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３１０２５１０月２２日 曇 良 （２３新潟５）第３日 第１競走 １，２００�サラブレッド系２歳
発走９時５０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

１：０８．７
１：０７．８

良

良

６１１ グラントリノ 牝２栗 ５４ 村田 一誠加藤 徹氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３０－ ２１：１０．３ ８．８�

３５ エステージャ 牝２芦 ５４ 大野 拓弥岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 森 俊雄 ４２０－ ２１：１０．５１� ３．４�
２３ アブマーシュ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ６．０�
３６ ロンググラティア 牝２栗 ５４

５１ ▲森 一馬中井 敏雄氏 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ４３６± ０ 〃 クビ ９８．４�
８１７ コスモナデシコ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 新ひだか タツヤファーム ４２８－ ６１：１０．９２� ６．２�
５１０ シゲルアケビ 牝２鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか 広田牧場 ４５８－ ２１：１１．１１� ３．２�
１２ ベストミニオン 牝２鹿 ５４ 二本柳 壮古川 嘉治氏 加藤 和宏 日高 豊洋牧場 ４４４－ ２１：１１．４１� ２４．９	
８１６ ディアサルーテ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人ディアレスト 新開 幸一 浦河 市正牧場 ４０４－ ４ 〃 ハナ １２．９

８１５ リコレクション 牝２鹿 ５４ 中舘 英二�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 ノースヒルズマネジメント ３９８＋ ６ 〃 クビ ３９．１�
１１ スプリングウィン 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優加藤 春夫氏 柄崎 孝 様似 堀 弘康 ４４４－ ８１：１２．１４ ５０．１
４７ ウ ミ ホ タ ル 牝２芦 ５４ 伊藤 直人�和田牧場 和田 正道 新ひだか 漆原 一也 ４３０＋ ２１：１２．３１� １２６．９�
７１４ カシマセイセン 牝２鹿 ５４ 黛 弘人松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４１４＋ ４１：１２．４クビ ４８８．８�
５９ トワイライトダンス 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ３９８－ ８１：１２．５� ２１７．７�
６１２ カシノレインボー 牝２芦 ５４ 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 ４４２－ ６１：１２．９２� １２２．２�
２４ タ タ 牝２鹿 ５４

５１ ▲横山 和生佐野 雅昭氏 小桧山 悟 新ひだか 出羽牧場 ４１８－ ６１：１３．０� ９４．４�
４８ カシノブローチ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 鹿児島 新保 孝一 ４１６－ ４１：１３．２１ ２６２．７�
７１３ クレバールーキー 牝２鹿 ５４

５１ ▲高嶋 活士平岡 茂樹氏 田島 俊明 新ひだか へいはた牧場 ４１６＋ ４１：１３．９４ ３５２．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ７，５６６，５００円 複勝： １４，７０６，５００円 枠連： ６，７６６，６００円

馬連： １８，４４１，０００円 馬単： １５，６４３，４００円 ワイド： ９，７６４，２００円

３連複： ２９，６８９，４００円 ３連単： ４８，０００，４００円 計： １５０，５７８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � １８０円 枠 連（３－６） １，３９０円

馬 連 �� １，３９０円 馬 単 �� ３，１９０円

ワ イ ド �� ５１０円 �� ６７０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ２，４９０円 ３ 連 単 ��� １４，６２０円

票 数

単勝票数 計 ７５６６５ 的中 � ６８１６（５番人気）
複勝票数 計 １４７０６５ 的中 � １４２４８（５番人気）� ３２５５１（２番人気）� ２２０８２（３番人気）
枠連票数 計 ６７６６６ 的中 （３－６） ３６１１（９番人気）
馬連票数 計 １８４４１０ 的中 �� ９８５９（７番人気）
馬単票数 計 １５６４３４ 的中 �� ３６２４（１５番人気）
ワイド票数 計 ９７６４２ 的中 �� ４７１２（７番人気）�� ３４５５（９番人気）�� ６９５７（２番人気）
３連複票数 計 ２９６８９４ 的中 ��� ８８０８（９番人気）
３連単票数 計 ４８０００４ 的中 ��� ２４２４（４３番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．１―１１．６―１１．４―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．３―３４．９―４６．３―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラントリノ �
�
父 グ ラ ン デ ラ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．９．１０ 中山３着

２００９．３．２７生 牝２栗 母 インフレッタ 母母 カナディアンアプルーバル ３戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 ロンググラティア号の騎手森一馬は，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。（５番への進路影

響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クレバールーキー号は，平成２３年１２月２２日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 エンドスケープ号（疾病〔左寛跛行〕のため）
※ディアサルーテ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３１０２６１０月２２日 曇 良 （２３新潟５）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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

６１０ ローレルブレット 牡２黒鹿５５ 北村 友一 �ローレルレーシング 鶴留 明雄 新冠 川島牧場 ４４６＋ ２１：３４．４ １．７�

６９ ゼ ロ ス 牡２鹿 ５５ 村田 一誠杉澤 光雄氏 領家 政蔵 日高 坂 牧場 ４８０＋ ６１：３４．８２� ６．１�
４５ シゲルササグリ 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 中村 均 新冠 平山牧場 ４７８＋ ４１：３５．１１� ２１．１�
２２ トーセンマグナム 牡２鹿 ５５ 中舘 英二島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４０－ ４１：３５．２� ８．８�
５８ プーラヴィーダ 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 高橋 祥泰 日高 サンシャイン

牧場 ４５６± ０ 〃 ハナ ５．４�
３３ シゲルヒメリンゴ 牝２鹿 ５４ 酒井 学森中 蕃氏 清水 出美 日高 千葉飯田牧場 ４３６－ ６１：３５．５２ １５．２	
５７ ラブトゥオール 牡２黒鹿５５ 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４５４＋ ４１：３５．９２� ３５．９

７１１ ジャストザブレイン 牡２鹿 ５５ 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム B４５８－ ４１：３６．１１ ７０．８�
３４ スターサファイア 牝２青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一�和田牧場 和田 正道 千歳 社台ファーム ４５０± ０１：３６．４２ ３０．０
４６ ゴ メ ン 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ４４４＋ ４１：３６．６１� ２１８．２�
８１３ ニロティカス 牡２黒鹿５５ 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 高松牧場 ４２６－ ８１：３７．３４ １１３．７�
１１ ロマンスレター 牝２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人井上 久光氏 高市 圭二 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４２０＋ ８１：３７．４クビ ５１９．４�

７１２ セイウンノカナタ 牡２栗 ５５
５２ ▲平野 優西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 B４４０＋１０ 〃 クビ １７７．７�

８１４ ネクストズキュン 牡２芦 ５５
５２ ▲森 一馬泉 一郎氏 高橋 隆 宮崎 吉野 政敏 ４１６＋１２１：４０．５大差 ５３４．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，３５８，２００円 複勝： ２６，１５９，１００円 枠連： ６，１５６，７００円

馬連： １８，１５２，８００円 馬単： １６，８５１，０００円 ワイド： ９，８５２，４００円

３連複： ２６，７１５，６００円 ３連単： ５２，７０３，９００円 計： １６５，９４９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � ４００円 枠 連（６－６） ４５０円

馬 連 �� ３９０円 馬 単 �� ６６０円

ワ イ ド �� ２４０円 �� ５７０円 �� １，７００円

３ 連 複 ��� ２，５８０円 ３ 連 単 ��� ７，０１０円

票 数

単勝票数 計 ９３５８２ 的中 � ４３５７８（１番人気）
複勝票数 計 ２６１５９１ 的中 � １５６４７２（１番人気）� ２０６６１（３番人気）� ７２９４（６番人気）
枠連票数 計 ６１５６７ 的中 （６－６） １０１９４（２番人気）
馬連票数 計 １８１５２８ 的中 �� ３４５３３（１番人気）
馬単票数 計 １６８５１０ 的中 �� １８８５０（２番人気）
ワイド票数 計 ９８５２４ 的中 �� １２１３０（２番人気）�� ４０５０（６番人気）�� １２３１（２１番人気）
３連複票数 計 ２６７１５６ 的中 ��� ７６６６（８番人気）
３連単票数 計 ５２７０３９ 的中 ��� ５５５３（１７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．４―１１．９―１２．７―１２．０―１１．３―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．２―２２．７―３４．１―４６．０―５８．７―１：１０．７―１：２２．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．４―３F３５．７
３ １１－１３（９，１２）－（４，１０）８，７－２－（１，５）３，１４－６ ４ １１－１３，９－１２（４，１０）（７，８）２－（１，５）３－６，１４

勝馬の
紹 介

ローレルブレット �
�
父 サムライハート �

�
母父 テ ン ビ ー デビュー ２０１１．８．７ 小倉３着

２００９．３．９生 牡２黒鹿 母 タッソーニー 母母 プリヴィレッジ ４戦１勝 賞金 １０，１００，０００円
〔調教再審査〕 ネクストズキュン号は，最後の直線コースで外側に逃避し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〕 ネクストズキュン号は，平成２３年１１月２２日まで平地競走に出走できない。

第５回　新潟競馬　第３日



３１０２７１０月２２日 曇 良 （２３新潟５）第３日 第３競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時５０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

８９ イイデステップ 牝３鹿 ５３ 村田 一誠 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 山岡ファーム B４９０＋１０１：５３．７ ２．２�

７８ ウ イ ン ク 牝６鹿 ５５ 大野 拓弥河� 五市氏 石毛 善彦 浦河 グラストレーニ
ングセンター ４８６± ０１：５４．３３� １６．５�

５５ バイブレイションズ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４６４－ ６ 〃 クビ ３６．５�
７７ ツヨイキモチ 牝４鹿 ５５ 藤岡 康太ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００＋ ２１：５５．０４ ３．４�
３３ トーセンビート 牝３鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人島川 �哉氏 木村 哲也 日高 ヤナガワ牧場 ４８０＋ ４ 〃 クビ ３．８	
４４ ヤサシイキモチ 牝６鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦ユアストーリー 梅田 智之 新冠 田渕牧場 ４８２± ０１：５５．７４ １２．４

２２ マ ン マ ル コ 牝３栗 ５３ 木幡 初広清水 裕氏 佐藤 全弘 新ひだか 本桐牧場 ４５４－ ８１：５５．８� ３４．１�
１１ マイネロードナイト 牝３鹿 ５３ 鈴来 直人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 コスモヴューファーム B４７２± ０１：５６．１２ １３９．０�
６６ マイネマグノリア 牝３栗 ５３ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４６８－１４１：５６．５２� ２５．８
８１０ タタップラー 牝３鹿 ５３

５０ ▲横山 和生加藤 信之氏 境 征勝 新ひだか キヨタケ牧場 ４９０－ ６１：５７．２４ ２２６．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０，２９６，５００円 複勝： １５，１９３，４００円 枠連： ４，９６４，１００円

馬連： １９，０１４，３００円 馬単： １６，２２８，０００円 ワイド： １０，５７７，５００円

３連複： ２６，１４２，９００円 ３連単： ５７，４７８，３００円 計： １５９，８９５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � ４００円 枠 連（７－８） ３００円

馬 連 �� １，６７０円 馬 単 �� ２，２５０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� １，１７０円 �� ２，９１０円

３ 連 複 ��� １２，１１０円 ３ 連 単 ��� ３５，５３０円

票 数

単勝票数 計 １０２９６５ 的中 � ３６９０７（１番人気）
複勝票数 計 １５１９３４ 的中 � ３８６３９（２番人気）� １４５０６（４番人気）� ７６７３（６番人気）
枠連票数 計 ４９６４１ 的中 （７－８） １２４４９（１番人気）
馬連票数 計 １９０１４３ 的中 �� ８４５０（６番人気）
馬単票数 計 １６２２８０ 的中 �� ５３４６（７番人気）
ワイド票数 計 １０５７７５ 的中 �� ４２４０（６番人気）�� ２２２４（１４番人気）�� ８５４（２４番人気）
３連複票数 計 ２６１４２９ 的中 ��� １５９４（３４番人気）
３連単票数 計 ５７４７８３ 的中 ��� １１９４（１０７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．５―１２．８―１３．７―１２．３―１２．４―１２．７―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３７．０―５０．７―１：０３．０―１：１５．４―１：２８．１―１：４０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３８．３
１
３

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

勝馬の
紹 介

イイデステップ �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 シアトルダンサーⅡ デビュー ２０１０．１１．６ 京都５着

２００８．４．５生 牝３鹿 母 パレガルニエ 母母 ダービーベター １０戦２勝 賞金 ２２，１５１，０００円
※出走取消馬 フローラルウインド号（疾病〔左肩跛行〕のため）

３１０２８１０月２２日 曇 良 （２３新潟５）第３日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時２０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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

５７ ウォータールルド 牡３黒鹿５５ 酒井 学山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 ４８６＋１２１：１１．３ １２．４�

７１１� アテーナーズブレス 牝３鹿 ５３ 北村 友一中村 浩章氏 増本 豊 米 Green
Gates Farm ４６２＋ ２１：１１．５１� ４．５�

１１ � ウエストハーバー 牡３栗 ５５
５４ ☆川須 栄彦加藤 守氏 中竹 和也 米 Overbrook

Farm ５１８＋１０１：１１．６クビ ２．８�
２２ タイキルネサンス 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥�大樹ファーム 高木 登 早来 ノーザンファーム ５４０＋ ６ 〃 ハナ ３４．９�
６９ � タツフラッシュ 牡３鹿 ５５ 津村 明秀鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 米 New Century

Bloodstock ４８４－ ２１：１１．８１� １２．２�
３３ � ハヤブサエミネンス 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm B４４４－ ４１：１２．０１� １４４．７�
４５ ビッグサンダー 牡４栗 ５７ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 浦河 岡崎牧場 ５０４＋１０１：１２．２� １１７．８	
４４ ジュピタードリーム 牝３鹿 ５３

５０ ▲森 一馬深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４７０－ ６１：１２．４１� ５１．９

７１０ シルクアイリス 牝３黒鹿 ５３

５２ ☆松山 弘平有限会社シルク上原 博之 浦河 杵臼牧場 ４７０＋ ４１：１２．８２� ７．２�
８１３� サトノロック 牡４鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人里見 治氏 国枝 栄 愛 Rockhart
Trading Ltd B４７８＋ ４１：１３．４３� ５．７�

６８ デステニーアロー 牝５黒鹿 ５５
５２ ▲高嶋 活士岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４０２－ ８ 〃 ハナ ３３４．５

５６ ディープインアスク 牝３鹿 ５３
５０ ▲小野寺祐太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４５６－ ４１：１４．１４ １２９．８�

８１２ キタサンハヤブサ 牡３芦 ５５ 吉田 隼人�大野商事 鹿戸 雄一 新ひだか 木田牧場 B５１２－ ６１：１４．９５ ７．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，１７５，１００円 複勝： ２３，４９７，６００円 枠連： ８，０７３，０００円

馬連： ２６，１９２，１００円 馬単： １９，２７６，５００円 ワイド： １３，１４９，３００円

３連複： ３６，１０７，５００円 ３連単： ６４，２０４，８００円 計： ２０４，６７５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２４０円 複 勝 � ２５０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（５－７） ２，２３０円

馬 連 �� ３，４００円 馬 単 �� ７，１４０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� ５１０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ２，７２０円 ３ 連 単 ��� ３０，７３０円

票 数

単勝票数 計 １４１７５１ 的中 � ９０１３（７番人気）
複勝票数 計 ２３４９７６ 的中 � ２００２９（５番人気）� ３４１３４（３番人気）� ６１２８５（１番人気）
枠連票数 計 ８０７３０ 的中 （５－７） ２６７５（１０番人気）
馬連票数 計 ２６１９２１ 的中 �� ５６８６（１６番人気）
馬単票数 計 １９２７６５ 的中 �� １９９４（２８番人気）
ワイド票数 計 １３１４９３ 的中 �� ３５１０（１０番人気）�� ６４５２（５番人気）�� ９４９５（３番人気）
３連複票数 計 ３６１０７５ 的中 ��� ９８２３（９番人気）
３連単票数 計 ６４２０４８ 的中 ��� １５４２（１１３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．６―１１．２―１２．４―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．６―３３．８―４６．２―５８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウォータールルド �
�
父 ウォーターリーグ �

�
母父 Boston Harbor デビュー ２０１０．９．２０ 阪神６着

２００８．３．９生 牡３黒鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape ８戦２勝 賞金 １５，６４０，０００円
〔制裁〕 ウエストハーバー号の騎手川須栄彦は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（３番への進路影響）



３１０２９１０月２２日 曇 良 （２３新潟５）第３日 第５競走 ２，５００�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� コースレコード

中央レコード

なし
２：３８．６不良

４４ � クジュウクシマ 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗石橋 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４６８＋ ４２：４０．８ 基準タイム ３．６�

６６ ジャストザシーズン 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一ジャスト・タイムクラブ 小笠 倫弘 青森 荒谷牧場 ４７２－ ２２：４１．９７ ５．４�
３３ ロケットダイヴ 牡４鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５０－１０２：４２．１１� ８．０�
２２ ドラゴンソニック 牝４青鹿５５ 黛 弘人窪田 芳郎氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４４２－ ２２：４３．６９ ５８．０�
７７ � セイカミカワ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４９６＋ ４２：４３．９２ １４．５�
１１ ラ グ ナ ロ ク �５黒鹿５７ 古川 吉洋岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４８４－ ２２：４４．３２� ５．８�
８１０� ムカワタイガー 牡３栗 ５４

５１ ▲平野 優小田 廣美氏 鈴木 勝美 平取 稲原牧場 ４５２－ ２２：４５．１５ １８．１�
７８ ウインスカイハイ 牡５青鹿 ５７

５６ ☆松山 弘平	ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４７４－１６ 〃 クビ １２．７

５５ マテンロウカフェ 牡３黒鹿５４ 中舘 英二西川 恭子氏 小島 太 様似 猿倉牧場 ５０４－ ２２：４６．８大差 ３．７�
８９ カシマパステル 牝４鹿 ５５

５２ ▲菅原 隆一松浦 一久氏 佐藤 全弘 浦河 信成牧場 ４５２－ ８２：５１．１大差 １２１．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １０，７６９，３００円 複勝： １６，１９４，２００円 枠連： ６，０８４，３００円

馬連： ２０，３５１，４００円 馬単： １５，２１２，９００円 ワイド： １１，０１１，９００円

３連複： ２７，７２４，６００円 ３連単： ５０，０６９，２００円 計： １５７，４１７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（４－６） １，０１０円

馬 連 �� ９３０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ３３０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� ８，６９０円

票 数

単勝票数 計 １０７６９３ 的中 � ２３７５５（１番人気）
複勝票数 計 １６１９４２ 的中 � ３３４７７（１番人気）� ２６６４９（３番人気）� １３３５０（６番人気）
枠連票数 計 ６０８４３ 的中 （４－６） ４４８１（３番人気）
馬連票数 計 ２０３５１４ 的中 �� １６３０３（３番人気）
馬単票数 計 １５２１２９ 的中 �� ６６６８（３番人気）
ワイド票数 計 １１０１１９ 的中 �� １０１２５（１番人気）�� ８６０３（２番人気）�� ４１８６（９番人気）
３連複票数 計 ２７７２４６ 的中 ��� １１４２０（４番人気）
３連単票数 計 ５００６９２ 的中 ��� ４２５６（１０番人気）

ハロンタイム ７．４―１１．７―１２．３―１２．２―１２．３―１２．４―１３．３―１４．１―１４．０―１３．８―１３．０―１１．９―１２．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００� １，７００� １，９００� ２，１００� ２，３００�
７．４―１９．１―３１．４―４３．６―５５．９―１：０８．３―１：２１．６―１：３５．７―１：４９．７―２：０３．５―２：１６．５―２：２８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５１．１―３F３７．３
１
�
・（５，９）＝８－（３，４）－（１，７）－（２，１０）６
４（８，６）（５，３）７，１（９，２，１０）

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

勝馬の
紹 介

�クジュウクシマ 
�
父 ア フ リ ー ト 

�
母父 Greinton

２００７．５．１１生 牡４鹿 母 リファールニース 母母 バーブスボールド １５戦２勝 賞金 ２８，７７４，０００円
初出走 JRA

〔その他〕 カシマパステル号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

３１０３０１０月２２日 曇 良 （２３新潟５）第３日 第６競走 ２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０分 （芝・左・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

３４ サフランディライト 牡３鹿 ５５
５４ ☆川須 栄彦海原 聖一氏 北出 成人 平取 高橋 啓 ４８４＋ ６１：５９．６ ２０．５�

５８ ロ ベ ル タ 牝３栗 ５３ 北村 友一近藤 英子氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４５２－ ４ 〃 クビ ４．３�
４６ カピオラニパレス 牡３芦 ５５ 黛 弘人横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム ５２０＋ ４２：００．０２� ６．３�
４７ ヤマニンシバルリー 牡３青鹿５５ 田中 健土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４８０＋１８２：００．２１ ２０．６�
６１１� エムアイボニータ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一馬場 �晃氏 松永 康利 新冠 竹中牧場 ４６２＋ ２２：００．３� ３４．７�
１１ オーガストウェイ 牝３黒鹿５３ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４３６－ ２２：００．４� ７．３�
２３ ブルースビスティー 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４６０－ ２２：００．７２ ４１．４�
８１５� カワキタライジン 牡６鹿 ５７ 上村 洋行川島 吉男氏 成島 英春 門別 高澤 俊雄 ４５２－１４２：００．８クビ ２０．９	
２２ ミサノグリーン 牝３栗 ５３

５０ ▲西村 太一斎藤 光政氏 相沢 郁 浦河 向別牧場 ４２０－１０ 〃 クビ １１９．３

６１０ ダイワソウル 牡４青鹿 ５７

５４ ▲平野 優大城 敬三氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４７６－ ４２：００．９クビ ２．５�
７１３� セ ル シ ウ ス 牝４鹿 ５５ 酒井 学�イクタ 田中 章博 日高 長谷川 一男 ４３４－ ８２：０１．１� ２５０．０
３５ ラ ル ゴ 牡３鹿 ５５ 津村 明秀 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム B４９４－ ６ 〃 ハナ ２１．７�
７１２ タイムチェイサー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�RRA 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４９０＋１０２：０１．５２� １９．９�
５９ ケイアイアレス 牡３栗 ５５ 小林 淳一 �啓愛義肢材料販売所 奥平 雅士 新冠 村上 雅規 ４７４－ ４２：０１．７１� ２０９．８�
８１４ ヒップホップダンス 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生加藤 泰章氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 ４６８－２０２：０１．９１� １０８．３�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １２，８８０，６００円 複勝： ２０，４１９，７００円 枠連： ８，１０１，２００円

馬連： ２３，６６０，９００円 馬単： １８，１０９，２００円 ワイド： １２，９７３，７００円

３連複： ３５，８８３，２００円 ３連単： ６１，６９３，２００円 計： １９３，７２１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０５０円 複 勝 � ５４０円 � １８０円 � ２００円 枠 連（３－５） ２，１６０円

馬 連 �� ４，２９０円 馬 単 �� ９，６１０円

ワ イ ド �� １，１７０円 �� １，３６０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ７，４７０円 ３ 連 単 ��� ６０，３１０円

票 数

単勝票数 計 １２８８０６ 的中 � ４９５８（６番人気）
複勝票数 計 ２０４１９７ 的中 � ７８１８（７番人気）� ３４７１９（２番人気）� ３０２２４（３番人気）
枠連票数 計 ８１０１２ 的中 （３－５） ２７７６（９番人気）
馬連票数 計 ２３６６０９ 的中 �� ４０７３（１７番人気）
馬単票数 計 １８１０９２ 的中 �� １３９２（３５番人気）
ワイド票数 計 １２９７３７ 的中 �� ２６６６（１４番人気）�� ２２７２（１７番人気）�� ６７２８（４番人気）
３連複票数 計 ３５８８３２ 的中 ��� ３５４７（２７番人気）
３連単票数 計 ６１６９３２ 的中 ��� ７５５（２０２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．８―１２．１―１２．５―１２．５―１２．５―１２．０―１０．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３５．３―４７．４―５９．９―１：１２．４―１：２４．９―１：３６．９―１：４７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サフランディライト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２０１０．１０．１７ 京都６着

２００８．２．６生 牡３鹿 母 ヨドノサフラン 母母 イングリッシュホーマー １１戦２勝 賞金 １５，５００，０００円



３１０３１１０月２２日 曇 良 （２３新潟５）第３日 第７競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０分 （ダート・左）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７８ トシザツンツン 牡３芦 ５５ 黛 弘人上村 叶氏 鮫島 一歩 浦河 浦河小林牧場 ５０２＋ ２１：５３．０ ９．８�

２２ メイショウドレイク 牡６黒鹿５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１０－１４ 〃 クビ ３．１�
７７ シルクドルフィン 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗有限会社シルク武藤 善則 門別 ヤナガワ牧場 ５１２＋１２１：５３．５３ ７．８�
３３ スタールーセント 牡６黒鹿 ５７

５４ ▲菅原 隆一浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 福岡 光夫 ４８６－ ２１：５４．２４ １００．２�
４４ フォルクスオーパー 牝５栗 ５５ 田中 健 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 木原 一良 浦河 宮内牧場 ４８６－ ６１：５４．３� ６．２�
１１ タマノリテラシー 牝４栗 ５５

５２ ▲西村 太一玉腰 勇吉氏 矢野 英一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B５００＋ ８１：５４．５１ ６．１�

６６ シルクマッドネス �４黒鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平有限会社シルク山内 研二 新冠 山岡ファーム ４７２＋２０ 〃 クビ １４．３	

５５ ホウライブライアン 牡６黒鹿 ５７
５４ ▲杉原 誠人橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 ４８８－ ６１：５５．７７ ２３．１


８１０ ゲンパチボロン 牡３栗 ５５
５２ ▲平野 優平野 武志氏 相沢 郁 新ひだか タガミファーム B４８０－ ８１：５６．６５ ３．９�

（９頭）
８９ スナークサークル 牝３栗 ５３

５２ ☆川須 栄彦杉本 豊氏 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： ９，７７３，５００円 複勝： １３，１８２，３００円 枠連： ５，５０１，９００円

馬連： １７，１６８，６００円 馬単： １４，７３８，３００円 ワイド： ８，００３，６００円

３連複： ２２，０５４，１００円 ３連単： ４５，９６６，６００円 計： １３６，３８８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ２６０円 � １５０円 � ２２０円 枠 連（２－７） ６００円

馬 連 �� １，５００円 馬 単 �� ３，３８０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ９００円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ３，１６０円 ３ 連 単 ��� ２５，６９０円

票 数

単勝票数 差引計 ９７７３５（返還計 ８２） 的中 � ７８６１（６番人気）
複勝票数 差引計 １３１８２３（返還計 １２１） 的中 � １１４２６（６番人気）� ２８６９３（１番人気）� １４７４７（５番人気）
枠連票数 差引計 ５５０１９（返還計 ６ ） 的中 （２－７） ６８５４（１番人気）
馬連票数 差引計 １７１６８６（返還計 ３９３） 的中 �� ８４６７（５番人気）
馬単票数 差引計 １４７３８３（返還計 １９２） 的中 �� ３２２７（１５番人気）
ワイド票数 差引計 ８００３６（返還計 １４３） 的中 �� ３３５９（９番人気）�� ２０７８（１８番人気）�� ５２０２（４番人気）
３連複票数 差引計 ２２０５４１（返還計 ６１９） 的中 ��� ５１６３（１５番人気）
３連単票数 差引計 ４５９６６６（返還計 １２０２） 的中 ��� １３２１（１０３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．８―２４．１―３６．９―５０．７―１：０２．４―１：１４．６―１：２７．６―１：３９．７

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トシザツンツン �

父 ク ロ フ ネ �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１１．１．９ 京都４着

２００８．６．４生 牡３芦 母 ト シ キ セ キ 母母 マチカネナナエヤエ ８戦２勝 賞金 １８，３３０，０００円
〔出走取消〕 スナークサークル号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。

３１０３２１０月２２日 曇 良 （２３新潟５）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 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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

６１１� タニマサホーク 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人谷 研司氏 栗田 博憲 新ひだか 多田 正弘 ５１２＋ ６１：１１．７ ３．０�

２２ ミキノクレシェンド 牝５栗 ５５ 藤岡 康太谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 浦河育成牧場 ４９０－ ８１：１１．８� ９０．６�
８１５� ゴールドオリーブ 牝４栗 ５５ 木幡 初広居城 要氏 天間 昭一 新冠 北勝ファーム ４９２± ０１：１２．０１� ３１．１�
４７ ニホンピロシュラブ 牝４鹿 ５５ 酒井 学小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 ４７０－１０１：１２．１� ５．６�
３４ ビ バ エ ル フ 牝５鹿 ５５

５２ ▲水口 優也�高瀬牧場 河内 洋 新冠 須崎牧場 ４１８－ ４１：１２．２� １２．２�
２３ セイカフォルテ 牡３鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦久米 大氏 相沢 郁 新ひだか タイヘイ牧場 ４４４＋ ８１：１２．３クビ ３０．８�
３５ ウォーターメジャー 牡３黒鹿５５ 津村 明秀山岡 良一氏 鮫島 一歩 浦河 畔高牧場 ４６８－ ２１：１２．４� ２６．２	
１１ ヒカリトリトン 牡３鹿 ５５ 太宰 啓介
ヒカリクラブ 谷 潔 日高 中川牧場 ４８４± ０１：１２．６１� ２０．０�
８１４ アルベルティ 牡３鹿 ５５ 中舘 英二 H.R.H．プリンセス・ハヤ 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０８－ ４１：１２．７クビ ４．１�
７１２� セトノジャーニー 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一難波 澄子氏 田島 俊明 日高 滝本 健二 ５１２＋ ８１：１２．８� ２１．４
５９ � ギ ガ ワ ッ ト 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹�木村牧場 高橋 裕 日高 木村牧場 ５２８＋１０ 〃 アタマ ６．８�
５８ プレザントブリーズ 牝５黒鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 静内 矢野牧場 ４８８＋１０１：１３．３３ ３２．４�

４６ � トキメキセイコー 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４８６＋ ８ 〃 ハナ ５９．６�
６１０ コスモワッチミー 牡３栗 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 三宅 和男 B４８４－１０１：１３．５１� １７５．０�
７１３ シングンデパーチャ 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優伊坂 重憲氏 本間 忍 浦河 三枝牧場 ５１４－ ６１：１３．８２ ５１８．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，８０７，９００円 複勝： ２２，６８５，１００円 枠連： ８，９５９，８００円

馬連： ２６，２２８，３００円 馬単： １８，１６４，５００円 ワイド： １３，８０６，５００円

３連複： ３７，７０６，０００円 ３連単： ６５，５２４，２００円 計： ２０６，８８２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １７０円 � １，２００円 � ５３０円 枠 連（２－６） ２，３６０円

馬 連 �� ７，３００円 馬 単 �� １０，３９０円

ワ イ ド �� １，９５０円 �� ９５０円 �� ８，４６０円

３ 連 複 ��� ２５，５１０円 ３ 連 単 ��� １１６，２５０円

票 数

単勝票数 計 １３８０７９ 的中 � ３７２６８（１番人気）
複勝票数 計 ２２６８５１ 的中 � ５０６４９（１番人気）� ３８９６（１２番人気）� ９６９０（８番人気）
枠連票数 計 ８９５９８ 的中 （２－６） ２８１３（１１番人気）
馬連票数 計 ２６２２８３ 的中 �� ２６５３（２８番人気）
馬単票数 計 １８１６４５ 的中 �� １２９１（３９番人気）
ワイド票数 計 １３８０６５ 的中 �� １７３９（２１番人気）�� ３７４７（１０番人気）�� ３８８（６７番人気）
３連複票数 計 ３７７０６０ 的中 ��� １０９１（８３番人気）
３連単票数 計 ６５５２４２ 的中 ��� ４１６（３７１番人気）

ハロンタイム １１．９―１１．２―１１．８―１２．３―１１．８―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２３．１―３４．９―４７．２―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�タニマサホーク �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 イ ブ ン ベ イ

２００７．４．２３生 牡４鹿 母 ニューブレハット 母母 カネリヨウブ ８戦１勝 賞金 １５，４００，０００円
地方デビュー ２０１０．４．１６ 船橋



３１０３３１０月２２日 晴 良 （２３新潟５）第３日 第９競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４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

８１１ エクセルフラッグ 牡４鹿 ５７ 酒井 学橋場 勇二氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ５１０－ ２１：５３．２ ３．６�

８１０ クオリティタイム �５鹿 ５７ 太宰 啓介名古屋友豊� 小野 幸治 安平 ノーザンファーム ４２８± ０１：５３．３� ２４．５�
４４ エフティファラオ �５鹿 ５７ 木幡 初広吉野 英子氏 粕谷 昌央 早来 ノーザンファーム ４６２－１０１：５３．８３ ３０．２�
６６ ハタノゼフィロス 牡３栗 ５５ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７０± ０１：５３．９� ６．３�
５５ クリスタルドア 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 様似 山本 和彦 ５０６＋ ６ 〃 クビ ４５．４�
７８ � マックスドーズ �６栗 ５７ 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 門別 出口牧場 ４３８－ ８１：５４．１１� ２５．１	
２２ ヘリオポーズ 牝５芦 ５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ２ 〃 クビ ２９．８

７９ コスモリゾルヴ 牡３栗 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６０± ０１：５４．２クビ １１．３�
１１ アキノモーグル 牡３栗 ５５

５４ ☆川須 栄彦穐吉 正孝氏 中村 均 新ひだか 加野牧場 ４９４－１２ 〃 アタマ ３．３�
６７ フェバリットアワー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹�ターフ・スポート松山 康久 浦河 酒井牧場 ５１６＋１０１：５５．０５ ３４．６
３３ サツマノホシ 牡３栗 ５５ 的場 勇人古賀 和夫氏 牧 光二 鹿児島 新保 孝一 ４７４－ ４１：５７．３大差 ４．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １３，８２６，５００円 複勝： ２０，７４７，４００円 枠連： ８，２８１，３００円

馬連： ３０，８１６，６００円 馬単： ２３，６８６，９００円 ワイド： １３，８８６，６００円

３連複： ４１，１４９，５００円 ３連単： ８６，８７８，６００円 計： ２３９，２７３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １７０円 � ４２０円 � ６３０円 枠 連（８－８） ３，５６０円

馬 連 �� ３，６４０円 馬 単 �� ５，３５０円

ワ イ ド �� １，１１０円 �� １，０２０円 �� ５，０５０円

３ 連 複 ��� １９，２９０円 ３ 連 単 ��� ８９，３００円

票 数

単勝票数 計 １３８２６５ 的中 � ３０６００（２番人気）
複勝票数 計 ２０７４７４ 的中 � ４３２０３（１番人気）� １１５３４（６番人気）� ７０９５（９番人気）
枠連票数 計 ８２８１３ 的中 （８－８） １７１９（１２番人気）
馬連票数 計 ３０８１６６ 的中 �� ６２５０（１５番人気）
馬単票数 計 ２３６８６９ 的中 �� ３２７０（２３番人気）
ワイド票数 計 １３８８６６ 的中 �� ３１３４（１４番人気）�� ３４５７（１２番人気）�� ６５１（５０番人気）
３連複票数 計 ４１１４９５ 的中 ��� １５７５（７４番人気）
３連単票数 計 ８６８７８６ 的中 ��� ７１８（３１５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．８―３６．２―４９．６―１：０２．２―１：１４．３―１：２７．４―１：４０．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．０―３F３８．９
１
３
１（６，７）３－４，８（２，９）５，１１－１０
１，６，８（９，７）－（４，５）（３，２，１１）－１０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

エクセルフラッグ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．３．２１ 阪神４着

２００７．４．１９生 牡４鹿 母 エリモドリーム 母母 エリモキリコ １３戦２勝 賞金 １８，５３０，０００円
［他本会外：２戦０勝］

３１０３４１０月２２日 晴 良 （２３新潟５）第３日 第１０競走 ��１，４００�
よ ね や ま

米 山 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５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ６０９，０００円 １７４，０００円 ８７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：１９．０
１：１９．０

良

良

３５ シルクフラッシュ 牡３芦 ５５ 村田 一誠有限会社シルク田島 良保 新冠 中村農場 ４６８＋３２１：２１．５ １０４．０�

５９ ゴーゲッター 牡４鹿 ５７ 松田 大作松元 保氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５３２－ ６１：２１．６� １３．５�
２３ シェルエメール 牝３黒鹿５３ 北村 友一前田 葉子氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２± ０ 〃 クビ ５．９�
１１ ラブグランデー 牝４鹿 ５５ 酒井 学増田 陽一氏 須貝 尚介 新ひだか パラダイス・ファーム ４６０＋ ４ 〃 ハナ ５．８�
６１１ アウトオブオーダー 牡５鹿 ５７ 木幡 初広薗部 博之氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ２１：２１．８１� １３．７�
４８ リバーハイランド 牡４鹿 ５７ 太宰 啓介山上 和良氏 野村 彰彦 日高 藤本ファーム ４７８－ ８ 〃 クビ ４．９�
５１０� リビングストン 牡５青鹿５７ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５０８＋ ４１：２１．９クビ １１．９	
８１６ コスモラングデン 牝３芦 ５３ 吉田 隼人 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 ５１６＋２６ 〃 ハナ ３５．５

８１８ パワフルキリシマ 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋西村新一郎氏 湯窪 幸雄 新ひだか 城地 清満 ４４０＋ ２１：２２．０� ５４．８�
８１７ アイファーハイカラ 牡４黒鹿５７ 松山 弘平中島 稔氏 坪 憲章 新冠 川上牧場 ４５０－ ６１：２２．１� １１２．６�
２４ ロードエアフォース 牡３鹿 ５５ 藤岡 康太 ロードホースクラブ 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４８０＋ ２１：２２．２� １４．１�
７１３ コスモサイキック 牡４青 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 西浦 勝一 新冠 武田 修一 ４７２± ０ 〃 同着 １０．９�
７１４ ウエスタンディオ 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥西川 賢氏 尾形 充弘 新ひだか 北西牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ６．９�
３６ トツゼンノハピネス 牝３栗 ５３ 川須 栄彦小田切 光氏 音無 秀孝 日高 天羽牧場 ４４６＋３２１：２３．２６ １１．３�
６１２ サンライズトラスト 牡７黒鹿５７ 津村 明秀松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４５８－２４１：２３．４１� １１６．６�
１２ � メイショウアカギ 牡４栗 ５７ 高橋 亮松本 好雄氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４５２－２６ 〃 クビ １５３．３�
７１５ グッディグッディ 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗平田牧場 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 ４２８－ ６１：２３．６１� ４７１．３�
４７ スマイルプライズ 牝４鹿 ５５ 中舘 英二飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４１２－ ２１：２４．３４ ２３１．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １６，１４５，６００円 複勝： ３０，１３３，５００円 枠連： １７，２４９，５００円

馬連： ４７，０１０，５００円 馬単： ３０，９３９，７００円 ワイド： ２１，３６７，６００円

３連複： ７２，３１９，９００円 ３連単： １２１，６２２，４００円 計： ３５６，７８８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，４００円 複 勝 � ３，０７０円 � ３５０円 � ２９０円 枠 連（３－５） ４，７４０円

馬 連 �� ６５，５９０円 馬 単 �� １５１，２２０円

ワ イ ド �� １７，２３０円 �� １２，０７０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� １２８，６１０円 ３ 連 単 ��� １，３００，８４０円

票 数

単勝票数 計 １６１４５６ 的中 � １２２４（１３番人気）
複勝票数 計 ３０１３３５ 的中 � ２１７５（１３番人気）� ２３８１６（６番人気）� ３０９４９（３番人気）
枠連票数 計 １７２４９５ 的中 （３－５） ２６９１（２４番人気）
馬連票数 計 ４７０１０５ 的中 �� ５２９（９０番人気）
馬単票数 計 ３０９３９７ 的中 �� １５１（１９３番人気）
ワイド票数 計 ２１３６７６ 的中 �� ３００（８７番人気）�� ４２９（７３番人気）�� ３８１１（１８番人気）
３連複票数 計 ７２３１９９ 的中 ��� ４１５（２４０番人気）
３連単票数 計１２１６２２４ 的中 ��� ６９（１８３９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．１―１１．６―１１．８―１１．７―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．４―２３．１―３４．２―４５．８―５７．６―１：０９．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シルクフラッシュ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 エンドスウィープ デビュー ２０１１．１．９ 京都３着

２００８．５．５生 牡３芦 母 シルキーウィズ 母母 グレイスカップ ６戦２勝 賞金 １８，２０９，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ７頭 エーティーランボー号・カトルズタッチ号・ゴールドエタンセル号・サニーヘイロー号・セルリアンレッド号・

ベリアル号・マックスシャルビー号



３１０３５１０月２２日 晴 良 （２３新潟５）第３日 第１１競走 ��２，０００�
う お の が わ

魚 野 川 特 別
発走１５時２５分 （芝・左・外）

３歳以上，１，０００万円以下，２２．１０．２３以降２３．１０．１６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 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

１１ ネオサクセス 牡４鹿 ５４ 大野 拓弥秋場 清�氏 鈴木 勝美 浦河 秋場牧場 B４６４± ０２：０１．８ ９．９�

３４ サトノタイガー 牡３黒鹿５４ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム ４５８± ０２：０１．９� ６．６�
７１２ ヒラボクインパクト 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人�平田牧場 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 ４６２－１２ 〃 アタマ ７．９�
２２ マッキーバッハ 牡６鹿 ５４ 藤岡 康太薪浦 亨氏 牧田 和弥 門別 浜本牧場 ４８２＋ ６２：０２．１１� ２１．６�
８１４ グッドバニヤン 牡６栃栗５６ 松田 大作津村 靖志氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 ４４８－ ４ 〃 クビ １５．２�
４７ スーパーオービット 牡５鹿 ５５ 太宰 啓介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 静内 服部 牧場 ４４８－ ６２：０２．３１� ６．１	
６１１ ナムラアーガス 牡５黒鹿５４ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４８２± ０２：０２．４� ３１．８

３５ ラヴィンライフ 牡５鹿 ５５ 川須 栄彦 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ４ 〃 アタマ ６．１�
５９ ヤマカツゴールド 牡５栗 ５４ 松山 弘平山田 博康氏 池添 兼雄 三石 猪野毛牧場 ４５２－ ６２：０２．５クビ １０．３
５８ シンボリローレンス �６黒鹿５３ 木幡 初広シンボリ牧場 宗像 義忠 門別 シンボリ牧場 ４８８－ ２ 〃 ハナ ５９．１�
２３ ドリームハッチ 牡５黒鹿５２ 平野 優矢野 和雅氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４８８－ ６２：０２．７１� ８７．０�
４６ メイショウイチバン 牡７鹿 ５５ 中舘 英二松本 和子氏 飯田 明弘 浦河 磯野牧場 B５０８－１２ 〃 クビ ２２．０�
７１３ プ ラ ー ジ ュ 牝５鹿 ５３ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９０＋ ２２：０２．８クビ ４．７�
６１０ クロカンブッシュ 牝７鹿 ５３ 津村 明秀青芝商事� 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４５４－ ４２：０３．０１� １１９．４�
８１５ シルクタイタン 牡５黒鹿５３ 村田 一誠有限会社シルク古賀 慎明 日高 ヤナガワ牧場 ４６６－ ６２：０３．５３ ５４．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２０，１４５，０００円 複勝： ３１，６５７，７００円 枠連： ２６，１３０，５００円

馬連： ９４，２６８，７００円 馬単： ５４，１３８，７００円 ワイド： ３１，５７３，９００円

３連複： １２２，０３８，１００円 ３連単： ２１４，９３６，５００円 計： ５９４，８８９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９９０円 複 勝 � ３４０円 � ３２０円 � ２７０円 枠 連（１－３） １，８２０円

馬 連 �� ３，４００円 馬 単 �� ６，７００円

ワ イ ド �� １，５４０円 �� １，６１０円 �� １，２３０円

３ 連 複 ��� １０，７９０円 ３ 連 単 ��� ６９，０３０円

票 数

単勝票数 計 ２０１４５０ 的中 � １６０７６（６番人気）
複勝票数 計 ３１６５７７ 的中 � ２４０９３（７番人気）� ２６５３２（５番人気）� ３２６４５（４番人気）
枠連票数 計 ２６１３０５ 的中 （１－３） １０６１８（１０番人気）
馬連票数 計 ９４２６８７ 的中 �� ２０４８９（１７番人気）
馬単票数 計 ５４１３８７ 的中 �� ５９７１（３３番人気）
ワイド票数 計 ３１５７３９ 的中 �� ５０４９（２１番人気）�� ４７９７（２３番人気）�� ６３８０（１６番人気）
３連複票数 計１２２０３８１ 的中 ��� ８３５２（３９番人気）
３連単票数 計２１４９３６５ 的中 ��� ２２９８（２６５番人気）

ハロンタイム １３．３―１１．３―１２．４―１２．５―１３．２―１３．１―１２．３―１１．６―１０．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．３―２４．６―３７．０―４９．５―１：０２．７―１：１５．８―１：２８．１―１：３９．７―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．０―３F３３．７
３ ３，１４（４，１２）（２，７）（１，１１）（６，８）５，９（１０，１３）１５ ４ ３，１４（４，１２）（２，７）（１，１１）６，８（１０，５）（９，１３）１５

勝馬の
紹 介

ネオサクセス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１２．１３ 中山３着

２００７．４．３生 牡４鹿 母 ラークスマイル 母母 ラークサンシー １６戦３勝 賞金 ３８，１５７，０００円

３１０３６１０月２２日 晴 良 （２３新潟５）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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

５３．７
５３．７

良

良

３５ � アポロノカンザシ 牝３栗 ５３ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 米 Colts Neck
Stables B４３８－ ２ ５５．３ ９．３�

４８ スイートライラ 牝５栗 ５５ 村田 一誠シンボリ牧場 菊川 正達 静内 シンボリ牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ５．４�
７１４� シルクマタドール 牡７黒鹿５７ 宮崎 北斗有限会社シルク柴田 政人 新冠 ハシモトフアーム ４６６－ ４ ５５．４� ２０．５�
６１２ テイエムアモーレ 牝３鹿 ５３ 小林慎一郎竹園 正繼氏 小島 貞博 浦河 信成牧場 ４７４－１２ ５５．５� １３．２�
１２ サンマルヘイロー 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹相馬 勇氏 佐藤 吉勝 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 B４７６－ ２ 〃 アタマ １９．４�
７１５� コスモアバンティ 牝３芦 ５３ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 上原 博之 米 Stone Farm ４２８＋ ６ ５５．６クビ ８０．６�
５１０ ブラウンマシーン 牡３鹿 ５５ 酒井 学キャピタルクラブ 境 直行 新冠 田鎖牧場 ４６４＋ ４ 〃 アタマ ２６．５	
３６ � フラッパーミク 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 北光牧場 ４７８－ ８ ５５．７� ７４．９

８１７ ソ ム ニ ア 牝４栗 ５５ 川須 栄彦吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４３６＋１６ ５５．９� ３２．５�
６１１ ト レ モ ロ 牡４栗 ５７ 平野 優金子真人ホール

ディングス� 二ノ宮敬宇 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４６６＋２０ ５６．０� ４７．７

２４ � アスターヒューモア 牝３黒鹿５３ 中舘 英二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Fairlawn
Farm ４６８＋ ２ 〃 クビ ２５．３�

１１ � ジャカランダテラス 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人吉田 千津氏 笹田 和秀 豪
Fairway Thorough-
breds, Mr Deborah
Camilleri

４３２－１２ ５６．１� ６．１�
８１６ セイユウハート 牡３鹿 ５５ 津村 明秀松岡 正二氏 鈴木 伸尋 日高 前川 義則 ４４４＋ ２ 〃 クビ ３．４�
５９ エルサフィール 牝５黒鹿５５ 松山 弘平柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 B４８６－１０ ５６．２� ２２５．９�
７１３ アナタノネガイ 牝４栗 ５５ 木幡 初広村田 哲朗氏 坂本 勝美 新ひだか 藤沢牧場 B４６４＋ ２ ５６．３� ３０．０�
８１８� オールエモーション 牝４鹿 ５５ 杉原 誠人栗本 守氏 星野 忍 日高 日高大洋牧場 ４２０＋ ２ ５６．４� １５．２�
４７ ファミリズム 牝５青鹿５５ 藤岡 康太國分 純氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム ４８８－２２ 〃 アタマ １６．４�
２３ マイネエレーナ 牝３鹿 ５３ 北村 友一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム ４２０－ ４ ５６．７１� ７０．４�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，６３７，０００円 複勝： ３４，９５８，１００円 枠連： ２２，６５８，１００円

馬連： ６１，７６０，３００円 馬単： ３８，７１５，３００円 ワイド： ２７，３８１，９００円

３連複： ９４，７３２，０００円 ３連単： １６２，９０７，８００円 計： ４６４，７５０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � ２９０円 � ２００円 � ４８０円 枠 連（３－４） １，７８０円

馬 連 �� ２，１６０円 馬 単 �� ５，０４０円

ワ イ ド �� ７００円 �� ２，７７０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� １４，４２０円 ３ 連 単 ��� ８１，４００円

票 数

単勝票数 計 ２１６３７０ 的中 � １８４４１（４番人気）
複勝票数 計 ３４９５８１ 的中 � ３１３７３（４番人気）� ５４７１８（２番人気）� １６６０１（７番人気）
枠連票数 計 ２２６５８１ 的中 （３－４） ９４２０（８番人気）
馬連票数 計 ６１７６０３ 的中 �� ２１１１６（５番人気）
馬単票数 計 ３８７１５３ 的中 �� ５６７１（１４番人気）
ワイド票数 計 ２７３８１９ 的中 �� １０１９１（４番人気）�� ２３４４（３１番人気）�� ４６４４（１３番人気）
３連複票数 計 ９４７３２０ 的中 ��� ４８５１（４１番人気）
３連単票数 計１６２９０７８ 的中 ��� １４７７（２２７番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．０―１０．６―１０．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．０―３２．６―４３．２

上り４F４３．３－３F３３．３
勝馬の
紹 介

�アポロノカンザシ �
�
父 Ghostzapper �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１０．１０．９ 東京７着

２００８．３．２７生 牝３栗 母 Seeknfind 母母 Seeking the Pearl １３戦２勝 賞金 ２４，８８４，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 テイエムアモーレ号の騎手小林慎一郎は，競走中盤で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６番・４番・２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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハギノハーセルフ号
（非抽選馬） ２頭 エヴァンブルー号・フレンドサンポウ号



（２３新潟５）第３日 １０月２２日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６５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

１７５，９１０，０００円
３，２２０，０００円
３，４１０，０００円
２，０００，０００円
１６，５９０，０００円
５１，６６６，０００円
４，２９０，０００円
１，６３３，５００円

勝馬投票券売得金
１６０，３８１，７００円
２６９，５３４，６００円
１２８，９２７，０００円
４０３，０６５，５００円
２８１，７０４，４００円
１８３，３４９，１００円
５７２，２６２，８００円
１，０３１，９８５，９００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 ３，０３１，２１１，０００円

総入場人員 ９，０７９名 （有料入場人員 ８，０７１名）


