショウルクール 牝2鹿 54 �島 良太松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 484 ―1：27．1� 69．0�
11 クリノヤンソン 牝2黒鹿54 田中 健栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 イズモリファーム 468 ― 〃 ハナ 120．8�
715 シングシングシング 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史 �グリーンファーム新開 幸一 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 456 ―1：27．31� 25．0�

611 ビーサエッタ 牝2黒鹿 54
53 ☆�島 克駿馬場 祥晃氏 杉山 晴紀 浦河 帰山 清貴 412 ―1：28．25 84．0�

24 ナイスジャスミン 牝2黒鹿54 西村 太一�和田牧場 和田 正道 浦河 上山牧場 452 ―1：29．15 179．9�
59 タイセイビビッド 牝2鹿 54 川須 栄彦田中 成奉氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470 ― （競走中止） 9．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，054，800円 複勝： 22，793，900円 枠連： 13，558，100円
馬連： 32，852，700円 馬単： 16，797，700円 ワイド： 23，211，800円
3連複： 47，949，100円 3連単： 54，825，900円 計： 232，044，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，170円 複 勝 � 1，950円 � 240円 � 190円 枠 連（6－8） 4，150円

馬 連 �� 31，940円 馬 単 �� 54，060円

ワ イ ド �� 8，330円 �� 7，020円 �� 840円

3 連 複 ��� 48，920円 3 連 単 ��� 331，230円

票 数

単勝票数 計 200548 的中 � 2086（13番人気）
複勝票数 計 227939 的中 � 2308（14番人気）� 26478（4番人気）� 37152（2番人気）
枠連票数 計 135581 的中 （6－8） 2530（17番人気）
馬連票数 計 328527 的中 �� 797（71番人気）
馬単票数 計 167977 的中 �� 233（134番人気）
ワイド票数 計 232118 的中 �� 698（66番人気）�� 830（58番人気）�� 7484（5番人気）
3連複票数 計 479491 的中 ��� 735（138番人気）
3連単票数 計 548259 的中 ��� 120（866番人気）

ハロンタイム 12．8―10．6―11．9―12．6―13．2―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．4―35．3―47．9―1：01．1―1：13．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．5
3 ・（11，18）（8，9）（14，13，16）6（17，12）10，3（5，7）1，2（4，15） 4 ・（11，18）（8，9，16）（6，14，13，12）17（10，3）7（5，1，2）－（4，15）

勝馬の
紹 介

ダイシンステルラ �
�
父 ダイシンオレンジ �

�
母父 マイネルラヴ 初出走

2015．3．24生 牝2黒鹿 母 ダイシンモード 母母 ダイシンシルビア 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 タイセイビビッド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症し，最後の直線コースで騎手が落馬したため競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 タイセイビビッド号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年11月22日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ヴァイザッハ号・ダンツカホウ号・レッドテソーロ号

2904210月22日 雨 重 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

11 ヨドノビクトリー 牡3鹿 55 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 482＋ 21：10．9 4．5�
34 セ ン グ ウ 牝5栗 55

54 ☆岩崎 翼重松 國建氏 加藤 敬二 浦河 榊原 敏明 482－ 6 〃 クビ 21．4�
23 シルバーストーン 牡3芦 55 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 496＋ 41：11．0クビ 3．6�
610 サンクタリリアス 牝5芦 55 江田 照男�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ラツキー牧場 486－ 21：11．21� 15．3�
713 レンズフルパワー 牡5鹿 57 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 浦河 宮内牧場 508＋10 〃 アタマ 6．5�
611 クラウンジューン 牡5鹿 57 西田雄一郎	クラウン 伊藤 伸一 日高 クラウン日高牧場 484－ 41：11．51� 77．6

22 ウインクルチェリー 牝3鹿 53

50 ▲藤田菜七子塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 500＋ 21：11．71 4．2�
814 シアワセデス 牝4鹿 55 中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 494＋ 61：12．02 14．2�
59 ジ ュ ン ゲ ル �4鹿 57

56 ☆木幡 巧也幅田 昌伸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 456＋ 81：12．1クビ 14．9
712 リネンソング 牡4黒鹿57 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 476＋ 61：12．2� 58．1�
815	 メイショウサイジン 牝4鹿 55 田中 健松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 474－211：12．41
 32．6�
46 ティアップブロンド 牝5栗 55

52 ▲富田 暁田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B510＋121：12．61
 32．4�
58 シゲルサケガシラ 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ
ファーム B462＋ 21：12．81
 38．8�

35 マルターズシャトル 牡5栗 57 長岡 禎仁藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 490－ 21：13．33 155．2�
（14頭）

47 サンデュランゴ 牝3栗 53 二本柳 壮 	加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 474－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 13，431，500円 複勝： 19，868，300円 枠連： 9，516，700円
馬連： 20，585，300円 馬単： 10，075，400円 ワイド： 15，610，000円
3連複： 24，631，900円 3連単： 30，410，400円 計： 144，129，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 390円 � 150円 枠 連（1－3） 6，930円

馬 連 �� 3，130円 馬 単 �� 5，760円

ワ イ ド �� 910円 �� 370円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 17，440円

票 数

単勝票数 差引計 134315（返還計 33052） 的中 � 23571（3番人気）
複勝票数 差引計 198683（返還計 49175） 的中 � 35539（2番人気）� 9681（8番人気）� 40041（1番人気）
枠連票数 差引計 95167（返還計 784） 的中 （1－3） 1064（25番人気）
馬連票数 差引計 205853（返還計 99044） 的中 �� 5095（12番人気）
馬単票数 差引計 100754（返還計 51283） 的中 �� 1310（21番人気）
ワイド票数 差引計 156100（返還計 71123） 的中 �� 4205（11番人気）�� 11592（1番人気）�� 4688（8番人気）
3連複票数 差引計 246319（返還計214558） 的中 ��� 5743（6番人気）
3連単票数 差引計 304104（返還計263928） 的中 ��� 1264（34番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―12．3―11．9―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヨドノビクトリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2016．8．27 札幌5着

2014．5．8生 牡3鹿 母 クイーンマルサ 母母 ホーマンマルサ 9戦2勝 賞金 18，520，000円
〔競走除外〕 サンデュランゴ号は，枠内駐立不良〔突進〕。発馬機内で転倒し，疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。発走

時刻9分遅延。
〔制裁〕 シルバーストー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10，000円。（被害馬：4番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サンデュランゴ号は，平成29年10月23日から平成29年11月21日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 ブレーヴブラッド号



2904310月22日 雨 不良 （29新潟3）第4日 第7競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

710 モズアトラクション 牡3栗 55
52 ▲富田 暁 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 474± 01：50．5 3．9�

33 サウンドマジック 牝3栗 53
52 ☆井上 敏樹増田 雄一氏 和田正一郎 浦河 辻 牧場 442＋ 21：51．24 75．6�

813 ポルトドレーヴ �4鹿 57
54 ▲木幡 育也村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 442－ 61：51．83� 12．6�

22 アルマシャール 牡3鹿 55 中井 裕二コウトミックレーシング 佐々木晶三 浦河 バンブー牧場 508＋ 41：52．43� 6．2�
56 ラテラルアーク �6栗 57

54 ▲横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木 伸尋 新ひだか カントリー牧場 504＋ 4 〃 クビ 26．0�

68 ミュゼリバイアサン 牡4鹿 57
56 ☆木幡 初也菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B504－ 81：52．72 6．6	

57 � ブレイクエース 牡5鹿 57
54 ▲菊沢 一樹 
キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500－ 4 〃 ハナ 7．3�
812 リパーカッション 牡3鹿 55

54 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 杵臼牧場 496－ 21：52．8クビ 13．5�
69 � メイショウエミュー 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 492＋151：53．01� 39．4
45 テ イ ア 牝5鹿 55 嶋田 純次
ミルファーム 石毛 善彦 新ひだか 岡田スタツド 420± 01：54．17 146．9�
11 ウエヲムイテアルコ 牡4青 57 長岡 禎仁千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 476± 01：54．2� 10．7�
44 トウケイライデン 牡3鹿 55

52 ▲川又 賢治木村 信彦氏 清水 久詞 日高 中川 浩典 B502＋121：57．1大差 38．0�
711 エ キ ド ナ 牝4青鹿 55

54 ☆�島 克駿�ラ・メール 山内 研二 様似 小田 誠一 B504＋ 2 （競走中止） 5．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，690，900円 複勝： 27，551，300円 枠連： 11，467，400円
馬連： 37，650，100円 馬単： 19，168，700円 ワイド： 26，110，900円
3連複： 50，932，300円 3連単： 66，942，300円 計： 259，513，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 190円 � 1，550円 � 310円 枠 連（3－7） 7，450円

馬 連 �� 21，800円 馬 単 �� 26，670円

ワ イ ド �� 6，340円 �� 950円 �� 14，580円

3 連 複 ��� 90，510円 3 連 単 ��� 414，810円

票 数

単勝票数 計 196909 的中 � 39536（1番人気）
複勝票数 計 275513 的中 � 47587（1番人気）� 3649（12番人気）� 22868（6番人気）
枠連票数 計 114674 的中 （3－7） 1192（20番人気）
馬連票数 計 376501 的中 �� 1338（50番人気）
馬単票数 計 191687 的中 �� 539（80番人気）
ワイド票数 計 261109 的中 �� 1040（53番人気）�� 7446（11番人気）�� 449（65番人気）
3連複票数 計 509323 的中 ��� 422（165番人気）
3連単票数 計 669423 的中 ��� 117（887番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．8―12．6―12．9―12．8―13．2―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―22．9―34．7―47．3―1：00．2―1：13．0―1：26．2―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．5
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モズアトラクション �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2017．1．5 京都5着

2014．3．23生 牡3栗 母 エーシンラクーリエ 母母 ラ リ シ ェ ス 12戦1勝 賞金 12，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時10分に変更。
〔競走中止〕 エキドナ号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔制裁〕 トウケイライデン号の騎手川又賢治は，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）
〔調教再審査〕 エキドナ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイライデン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月22日まで平地

競走に出走できない。

2904410月22日 雨 不良 （29新潟3）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

611 バシレウスライオン 牡4鹿 57 中谷 雄太ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：11．4 5．1�
46 ファビラスヒーロー �4芦 57

56 ☆加藤 祥太吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 478＋121：11．72 4．5�
58 � ワンダーグロワール 牡5鹿 57 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 514＋ 61：11．8� 13．1�
35 マ ッ タ ナ シ 牡3栗 55 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 476－ 21：11．9クビ 14．4�
34 メイショウカズヒメ 牝3鹿 53

50 ▲富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 494－ 6 〃 ハナ 17．9�
712 ゴーストバローズ �4芦 57 江田 照男猪熊 広次氏 小島 太 浦河 富田牧場 446－ 21：12．0	 32．0	
610� グレートブレス 牡5栗 57 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 514－ 4 〃 アタマ 20．6

22 タンタラスノオカ 牡4黒鹿57 嘉藤 貴行嶋田 賢氏 田中 清隆 むかわ ヤマイチ牧場 496＋181：12．21
 5．6�
815 タイキマロン 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 476＋ 2 〃 アタマ 61．0

59 イ ザ 牡4鹿 57
55 △伴 啓太松田 整二氏 高柳 瑞樹 日高 白井牧場 500＋141：12．3クビ 10．5�

47 ノボホウセイ 牝4栗 55
52 ▲藤田菜七子�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 500＋ 61：12．51
 10．8�

713� フレンドゴーゴー 牡3鹿 55 黛 弘人横尾 晴人氏 南田美知雄 新冠 村上 欽哉 474± 01：12．6� 138．1�
11 � ケイビイノキセキ 牡5鹿 57

56 ☆木幡 初也菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 B538＋ 41：13．02	 79．2�
23 カレンコマンドール �4鹿 57 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 462＋ 41：13．32 14．5�
814 オ ー ル イ ン 牡3鹿 55

52 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 442－ 21：13．83 11．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 20，879，300円 複勝： 29，884，900円 枠連： 14，296，800円
馬連： 43，066，200円 馬単： 19，135，700円 ワイド： 30，358，200円
3連複： 61，942，200円 3連単： 68，917，600円 計： 288，480，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 200円 � 330円 枠 連（4－6） 820円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，280円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 4，730円 3 連 単 ��� 21，200円

票 数

単勝票数 計 208793 的中 � 32450（2番人気）
複勝票数 計 298849 的中 � 41023（3番人気）� 42380（2番人気）� 20250（6番人気）
枠連票数 計 142968 的中 （4－6） 13409（2番人気）
馬連票数 計 430662 的中 �� 29555（1番人気）
馬単票数 計 191357 的中 �� 6004（2番人気）
ワイド票数 計 303582 的中 �� 16373（1番人気）�� 5858（11番人気）�� 7562（8番人気）
3連複票数 計 619422 的中 ��� 9812（6番人気）
3連単票数 計 689176 的中 ��� 2356（15番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．3―12．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―46．9―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バシレウスライオン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2015．9．26 阪神1着

2013．4．16生 牡4鹿 母 バ シ マ ー 母母 Bella Vitessa 22戦3勝 賞金 42，662，000円
〔制裁〕 ノボホウセイ号の騎手藤田菜七子は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・3番）

ファビラスヒーロー号の騎手加藤祥太は，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・2番・3番）



2904510月22日 雨 重 （29新潟3）第4日 第9競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

817 ウ ー マ ッ ハ 牝3鹿 53 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 464± 0 55．9 4．8�
715 サチノクイーン 牝6鹿 55 川須 栄彦佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B480＋ 6 56．11� 6．9�
59 ヤマニンシーベリー 牝3栗 53 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 446＋14 56．31� 17．7�
818� スターストリーム 牝4黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 430＋ 4 〃 アタマ 31．9�

714 スノードーナツ 牝3黒鹿53 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 476＋ 4 〃 クビ 8．9	
47 シエルブラン 牝3栗 53

52 ☆岩崎 翼金山 敏也氏 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 446＋10 56．5	 8．8

611 プリンセスオーラ 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 
川 啓一 446＋ 6 56．82 8．8�
816 クールジョジョ 牝6黒鹿55 田中 健川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 440－10 56．9クビ 44．2�
11 サトノアイリ 牝4黒鹿55 丸田 恭介里見 治氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 444＋10 〃 ハナ 39．3
612 シンラバンショウ 牝5鹿 55 丸山 元気 �グリーンファーム新開 幸一 安平 ノーザンファーム 428－ 6 〃 クビ 15．0�
12 ゼットフーリ 牝4鹿 55 古川 吉洋�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B478－16 57．11� 21．2�
713 プラントアゲン 牝5黒鹿 55

52 ▲木幡 育也浅川 皓司氏 加藤 和宏 様似 富田 恭司 476± 0 57．2� 11．9�
24 グリーンバシリスク 牝4栗 55

54 ☆木幡 巧也石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B462± 0 〃 ハナ 31．1�
23 � ホ ザ ン ナ 牝5栗 55

54 ☆木幡 初也薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 安平 吉田 三郎 492－16 57．73 102．8�
510 サンバダンサー 牝3栗 53 菱田 裕二グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 442＋ 6 57．8クビ 135．3�
48 � スカーレットジェム 牝3栗 53 嶋田 純次 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 434－10 57．9	 29．7�
36 ラブリイメッセージ 牝3鹿 53 北村 友一�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 シンボリ牧場 B458＋ 4 58．0� 47．4�
35 イヴノオモイデ 牝3鹿 53 西田雄一郎嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 440＋ 8 〃 クビ 7．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，523，400円 複勝： 30，243，600円 枠連： 20，948，500円
馬連： 56，195，500円 馬単： 24，153，400円 ワイド： 35，021，100円
3連複： 91，056，000円 3連単： 105，499，200円 計： 386，640，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 240円 � 460円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，840円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 10，720円 3 連 単 ��� 46，800円

票 数

単勝票数 計 235234 的中 � 38882（1番人気）
複勝票数 計 302436 的中 � 52287（1番人気）� 32311（2番人気）� 13944（9番人気）
枠連票数 計 209485 的中 （7－8） 28364（1番人気）
馬連票数 計 561955 的中 �� 24535（1番人気）
馬単票数 計 241534 的中 �� 5850（1番人気）
ワイド票数 計 350211 的中 �� 13272（2番人気）�� 4797（24番人気）�� 3585（30番人気）
3連複票数 計 910560 的中 ��� 6368（21番人気）
3連単票数 計1054992 的中 ��� 1634（81番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―11．0―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．4―44．3

上り4F43．8－3F33．5
勝馬の
紹 介

ウ ー マ ッ ハ �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ハ イ ラ イ ズ デビュー 2016．7．9 福島3着

2014．5．21生 牝3鹿 母 ダ ラ ス 母母 ロマンシンザホオン 12戦2勝 賞金 17，750，000円
※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） 1頭 アリエスムーン号
（非抽選馬） 1頭 キャラメルフレンチ号

2904610月22日 雨 重 （29新潟3）第4日 第10競走 ��
��2，000�

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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

89 ウインテンダネス 牡4栗 57 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 500＋ 82：01．8 4．6�
33 ジュニエーブル 牡3鹿 55 古川 吉洋柴田 洋一氏 竹内 正洋 浦河 鎌田 正嗣 446＋ 42：01．9� 16．9�
22 シンギュラリティ 牡3鹿 55 丸山 元気吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 486＋ 22：02．11 4．9�
77 ブルークランズ 牝3鹿 53 北村 友一吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：02．2	 2．3�
78 アドマイヤアロマ 牝6栗 55 川須 栄彦近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 454－ 42：02．52 9．2�
44 クイックモーション 牝4鹿 55 石橋 脩 	キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 クビ 8．3

11 ハ ウ エ バ ー 牡3栗 55 丸田 恭介古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 410± 02：03．13� 43．1�
810 ロードソリスト 牡3鹿 55 岩崎 翼 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 446＋ 22：03．52� 23．5�
55 ディアスプマンテ 牝4栗 55 木幡 育也 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 458－ 22：04．56 86．2
66 フィーリングハート 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �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 450＋ 62：09．0大差 25．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 23，623，900円 複勝： 28，948，000円 枠連： 10，562，600円
馬連： 46，601，900円 馬単： 24，918，400円 ワイド： 27，704，400円
3連複： 56，011，900円 3連単： 105，441，100円 計： 323，812，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 350円 � 160円 枠 連（3－8） 3，990円

馬 連 �� 4，100円 馬 単 �� 6，840円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 420円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 35，130円

票 数

単勝票数 計 236239 的中 � 40577（2番人気）
複勝票数 計 289480 的中 � 45809（3番人気）� 17051（6番人気）� 52164（2番人気）
枠連票数 計 105626 的中 （3－8） 2048（12番人気）
馬連票数 計 466019 的中 �� 8807（15番人気）
馬単票数 計 249184 的中 �� 2732（25番人気）
ワイド票数 計 277044 的中 �� 5935（15番人気）�� 18193（3番人気）�� 6281（14番人気）
3連複票数 計 560119 的中 ��� 8577（19番人気）
3連単票数 計1054411 的中 ��� 2176（114番人気）

ハロンタイム 13．2―11．5―12．0―12．5―13．0―12．8―12．5―11．5―10．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．7―36．7―49．2―1：02．2―1：15．0―1：27．5―1：39．0―1：49．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインテンダネス �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 マジックマイルズ デビュー 2015．7．19 中京9着

2013．3．7生 牡4栗 母 モエレメルシー 母母 ブライトサンディー 22戦3勝 賞金 48，506，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィーリングハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月22日まで平地

競走に出走できない。



2904710月22日 雨 不良 （29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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

59 ドリームドルチェ 牡5青鹿57 中谷 雄太ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 512＋ 81：10．3 9．2�
35 パイメイメイ 牝6鹿 55 横山 武史西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 B500－ 6 〃 ハナ 90．8�
815 ディオスコリダー 牡3黒鹿55 石橋 脩野嶋 祥二氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 502＋101：10．62 2．6�
34 ヒカリブランデー 牡6鹿 57 菱田 裕二�ヒカリクラブ 池上 昌弘 浦河 笠松牧場 486± 01：10．81� 17．6�
611 ハングリーベン 牡3鹿 55 丹内 祐次石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 444＋ 2 〃 アタマ 24．7�
47 ディープミタカ 牡6栗 57 丸山 元気深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 2 〃 クビ 33．0	
46 	 ゼンノサーベイヤー 牡4栗 57 中井 裕二大迫久美子氏 中内田充正 米 Kumiko

Osako 506＋ 21：10．9クビ 3．2

712 テイエムチェロキー 牡3鹿 55 古川 吉洋竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 476＋ 6 〃 クビ 13．4�
610
 ベ ッ ク 牡6栗 57 �島 良太細川祐季子氏 牧浦 充徳 平取 稲原牧場 520＋221：11．0クビ 21．7�
58 ヨウライフク �5栗 57 北村 友一小野 建氏 奥村 豊 浦河 三好牧場 B500± 0 〃 ハナ 37．7
23 ストロングトリトン �5鹿 57 木幡 初也村木 篤氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 480＋ 8 〃 ハナ 11．6�
22 ボンボンキャスト 牝5黒鹿55 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B502＋ 41：11．21� 30．6�
814 タマモイレブン 牡5鹿 57 勝浦 正樹タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 526＋ 81：11．3 110．0�
713 ヒカリマサムネ 牡7栗 57 川須 栄彦�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 464± 01：11．72 38．7�
11 オ ヒ ア 牝5黒鹿55 岩崎 翼金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 白井牧場 462＋ 21：13．19 43．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 39，813，200円 複勝： 54，025，900円 枠連： 33，218，700円
馬連： 141，542，000円 馬単： 60，080，300円 ワイド： 71，052，300円
3連複： 200，858，300円 3連単： 275，150，800円 計： 875，741，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 250円 � 1，620円 � 150円 枠 連（3－5） 3，860円

馬 連 �� 43，280円 馬 単 �� 73，860円

ワ イ ド �� 8，890円 �� 570円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 49，990円 3 連 単 ��� 496，220円

票 数

単勝票数 計 398132 的中 � 34549（3番人気）
複勝票数 計 540259 的中 � 55048（3番人気）� 6202（14番人気）� 119832（2番人気）
枠連票数 計 332187 的中 （3－5） 6655（17番人気）
馬連票数 計1415420 的中 �� 2534（74番人気）
馬単票数 計 600803 的中 �� 610（135番人気）
ワイド票数 計 710523 的中 �� 1965（73番人気）�� 34590（2番人気）�� 3238（55番人気）
3連複票数 計2008583 的中 ��� 3013（126番人気）
3連単票数 計2751508 的中 ��� 402（992番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．5―12．2―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．2―46．4―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F36．1
3 1（2，6，15）（3，13）（4，9）5，11（8，12）（7，14）10 4 ・（1，6，15）（2，3，13）（4，5，9）－11（8，12）（7，14）10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ドリームドルチェ �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー 2014．11．22 東京3着

2012．4．17生 牡5青鹿 母 オリジナルデザート 母母 パイナップルスター 24戦5勝 賞金 77，104，000円

2904810月22日 雨 重 （29新潟3）第4日 第12競走 ��
��1，200�

と や の

鳥 屋 野 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

35 ブ ロ ワ 牝4黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 470＋ 21：10．7 12．1�
713 タイキラトナンジュ 牡5鹿 57 勝浦 正樹�大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454＋ 21：10．8� 62．6�
11 シャインサンデー 牝3栗 53 菱田 裕二森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422＋ 81：10．9� 22．4�
817 ケ ル ベ ロ ス 牡4黒鹿57 木幡 巧也菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 442－ 4 〃 クビ 4．2�
714 コスモプラシデス 牡3鹿 55 木幡 初也 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 61：11．21	 34．1�
23 コスモフレンチ 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋 義浩 B530＋12 〃 クビ 7．2	
48 スミレタンポポ 牝5鹿 55 嘉藤 貴行海谷 幸司氏 高橋 義博 浦河 高野牧場 422＋ 2 〃 クビ 169．5

815 プレイヤード 牡4鹿 57 江田 照男前田 幸治氏 田中 剛 新ひだか 土居 忠吉 B520＋141：11．51	 7．1�
816 トウカイクローネ 牡5青鹿57 中谷 雄太内村 正則氏 中村 均 新ひだか 木下牧場 482－ 2 〃 クビ 32．5�
612 アリエスムーン 牝6青鹿55 加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 450＋ 6 〃 アタマ 8．7
24 ナッツスター 牡4鹿 57 
島 克駿早川 経一氏 武藤 善則 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 41：11．6クビ 81．6�
47 トウショウジャイロ 牡4黒鹿57 丸田 恭介トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 508± 01：11．81� 3．3�
12 ビップソルダー 牡3鹿 55 北村 友一鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 478＋ 6 〃 アタマ 32．3�
510 アッパレドンキ 牝4鹿 55 井上 敏樹廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 B434－ 4 〃 クビ 130．1�
611 フ ィ ネ ス 牝3青鹿53 丸山 元気落合 幸弘氏 斎藤 誠 新ひだか 下屋敷牧場 434＋141：12．0	 26．8�
36 � ジークイーン 牝4栗 55 
島 良太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 米 Oratis & New

Dawn Stable 508＋ 41：12．42� 85．8�
59  マ グ レ ブ �4鹿 57 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 新ひだか 岡田スタツド B472－ 41：12．93 113．7�
（17頭）

売 得 金
単勝： 34，341，200円 複勝： 44，923，300円 枠連： 26，272，700円
馬連： 84，638，600円 馬単： 35，111，500円 ワイド： 46，795，600円
3連複： 117，211，800円 3連単： 157，991，100円 計： 547，285，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 380円 � 1，070円 � 660円 枠 連（3－7） 9，190円

馬 連 �� 37，890円 馬 単 �� 64，700円

ワ イ ド �� 11，070円 �� 3，360円 �� 14，770円

3 連 複 ��� 244，870円 3 連 単 ��� 1，205，720円

票 数

単勝票数 計 343412 的中 � 22685（6番人気）
複勝票数 計 449233 的中 � 33438（6番人気）� 10374（12番人気）� 17739（7番人気）
枠連票数 計 262727 的中 （3－7） 2214（23番人気）
馬連票数 計 846386 的中 �� 1731（75番人気）
馬単票数 計 351115 的中 �� 407（131番人気）
ワイド票数 計 467956 的中 �� 1086（77番人気）�� 3631（36番人気）�� 813（88番人気）
3連複票数 計1172118 的中 ��� 359（343番人気）
3連単票数 計1579911 的中 ��� 95（1804番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．7―11．5―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブ ロ ワ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 リ ド ヘ イ ム デビュー 2015．9．19 中山6着

2013．6．4生 牝4黒鹿 母 タマビッグエックス 母母 タマビッグギャル 22戦3勝 賞金 37，866，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※アリエスムーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（29新潟3）第4日 10月22日（日曜日） 雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 174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
厩務員出走奨励金

193，150，000円
2，530，000円
13，520，000円
1，540，000円
21，350，000円
69，809，000円
5，280，600円
1，670，400円

勝馬投票券売得金
261，130，800円
356，813，900円
176，318，000円
585，642，300円
270，723，700円
362，274，700円
828，526，700円
1，083，588，400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 3，925，018，500円

総入場人員 12，261名 （有料入場人員 10，390名）
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