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３１０３７１０月２３日 曇 良 （２３新潟５）第４日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走９時５０分 （ダート・左）

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

中央レコード

１：５６．２
１：５２．０

良

不良

４５ � ミルクディッパー 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆川須 栄彦�ノースヒルズ 北出 成人 米 North Hills

Management ５３０＋ ６１：５５．０レコード ２．３�

７１２ ミレニアムゴールド 牡２芦 ５５ 中舘 英二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム ４５６－ ６ 〃 ハナ ２．３�
５８ コスモスイング 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ４５６－ ２１：５５．５３ ９．４�
６１０ マイネルソウル 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 浦河 谷川牧場 ４９２＋１０１：５５．６� ６８．５�
４６ サンマルリジイ 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人相馬 勇氏 山内 研二 浦河 アイオイファーム ４８２＋ ４１：５５．７� １２．８�
３３ メイスンキャプテン 牡２栗 ５５ 西田雄一郎梅村 浩氏 岩戸 孝樹 日高 木村牧場 B４７２＋ ８１：５６．６５ ４５．７	
３４ ディーエスメジャー 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか 前田 宗将 ５０４＋ ２１：５６．８１� ５８．６

８１３ チ ョ ウ ウ ン 牡２黒鹿 ５５

５２ ▲横山 和生福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 恵比寿牧場 ４８８＋１０１：５７．３３ ２８３．３�
１１ ノ ー プ ラ ン 牝２青鹿 ５４

５３ ☆高倉 稜副島 義久氏 田所 秀孝 日高 三輪 幸子 ４５６－１６ 〃 ハナ ２０．５�
２２ コスモオレオ 牡２鹿 ５５ 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４３８＋ ４１：５８．３６ ７６．１
８１４ コスモレールガン 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 赤石 久夫 ４９６－ ２１：５８．４� ６３．３�
６９ マルサンタイトル 牡２鹿 ５５ 太宰 啓介松井三千年氏 目野 哲也 むかわ 桑原牧場 ４８０－１４１：５９．０３� １４５．１�
７１１ アースリリア 牝２栗 ５４ 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 新ひだか グローリーファーム ４７４＋ ２１：５９．２１� ２６．７�
５７ トウカイジョルノ 牡２芦 ５５

５２ ▲西村 太一内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 中島牧場 ４４４－１４２：０２．３大差 １４５．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８，４１２，７００円 複勝： １５，８５９，０００円 枠連： ６，８７９，０００円

馬連： １９，８５６，７００円 馬単： １７，９７０，８００円 ワイド： １１，０６７，２００円

３連複： ３２，３０５，４００円 ３連単： ６２，３６９，８００円 計： １７４，７２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １４０円 枠 連（４－７） ２１０円

馬 連 �� ２３０円 馬 単 �� ５３０円

ワ イ ド �� １３０円 �� ２７０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� ５２０円 ３ 連 単 ��� １，８１０円

票 数

単勝票数 計 ８４１２７ 的中 � ２９８２０（１番人気）
複勝票数 計 １５８５９０ 的中 � ５２５８８（１番人気）� ４９１３８（２番人気）� １９０３７（３番人気）
枠連票数 計 ６８７９０ 的中 （４－７） ２５１５６（１番人気）
馬連票数 計 １９８５６７ 的中 �� ６４２１９（１番人気）
馬単票数 計 １７９７０８ 的中 �� ２５２７５（２番人気）
ワイド票数 計 １１０６７２ 的中 �� ２９１４２（１番人気）�� ８３３５（２番人気）�� ７９６３（３番人気）
３連複票数 計 ３２３０５４ 的中 ��� ４６７４１（１番人気）
３連単票数 計 ６２３６９８ 的中 ��� ２５５６６（３番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．５―１２．８―１３．６―１２．７―１２．５―１２．８―１２．８―１３．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．４―３７．２―５０．８―１：０３．５―１：１６．０―１：２８．８―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．５―３F３９．０
１
３
５，６，１２（１０，９）（８，１３）４，１４，１１（１，７）３，２・（５，６）１２，１０，８，９，４（１１，１３）（１，３，１４，２）－７

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

勝馬の
紹 介

�ミルクディッパー �
�
父 Dynaformer �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．８．２１ 新潟３着

２００９．２．２１生 牡２黒鹿 母 Love Walked In 母母 Phone Chatter ４戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔その他〕 トウカイジョルノ号は，１着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※コスモオレオ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

３１０３８１０月２３日 曇 良 （２３新潟５）第４日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時１５分 （芝・直線）

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

５５．４
５５．４

良

良

７１３ ミ ス ネ バ ー 牝２栗 ５４ 上村 洋行澤 洋氏 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４５０＋ ８ ５６．５ １６．６�

８１７ カルナヴァレ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 前田牧場 ４４６＋１２ ５６．８１� ５．３�
７１４ プレシャスペスカ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４４６－ ２ ５７．０１� ２．７�
６１２ エキゾチックバニラ 牝２芦 ５４ 木幡 初広 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４４０± ０ ５７．１� ４．６�
６１１ コスモティアラ 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豊浦 飯原牧場 B４３４－ ４ ５７．３１� １９．１�
８１８ シゲルコウギョク 牡２鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦森中 蕃氏 田中 章博 平取 船越 伸也 ４６０＋ ８ 〃 クビ ４１．９�
５１０ カシノアゲート 牡２黒鹿５５ 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 村下農場 ４５８＋１２ 〃 ハナ ５３．９	
３５ ハルピュイア 牝２芦 ５４ 荻野 琢真�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４４２＋ ２ ５７．５１� １００．２

１１ カルメンズサン 牡２栗 ５５

５２ ▲横山 和生 �荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ
アーム ４４８＋ ４ ５７．８２ １９９．８�

５９ アポロライダー 牡２鹿 ５５
５２ ▲西村 太一アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか へいはた牧場 ４４０＋１２ 〃 アタマ ２７．４�

３６ ハハノオモイノセテ 牝２鹿 ５４
５１ ▲花田 大昂西村新一郎氏 中野 栄治 鹿児島 釘田 義美 ４００＋ ６ ５８．１２ ２３７．３

８１６ ラッキーニューデイ 牝２鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 ４３２－ ６ ５８．２クビ １２３．５�

４８ フォーマリスト 牡２青鹿 ５５
５２ ▲小野寺祐太 �スピードファーム 和田 正道 むかわ 渡辺 隆 ４６０＋１０ ５８．４� ２８．０�

４７ ボクノテンシ 牝２鹿 ５４
５１ ▲菅原 隆一�大道牧場 保田 一隆 新ひだか 森 政巳 ４００－ ４ 〃 ハナ １０４．０�

７１５ モズブラッド 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人北側 雅司氏 矢作 芳人 日高 目黒牧場 B４３８＋１０ ５８．６１� １０．８�
２３ ティアラメンデル 牝２芦 ５４ 酒井 学服部 新平氏 日吉 正和 浦河 鮫川フアーム ４２０－ ６ ５８．８１� １８５．４�
１２ クラウンエレガンス 牝２栗 ５４

５１ ▲水口 優也矢野 悦三氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 ３６６－２０ ５９．２２� ３４０．８�
２４ テンジンローレン 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優�テンジン 矢野 照正 新ひだか 三石橋本牧場 ３９４－ ６ ５９．９４ ８．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ８，８２２，０００円 複勝： １３，６２０，９００円 枠連： ９，０２２，１００円

馬連： ２０，８４８，８００円 馬単： １５，９３４，８００円 ワイド： ９，９８８，２００円

３連複： ３１，６８９，５００円 ３連単： ５１，０６５，５００円 計： １６０，９９１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６６０円 複 勝 � ４００円 � ２００円 � １５０円 枠 連（７－８） ４８０円

馬 連 �� ５，３５０円 馬 単 �� １３，３８０円

ワ イ ド �� １，７２０円 �� ７００円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ４，２３０円 ３ 連 単 ��� ４１，２８０円

票 数

単勝票数 計 ８８２２０ 的中 � ４２１２（６番人気）
複勝票数 計 １３６２０９ 的中 � ６８５３（７番人気）� １８３９８（３番人気）� ３１７１４（１番人気）
枠連票数 計 ９０２２１ 的中 （７－８） １４１０１（２番人気）
馬連票数 計 ２０８４８８ 的中 �� ２８７８（１８番人気）
馬単票数 計 １５９３４８ 的中 �� ８７９（４４番人気）
ワイド票数 計 ９９８８２ 的中 �� １２８６（２３番人気）�� ３３７４（８番人気）�� ９６２８（１番人気）
３連複票数 計 ３１６８９５ 的中 ��� ５５３８（１３番人気）
３連単票数 計 ５１０６５５ 的中 ��� ９１３（１１９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．１―１０．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．６―３３．７―４４．４

上り４F４４．４－３F３３．９
勝馬の
紹 介

ミ ス ネ バ ー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス デビュー ２０１１．８．２８ 小倉５着

２００９．２．２４生 牝２栗 母 ネバーネバー 母母 パラストアゲイン ３戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンジンローレン号は，平成２３年１１月２３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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ディアサルーテ号
（非抽選馬） ２頭 クリノショータイム号・リトルボス号

第５回　新潟競馬　第４日



３１０３９１０月２３日 曇 良 （２３新潟５）第４日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時４０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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

３５ ハニーメロンチャン 牝４栗 ５５
５２ ▲藤懸 貴志松岡 隆雄氏 平田 修 新冠 松本 信行 ４８４＋２０１：１１．６ １１．６�

２２ イルドロール 牝５栗 ５５ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 新冠 追分ファーム ４８８＋ ４ 〃 ハナ ５．２�
６１１ プリマベーラシチー 牝４栗 ５５

５２ ▲平野 優 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 日高 富川田中牧場 B４６６± ０１：１１．９１� １４．４�
４７ グローリーステップ 牝４鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦 �社台レースホース加藤 征弘 安平 追分ファーム ４６４－ ２ 〃 アタマ ４．５�
８１４ トップオブザヘヴン 牝４黒鹿５５ 津村 明秀�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４５８－ ８ 〃 クビ ６．０�
７１２ トウケイカガヤキ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲花田 大昂木村 信彦氏 飯田 明弘 えりも エクセルマネジメント ４５０＋ ４１：１２．０� １４５．２	
６１０ テングジョウ 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８２＋ ２１：１２．１クビ ４６．４

１１ リ ズ モ ア 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４２６－ ４ 〃 クビ ２６．５�
２３ サマーコード 牝４鹿 ５５ 太宰 啓介石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４３２－ ６１：１２．２� ６．１
７１３ トレノローザ 牝４鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４３０＋ ２１：１２．３クビ ７．４�
３４ � メ グ チ ャ ン 牝４黒鹿５５ 中舘 英二大澤 毅氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 ４３８－２５１：１２．４� ３９．３�
５９ サンマルプリンセス 牝４鹿 ５５ 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５２＋１２１：１３．１４ １７．８�
８１５ プリンシプルレディ 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也�大北牧場 伊藤 圭三 浦河 大北牧場 B４５０＋ ６１：１３．２� １５８．７�
５８ ホリデイトウショウ 牝３鹿 ５３

５０ ▲横山 和生トウショウ産業� 小桧山 悟 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４５８－ ２１：１３．３� ５８．６�
４６ ニシノカーリー 牝３鹿 ５３

５２ ☆高倉 稜西山 茂行氏 田村 康仁 むかわ 西山牧場 ４２２± ０１：１３．５１� １８．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ８，６５７，２００円 複勝： １４，０４８，４００円 枠連： ６，７９０，５００円

馬連： １９，８１６，４００円 馬単： １４，６８９，４００円 ワイド： ９，９５１，６００円

３連複： ２９，９６２，２００円 ３連単： ４７，２７７，０００円 計： １５１，１９２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１６０円 複 勝 � ３７０円 � ２２０円 � ４８０円 枠 連（２－３） １，２６０円

馬 連 �� ２，８４０円 馬 単 �� ６，４５０円

ワ イ ド �� １，０５０円 �� ２，９９０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� １３，２８０円 ３ 連 単 ��� ７８，９４０円

票 数

単勝票数 計 ８６５７２ 的中 � ５８９５（６番人気）
複勝票数 計 １４０４８４ 的中 � ９６７１（７番人気）� １９６９０（３番人気）� ６９６５（８番人気）
枠連票数 計 ６７９０５ 的中 （２－３） ３９７９（４番人気）
馬連票数 計 １９８１６４ 的中 �� ５１６７（１０番人気）
馬単票数 計 １４６８９４ 的中 �� １６８２（２３番人気）
ワイド票数 計 ９９５１６ 的中 �� ２４１０（１１番人気）�� ８０１（３７番人気）�� １５８２（２２番人気）
３連複票数 計 ２９９６２２ 的中 ��� １６６６（５１番人気）
３連単票数 計 ４７２７７０ 的中 ��� ４４２（２８５番人気）

ハロンタイム １１．７―１０．５―１１．６―１２．３―１２．２―１３．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．７―２２．２―３３．８―４６．１―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハニーメロンチャン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１．１１ 京都１着

２００７．３．２７生 牝４栗 母 エピーメロン 母母 ピースフルワールド １０戦３勝 賞金 ２１，０００，０００円
〔制裁〕 ホリデイトウショウ号の騎手横山和生は，３コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金５０，０００円。（１０番への進

路影響）

３１０４０１０月２３日 曇 良 （２３新潟５）第４日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１１時１０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

７７ ファンタズミック 牡３鹿 ５５ 丸田 恭介大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４９８± ０１：５２．９ ２７．２�

８１０� サダルメリク 牡４鹿 ５７
５４ ▲藤懸 貴志前田 幸治氏 武田 博 米 Marianne

C Chess ４７６－ ６１：５３．２１� ７．８�
６６ ハリウッドスター 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹吉田 照哉氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ５２８＋１６ 〃 クビ ３．７�
１１ ロードエフォール 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４８４－ ４１：５３．５１� ２２．５�
７８ サンライズドバイ 牡３芦 ５５ 荻野 琢真松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４８４－ ８１：５３．９２	 １０５．５�
５５ �
 エアレモネード 牝４栗 ５５ 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-

ter Farm ４５２＋ ８１：５４．０� ６４．３�
３３ メイショウイッシン 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ５０４－ ６１：５４．２１� １５．９	
８９ サクラシザーズ 牡６鹿 ５７

５４ ▲横山 和生�さくらコマース菊沢 隆徳 静内 原 武久 ５０４＋ ２１：５４．８３	 １３５．３

４４ レオプレシャス 牡４黒鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦�レオ 堀 宣行 浦河 酒井牧場 B４７６＋ ４１：５５．５４ １．５�
２２ マイネルマルゴー 牡３栗 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 池田 新田牧場 B４９２＋１２ 〃 クビ ４１．６�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，８５１，３００円 複勝： ３６，１３４，５００円 枠連： ５，４８７，８００円

馬連： １９，８６７，４００円 馬単： ２１，４２１，３００円 ワイド： １１，２３８，４００円

３連複： ２８，４８４，１００円 ３連単： ７４，９３０，０００円 計： ２１０，４１４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７２０円 複 勝 � ６８０円 � ２８０円 � ２８０円 枠 連（７－８） ３，１９０円

馬 連 �� ５，６１０円 馬 単 �� １５，３５０円

ワ イ ド �� １，２３０円 �� １，１９０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ７，４５０円 ３ 連 単 ��� ８１，４５０円

票 数

単勝票数 計 １２８５１３ 的中 � ３７３１（６番人気）
複勝票数 計 ３６１３４５ 的中 � １２３９６（５番人気）� ３６３９８（２番人気）� ３６３９１（３番人気）
枠連票数 計 ５４８７８ 的中 （７－８） １２７１（１０番人気）
馬連票数 計 １９８６７４ 的中 �� ２６１６（１５番人気）
馬単票数 計 ２１４２１３ 的中 �� １０３０（３１番人気）
ワイド票数 計 １１２３８４ 的中 �� ２１６４（１４番人気）�� ２２４０（１２番人気）�� ６８２９（４番人気）
３連複票数 計 ２８４８４１ 的中 ��� ２８２３（２２番人気）
３連単票数 計 ７４９３００ 的中 ��� ６７９（１７１番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１２．１―１２．９―１２．５―１２．８―１３．１―１２．８―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．５―３５．６―４８．５―１：０１．０―１：１３．８―１：２６．９―１：３９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．９―３F３９．１
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファンタズミック 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．２．１９ 京都５着

２００８．４．２４生 牡３鹿 母 ティエッチグリーン 母母 Confirmed Dancer ８戦２勝 賞金 １２，６３０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 エアレモネード号の騎手藤岡康太は，病気のため松田大作に変更。



３１０４１１０月２３日 曇 良 （２３新潟５）第４日 第５競走 ��１，６００�サラブレッド系２歳
発走１１時４０分 （芝・左・外）

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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

６１２ シンワクイーン 牝２鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜若尾 昭一氏 田村 康仁 新ひだか 本桐牧場 ４５４ ―１：３６．６ １２．７�

５１０ フクノハツヒメ 牝２鹿 ５４ 青木 芳之福島 実氏 鹿戸 雄一 浦河 バンブー牧場 ４３４ ― 〃 クビ １７．１�
１２ フ ィ ア レ ス 牝２栗 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４４２ ―１：３７．０２� １４．９�
７１４ アラカメジョウ 牝２鹿 ５４ 太宰 啓介�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３８ ―１：３７．５３ ６１．１�
６１１ アスペンゴールド 牝２栗 ５４ 中舘 英二�G１レーシング 久保田貴士 新ひだか 追分ファーム ４３２ ― 〃 アタマ ６．２�
４７ トーセンヴェール 牝２青鹿５４ 大野 拓弥島川 	哉氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４６４ ―１：３７．７１� １０．８

８１６ フジマーガレット 牝２青 ５４ 宮崎 北斗山本 茂氏 武藤 善則 新ひだか 元道牧場 ４３４ ― 〃 クビ ５２．０�
３６ フ リ ザ ン テ 牝２鹿 ５４ 的場 勇人林 正道氏 的場 均 新冠 ヒノデファーム ５１０ ―１：３７．８� １３．５�
５９ ガ ー ヴ ィ 牝２鹿 ５４ 上村 洋行吉田 和美氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ４２２ ―１：３８．０１� ５．１
８１７ ヴ ェ ル ー テ 牝２鹿 ５４

５１ ▲平野 優名古屋友豊� 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ３９２ ―１：３８．１� ４５．３�
２４ ショウナンカリオン 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム ４１０ ― 〃 アタマ １９．６�
７１３ バートラムガーデン 牝２鹿 ５４ 津村 明秀�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４４８ ―１：３８．２クビ ４．３�
１１ サクラオルティア 牝２栃栗５４ 勝浦 正樹�さくらコマース伊藤 大士 新ひだか 伊藤 敏明 ４３２ ― 〃 アタマ ３９．１�
３５ サ ホ ツ バ キ 牝２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一楠本 勝美氏 尾関 知人 新冠 競優牧場 ４０８ ―１：３８．４１� １２６．８�
２３ ケイツーナンナ 牝２鹿 ５４ 千葉 直人楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 ハシモトフアーム ４６８ ―１：３８．７２ ２５０．４�
７１５ オンワードリベルタ 牝２鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太�オンワード牧場 菅原 泰夫 浦河 オンワード牧場 ４３８ ―１：３９．２３ １９９．０�
４８ メ カ マ ハ ロ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人古賀 和夫氏 牧 光二 平取 坂東牧場 ４６２ ―１：３９．３� ９．３�
８１８ バ イ ポ ー ラ 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介上野 直樹氏 伊藤 大士 様似 �村 伸一 ４２４ ― 〃 クビ ２４．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，９２８，７００円 複勝： １６，８７９，０００円 枠連： １３，１６４，５００円

馬連： ２５，９０７，６００円 馬単： １６，９８６，７００円 ワイド： １２，５４１，５００円

３連複： ３８，３１８，８００円 ３連単： ５７，６７１，６００円 計： １９４，３９８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２７０円 複 勝 � ４６０円 � ４２０円 � ４００円 枠 連（５－６） ７８０円

馬 連 �� ６，２９０円 馬 単 �� １２，８６０円

ワ イ ド �� ２，１２０円 �� ２，３７０円 �� ２，６２０円

３ 連 複 ��� ２８，３１０円 ３ 連 単 ��� １４８，８２０円

票 数

単勝票数 計 １２９２８７ 的中 � ８０７３（６番人気）
複勝票数 計 １６８７９０ 的中 � ９６６０（８番人気）� １０５６０（７番人気）� １１４３６（６番人気）
枠連票数 計 １３１６４５ 的中 （５－６） １２５７１（１番人気）
馬連票数 計 ２５９０７６ 的中 �� ３０４０（２９番人気）
馬単票数 計 １６９８６７ 的中 �� ９７５（５８番人気）
ワイド票数 計 １２５４１５ 的中 �� １４６３（２９番人気）�� １３０２（３１番人気）�� １１７８（３８番人気）
３連複票数 計 ３８３１８８ 的中 ��� ９９９（１０６番人気）
３連単票数 計 ５７６７１６ 的中 ��� ２８６（５５９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．８―２４．２―３６．８―５０．０―１：０２．８―１：１４．３―１：２４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．６―３F３３．８
３ １２，１０，２（３，１３）（４，８，６）５（１，１４）（７，１１，１６）－（１７，９）－１８，１５ ４ １２，１０，２（３，１３）（４，８，６）（５，１４）１，１１（７，１６）９，１７，１８－１５

勝馬の
紹 介

シンワクイーン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 ジェイドロバリー 初出走

２００９．３．１７生 牝２鹿 母 シンワロバリー 母母 スワンプキャット １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ショウナンカリオン号の騎手藤岡康太は，病気のため川須栄彦に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 コウギョウグリン号

３１０４２１０月２３日 曇 良 （２３新潟５）第４日 第６競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３０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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

２２ ス パ ラ ー ト 牡５黒鹿５７ 宮崎 北斗 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B４５６＋ ７１：１１．６ １０．８�

７１３ アルマリンピア 牝３鹿 ５３
５２ ☆川須 栄彦飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋ ２１：１１．９２ ２．２�

６１１ アルセーヌシチー 牡５鹿 ５７ 千葉 直人 �友駿ホースクラブ 平井 雄二 浦河 アイオイファーム ４９６＋ ６ 〃 クビ ５．０�
６１０ フローラルホール 牝３鹿 ５３ 黛 弘人小池 依子氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４６４－ ８１：１２．３２� ８．１�
５９ セクシイスイート 牝３鹿 ５３

５０ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４９４－２４１：１２．７２� ７６．６�
２３ ナムラアトラクト 牝４鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 和明 ４８２－ ２１：１２．８� ５．９	
１１ トウカイギアー 牡３鹿 ５５

５２ ▲高嶋 活士内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４７６＋ ６ 〃 ハナ ７１．７

８１５ ヤマニンアルシェ 牡３鹿 ５５

５２ ▲水口 優也土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 ５０６± ０１：１２．９クビ ５３．５�
５８ ボウシュウローズ 牝３黒鹿５３ 荻野 琢真吉田都枝江氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 ４７２－ ４１：１３．０� ３８．２�
３５ ヒアズルッキング �３鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太 �キャロットファーム 伊藤 圭三 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０－ ２ 〃 クビ ２４．９

３４ ベンジャミン 牡３青鹿 ５５
５２ ▲藤懸 貴志福本 圭佐氏 池添 兼雄 新ひだか 矢野牧場 ４９４＋ ８１：１３．１クビ １７．２�

８１４� ニンジンガスキ 牝４鹿 ５５
５２ ▲西村 太一小田切有一氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 ５００＋２５１：１３．３１ １４３．６�

４６ スターリバイバル 牡５栗 ５７
５４ ▲菅原 隆一�出口牧場 境 征勝 日高 出口牧場 ５１２± ０１：１３．４� １２０．９�

７１２� メイショウヤグラ 牡４鹿 ５７ 田中 健松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 秋場牧場 ４９２± ０１：１３．７２ ９３．３�
４７ ワイズアンドクール 牡３黒鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４８０± ０１：１４．０１� ５７．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １３，０４１，０００円 複勝： １８，９１３，８００円 枠連： １０，３２８，１００円

馬連： ２２，８２６，１００円 馬単： １７，９２４，２００円 ワイド： １２，１４３，２００円

３連複： ３４，３１６，７００円 ３連単： ６２，６５５，５００円 計： １９２，１４８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０８０円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（２－７） ４９０円

馬 連 �� １，１８０円 馬 単 �� ２，９８０円

ワ イ ド �� ５３０円 �� ７００円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� １，６８０円 ３ 連 単 ��� １４，７１０円

票 数

単勝票数 計 １３０４１０ 的中 � ９５９０（５番人気）
複勝票数 計 １８９１３８ 的中 � １５０５８（５番人気）� ６５１００（１番人気）� ２６９４５（２番人気）
枠連票数 計 １０３２８１ 的中 （２－７） １５８２８（２番人気）
馬連票数 計 ２２８２６１ 的中 �� １４３８９（４番人気）
馬単票数 計 １７９２４２ 的中 �� ４４５２（８番人気）
ワイド票数 計 １２１４３２ 的中 �� ５５７５（５番人気）�� ４０３７（７番人気）�� ９３８５（２番人気）
３連複票数 計 ３４３１６７ 的中 ��� １５０７７（３番人気）
３連単票数 計 ６２６５５５ 的中 ��� ３１４４（２９番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．８―１１．５―１２．３―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．８―３４．３―４６．６―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス パ ラ ー ト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００８．９．７ 新潟１着

２００６．４．２３生 牡５黒鹿 母 ビワプランサー 母母 ノーザンプランサー ２７戦３勝 賞金 ４６，５５３，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔騎手変更〕 ヤマニンアルシェ号の騎手花田大昂は，負傷のため水口優也に変更。



３１０４３１０月２３日 雨 良 （２３新潟５）第４日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００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

２２ タケルハヤテ 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４４６－ ６１：５３．５ ２．９�

６６ コスモイーチタイム 牡３栗 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４４６＋ ６ 〃 ハナ ２．６�
７８ ニューレジェンド 牡３青 ５５ 吉田 隼人青山 洋一氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ５３２＋ ４ 〃 ハナ ６．７�
８１１� バ ル ト ー ロ �４鹿 ５７ 丸田 恭介 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４３２－１２１：５３．８１� ８．６�
８１０� ワンダーストラ 牡４栗 ５７

５４ ▲水口 優也山本 信行氏 河内 洋 浦河 林 孝輝 ５０４－ ４１：５４．５４ １７８．３�
４４ エメラルドインディ 牝３栗 ５３ 古川 吉洋�大樹ファーム 高柳 瑞樹 浦河 杵臼牧場 ４４４－ ２１：５４．７１� ２３．０�
５５ シンボリプロキオン 牡８栗 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 高橋 祥泰 門別 和田農林（有） ５１４－ ６１：５５．１２� ４１．７	
６７ アイアムノココロ 牝４青鹿５５ 村田 一誠堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４４０－１０１：５５．５２� １０．４

１１ テイケイプリオール 牡６黒鹿５７ 酒井 学兼松 忠男氏 大橋 勇樹 三石 折手牧場 ４６２＋ ９１：５５．９２� ８１．０�
３３ � クリノワンチャンス 牝３芦 ５３

５０ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４３４＋ ４１：５６．２２ ２３０．２�
７９ セイカカリンバ �６黒鹿５７ 中舘 英二久米 大氏 小野 次郎 静内 タイヘイ牧場 B４４８－ ４１：５６．４� １４．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： １１，５３５，３００円 複勝： １５，６９６，２００円 枠連： ８，１０５，７００円

馬連： ２０，１９５，６００円 馬単： １８，４１２，７００円 ワイド： １０，４３０，９００円

３連複： ２９，９５６，９００円 ３連単： ６２，８１５，１００円 計： １７７，１４８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １８０円 枠 連（２－６） ２５０円

馬 連 �� ３５０円 馬 単 �� ７３０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ３８０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ８６０円 ３ 連 単 ��� ２，９５０円

票 数

単勝票数 計 １１５３５３ 的中 � ３１４０３（２番人気）
複勝票数 計 １５６９６２ 的中 � ４３７２２（１番人気）� ４００６９（２番人気）� １５８８６（３番人気）
枠連票数 計 ８１０５７ 的中 （２－６） ２４１７７（１番人気）
馬連票数 計 ２０１９５６ 的中 �� ４３３５１（１番人気）
馬単票数 計 １８４１２７ 的中 �� １８７９４（１番人気）
ワイド票数 計 １０４３０９ 的中 �� ２０９３４（１番人気）�� ５８３７（５番人気）�� ６１６５（４番人気）
３連複票数 計 ２９９５６９ 的中 ��� ２５９２７（３番人気）
３連単票数 計 ６２８１５１ 的中 ��� １５７５１（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．２―３６．７―４９．７―１：０２．９―１：１５．８―１：２８．８―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３７．７
１
３

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

２
４

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

タケルハヤテ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１１．３．６ 中山５着

２００８．３．２０生 牡３鹿 母 リキオリンピア 母母 Opera Queen ６戦２勝 賞金 １７，１２０，０００円
〔騎手変更〕 テイケイプリオール号の騎手藤岡康太は，病気のため酒井学に変更。

３１０４４１０月２３日 雨 良 （２３新潟５）第４日 第８競走 ��１，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

７１３ タイキエイワン 牝４黒鹿５５ 荻野 琢真�大樹ファーム 田中 章博 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４５６－ ４１：３５．２ １４．５�

７１４ ハイフィールド 牝５鹿 ５５ 酒井 学服部 新平氏 日吉 正和 新ひだか へいはた牧場 ４３４± ０１：３５．４１� １１．０�
８１７ ヒダカアルテミス 牝３栗 ５３ 上村 洋行�辻牧場 栗田 徹 浦河 辻 牧場 ４８８± ０１：３５．５� ２８．０�
３６ � シークレットベース 牝３鹿 ５３

５２ ☆川須 栄彦山口 春夫氏 和田正一郎 日高 旭 牧場 ４４０＋ ２１：３５．６� ９．２�
５１０ ファビュラスセンス 牝５栗 ５５ 中舘 英二 �グリーンファーム 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４３４＋ ２１：３５．７� ３．３�
４７ ソルプリマベラ 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生小河 一	氏 国枝 栄 平取 清水牧場 ４２４＋ ２１：３５．８� ３３．８

７１５ レッドマーベル 牝３鹿 ５３ 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４８６＋ ２ 〃 クビ ２５．７�
６１２� クサナギノツルギ 牝４栗 ５５ 黛 弘人林 邦良氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４３８＋１１１：３５．９クビ ５１．０�
５９ ク リ ア キ ー 牝４鹿 ５５ 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム ４４４＋１６ 〃 クビ ８０．０
８１８� ハイレイヤー 牝４鹿 ５５

５２ ▲平野 優 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ４７６＋１２１：３６．０クビ ８．７�
２４ スターコレクション 牝３青 ５３ 松田 大作 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４５０＋ ２ 〃 ハナ ４．７�
３５ セレブリティ 牝３鹿 ５３ 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４８４＋３０ 〃 アタマ ６．４�
４８ カルテブランシェ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 杵臼牧場 ４６０＋ ８１：３６．１� ４８．５�
６１１ セントアンズ 牝４栗 ５５ 大野 拓弥吉橋 計氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４６２＋１２１：３６．３１� ６１．５�
１２ ト ス カ ー ナ 牝３栗 ５３

５２ ☆高倉 稜 H.R.H．プリンセス・ハヤ 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４５８－ ２１：３７．３６ ９２．３�

８１６ ベルモントカントル 牝３黒鹿 ５３
５０ ▲小野寺祐太 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ４５６＋ ４ 〃 ハナ ６０．９�
２３ � ケンエピソード 牝３鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人中西 宏彰氏 星野 忍 新冠 有限会社 ケ
ンブリッジバレー ４４６＋ ９１：３７．５１� ４３１．０�

１１ � レディオブトゥデイ 牝３黒鹿５３ 村田 一誠小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 須崎牧場 ４０４－３５１：４０．０大差 １６２．３�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，８５１，７００円 複勝： １９，３０３，５００円 枠連： １１，７００，７００円

馬連： ２７，４５４，１００円 馬単： １８，６０９，４００円 ワイド： １３，０１２，３００円

３連複： ４１，６４６，４００円 ３連単： ７１，８６９，１００円 計： ２１６，４４７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ４２０円 � ２９０円 � ６２０円 枠 連（７－７） ２，８７０円

馬 連 �� ４，４５０円 馬 単 �� １０，２３０円

ワ イ ド �� １，３１０円 �� ５，１００円 �� ３，４３０円

３ 連 複 ��� ４５，４００円 ３ 連 単 ��� ２０５，５８０円

票 数

単勝票数 計 １２８５１７ 的中 � ６９９６（７番人気）
複勝票数 計 １９３０３５ 的中 � １２０１１（７番人気）� １９３１３（４番人気）� ７５９８（８番人気）
枠連票数 計 １１７００７ 的中 （７－７） ３０１１（１１番人気）
馬連票数 計 ２７４５４１ 的中 �� ４５５６（１７番人気）
馬単票数 計 １８６０９４ 的中 �� １３４３（４１番人気）
ワイド票数 計 １３０１２３ 的中 �� ２５２７（１６番人気）�� ６１８（５１番人気）�� ９２４（３４番人気）
３連複票数 計 ４１６４６４ 的中 ��� ６７７（１２７番人気）
３連単票数 計 ７１８６９１ 的中 ��� ２５８（５７８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．２―１２．７―１２．５―１１．６―１０．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．５―２３．５―３５．７―４８．４―１：００．９―１：１２．５―１：２３．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキエイワン �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 Cure the Blues デビュー ２００９．７．１１ 阪神１７着

２００７．２．６生 牝４黒鹿 母 ヤエノジョオー 母母 リンクスオブゴールド １５戦２勝 賞金 ２３，６１０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レディオブトゥデイ号は，平成２３年１１月２３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ラブフール号



３１０４５１０月２３日 雨 良 （２３新潟５）第４日 第９競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５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

８９ アドマイヤジャガー 牡４鹿 ５７
５６ ☆川須 栄彦近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ６１：５２．３ ２．６�

３３ アリゾナアベニュー 牡６青鹿５７ 丸田 恭介諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 浦河 酒井牧場 ５０８＋ ４１：５２．５１� １９．０�
２２ エンジンゼンカイ 牡３鹿 ５５ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６８± ０１：５２．８２ ４．５�
７８ シベリアンファクト 牡４栗 ５７ 西田雄一郎藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 ４７４－ ４１：５３．３３ ９．１�
６６ ドラゴンアルテマ 牡４青 ５７ 古川 吉洋窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４８８± ０１：５４．３６ ３．３�
４４ � ヨシステップ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥村山 義一氏 谷原 義明 日高 細川牧場 ４６０± ０１：５４．８３ ５７．１�
７７ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５５ 津村 明秀小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 B４６２＋ ２１：５５．３３ ５１．７	
５５ ヤマニンクラバット 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人土井 肇氏 佐藤 吉勝 浦河 廣田 伉助 ４８０± ０１：５６．５７ ７．８

８１０� クリノマドンナ 牝３鹿 ５３

５０ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 星野 忍 新ひだか 山野牧場 ４３４－ ２１：５６．８１� １５８．５�
１１ � メイショウホオズキ 牝５栗 ５５ 高橋 亮松本 和子氏 高橋 隆 日高 日西牧場 ４７２＋１２１：５７．５４ １０５．４�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １２，７４９，８００円 複勝： １９，７０３，１００円 枠連： ７，１３９，７００円

馬連： ２７，４６９，４００円 馬単： ２１，６２７，６００円 ワイド： １１，３５８，０００円

３連複： ３４，０９８，１００円 ３連単： ８５，５４２，８００円 計： ２１９，６８８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １４０円 � ４４０円 � １８０円 枠 連（３－８） ２，２９０円

馬 連 �� ２，１９０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド �� ８２０円 �� ３３０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ２，６８０円 ３ 連 単 ��� １５，３１０円

票 数

単勝票数 計 １２７４９８ 的中 � ３９１４０（１番人気）
複勝票数 計 １９７０３１ 的中 � ４７６９４（２番人気）� ８４０３（６番人気）� ３０６８２（３番人気）
枠連票数 計 ７１３９７ 的中 （３－８） ２３０５（１１番人気）
馬連票数 計 ２７４６９４ 的中 �� ９２５９（１１番人気）
馬単票数 計 ２１６２７６ 的中 �� ５５０４（１５番人気）
ワイド票数 計 １１３５８０ 的中 �� ３２４２（１２番人気）�� ９７６７（３番人気）�� ２６８９（１３番人気）
３連複票数 計 ３４０９８１ 的中 ��� ９３９９（１１番人気）
３連単票数 計 ８５５４２８ 的中 ��� ４１２５（５７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２４．２―３６．２―４９．３―１：０１．７―１：１４．１―１：２６．８―１：３８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．６―３F３８．２
１
３
２，９，１０（１，３）（６，８）（４，５）７・（２，９）８，３（４，６）（７，５）１０－１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤジャガー 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２００９．８．２３ 札幌６着

２００７．３．１９生 牡４鹿 母 レジェンドトレイル 母母 ハッピートレイルズ １４戦３勝 賞金 ２３，０５３，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウホオズキ号は，平成２３年１１月２３日まで平地競走に出走できない。

３１０４６１０月２３日 曇 良 （２３新潟５）第４日 第１０競走 ��
��２，２００�

い わ ふ ね

岩 船 特 別
発走１４時４０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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：１１．６
２：１０．１

良

良

３３ サトノシュレン 牡３黒鹿５４ 川須 栄彦里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 ４６８± ０２：１３．９ ７．７�

７９ ダイワリューリン 牡３黒鹿５４ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５３０± ０２：１４．９６ ４．４�
５５ ティキマハロ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二萬納寺正清氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４９４－ ８ 〃 アタマ ４．０�
６６ アンバーシェード 牡３黒鹿５４ 酒井 学 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム ５３０＋１６ 〃 クビ ４．８�
６７ クリーンメタボ 牡３黒鹿５４ 丸田 恭介石橋 和夫氏 清水 英克 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ６２：１５．０クビ ２０．２�
１１ ゴーゴーヒュウガ 牡３鹿 ５４ 松田 大作永井 啓弍氏 須貝 尚介 新ひだか 北海道静内農業高等学校 ４５４＋ ６ 〃 クビ ２８．０�
４４ エルヴィスバローズ 牡３鹿 ５４ 村田 一誠猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７０－ ８ 〃 同着 ４７．２	
７８ � サクラエンブレム 牡４青 ５７ 荻野 琢真
さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ５１０＋ ４２：１５．２１� ２５．３�
２２ ヴェラシティ 牡３栗 ５４ 勝浦 正樹臼田 浩義氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム B４７８＋１６２：１５．３	 １３．３�
８１１ ヤマニンシャスール 牡４鹿 ５７ 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 福山牧場 ４８４＋ ２２：１５．５１� ５．５
８１０ フローリストライフ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４３８－１０２：１５．９２
 ２７．０�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，６３９，５００円 複勝： ２６，７８８，０００円 枠連： １０，９１２，９００円

馬連： ４３，９７６，４００円 馬単： ２９，３１９，１００円 ワイド： １８，５８１，３００円

３連複： ５５，２５４，３００円 ３連単： １１２，６１９，４００円 計： ３１４，０９０，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７７０円 複 勝 � ２４０円 � １６０円 � １８０円 枠 連（３－７） １，４７０円

馬 連 �� １，９２０円 馬 単 �� ４，５８０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ７７０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� ２，８２０円 ３ 連 単 ��� ２２，３００円

票 数

単勝票数 計 １６６３９５ 的中 � １７２２０（５番人気）
複勝票数 計 ２６７８８０ 的中 � ２５０９２（５番人気）� ４９９７６（２番人気）� ４１８６１（３番人気）
枠連票数 計 １０９１２９ 的中 （３－７） ５４９３（７番人気）
馬連票数 計 ４３９７６４ 的中 �� １６９２５（７番人気）
馬単票数 計 ２９３１９１ 的中 �� ４７２７（２１番人気）
ワイド票数 計 １８５８１３ 的中 �� ６０８４（８番人気）�� ５７６９（１１番人気）�� １２３２２（３番人気）
３連複票数 計 ５５２５４３ 的中 ��� １４５１１（７番人気）
３連単票数 計１１２６１９４ 的中 ��� ３７２８（７４番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．０―１１．７―１２．２―１３．１―１２．８―１２．４―１２．４―１２．３―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００�
１３．１―２４．１―３５．８―４８．０―１：０１．１―１：１３．９―１：２６．３―１：３８．７―１：５１．０―２：０２．３

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

サトノシュレン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー ２０１１．１．２３ 小倉１着

２００８．５．１７生 牡３黒鹿 母 レッドダイヤモンド 母母 マチカネエルベ ６戦２勝 賞金 １９，９３７，０００円
〔騎手変更〕 サクラエンブレム号の騎手藤岡康太は，病気のため荻野琢真に変更。



３１０４７１０月２３日 曇 良 （２３新潟５）第４日 第１１競走 ��
��１，２００�

しんえつ

信越ステークス
発走１５時２０分 （芝・左）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５３�４歳以上５５�，
牝馬２�減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１５０万円毎１�増，�：３歳５３�４歳
以上５５�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬６�増，GⅡ競走１着馬４�増，GⅢ競走１着馬２�
増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．５
１：０６．５

良

良

８１５ ブルーミンバー 牝６鹿 ５４ 川須 栄彦諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４８８± ０１：０９．３ ２７．６�

８１６ サンダルフォン 牡８鹿 ５９ 酒井 学�ノースヒルズ 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５３２－ ２ 〃 クビ ２１．３�
２３ ケイアイアストン 牡６鹿 ５７ 吉田 隼人 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４７８－ ２１：０９．４クビ ６．１�
１１ グランプリエンゼル 牝５栃栗５４ 丸田 恭介北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４５２－ ２ 〃 アタマ ５．９�
６１２ アウトクラトール 牡６鹿 ５６ 高倉 稜 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム ４８６－１０ 〃 ハナ ２０．１�
４８ ライステラス 牝３芦 ５１ 村田 一誠 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４６８－ ４１：０９．５� ２３．３	
２４ メイビリーヴ 牝６栗 ５４ 中舘 英二千明牧場 松山 康久 千歳 社台ファーム ５０２± ０１：０９．６	 ７．４

３５ セブンシークィーン 牝５栗 ５３ 太宰 啓介吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８４＋ ２ 〃 アタマ １８．８�
５９ ニシノステディー 牝３栗 ５２ 大野 拓弥西山 茂行氏 尾形 充弘 むかわ 西山牧場 ４８２＋１０１：０９．７クビ ４．７�
５１０
 フライングアップル �７鹿 ５５ 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 McKee Sta-

bles, Inc. ５０６＋ ４ 〃 クビ ６５．２
６１１� ダイワマックワン 牡６鹿 ５６ 的場 勇人大城 敬三氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６２＋ ６１：０９．８クビ ２５．８�
７１４ スギノエンデバー 牡３鹿 ５３ 田中 健杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４８＋ ４ 〃 クビ ４．５�
１２ シゲルキョクチョウ 牡３鹿 ５３ 古川 吉洋森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 ４６６＋ ８１：１０．０１ １０３．２�
４７ ブラウンワイルド 牡３鹿 ５３ 勝浦 正樹キャピタルクラブ 坂口 正則 新冠 田鎖牧場 ４６２－ ８ 〃 クビ ３６．６�
３６ 
 ファリダット 牡６青鹿５６ 上村 洋行前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Management ４６６－ ６ 〃 アタマ ４０．１�
７１３ ユキノハボタン 牝６栗 ５４ 松田 大作遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４８０± ０１：１０．１クビ ９８．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，０６２，８００円 複勝： ４６，１５６，５００円 枠連： ３１，５８１，５００円

馬連： １３８，４７１，３００円 馬単： ７８，２４７，９００円 ワイド： ４３，８２３，７００円

３連複： １８０，３５５，９００円 ３連単： ３４２，３９７，８００円 計： ８９２，０９７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７６０円 複 勝 � ６９０円 � ６４０円 � ２３０円 枠 連（８－８） １８，３９０円

馬 連 �� ２４，３８０円 馬 単 �� ５８，３９０円

ワ イ ド �� ７，０４０円 �� ３，１８０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� ７３，８７０円 ３ 連 単 ��� ６３８，１１０円

票 数

単勝票数 計 ３１０６２８ 的中 � ８８８２（１１番人気）
複勝票数 計 ４６１５６５ 的中 � １５８８６（１０番人気）� １７２８０（８番人気）� ６２７７８（３番人気）
枠連票数 計 ３１５８１５ 的中 （８－８） １２６８（３２番人気）
馬連票数 計１３８４７１３ 的中 �� ４１９２（６５番人気）
馬単票数 計 ７８２４７９ 的中 �� ９８９（１４３番人気）
ワイド票数 計 ４３８２３７ 的中 �� １５１５（７４番人気）�� ３４０４（４１番人気）�� ４４４９（３４番人気）
３連複票数 計１８０３５５９ 的中 ��� １８０２（１９８番人気）
３連単票数 計３４２３９７８ 的中 ��� ３９６（１３７２番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１１．４―１１．７―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３４．３―４６．０―５７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．４―３F３５．０
３ ４，５，８，３，１５（１，１１）（７，１２，１４）（９，１３，１６）（２，１０，６） ４ ４（５，８）（３，１５）（１，１１，１２，１４）１６（７，９，１３）６（２，１０）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブルーミンバー �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００７．１１．１７ 東京２着

２００５．３．２２生 牝６鹿 母 タヤスブルーム 母母 ゲイロレンヌ ２８戦６勝 賞金 １１４，００５，０００円
〔騎手変更〕 グランプリエンゼル号の騎手藤岡康太は，病気のため丸田恭介に変更。

３１０４８１０月２３日 曇 良 （２３新潟５）第４日 第１２競走 ��
��１，８００�

か な ぐ ら や ま

金 倉 山 特 別
発走１６時００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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

６１０ ヴァンダライズ 牡４栗 ５７ 丸田 恭介前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４５６－ ６１：４７．９ １４．８�

８１４� サクラボールド 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 ４７０＋ ２ 〃 クビ ４．０�
５９ プレミアムテースト 牡３青 ５５ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４４６＋ ８１：４８．０クビ ５．３�
５８ スマートリバティー 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４４０－１２１：４８．２１� １２．０�
７１２ ノヴァグロリア 牡３鹿 ５５ 川須 栄彦 �グリーンファーム 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ４８８＋２２１：４８．４１� ９．４�
７１３ ローズリパブリック 牡５芦 ５７ 上村 洋行 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 安平 ノーザンファーム ４７４± ０ 〃 クビ ４１．１	
４６ ヒットメーカー 牡４青鹿５７ 太宰 啓介深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４３６－１０１：４８．５クビ ３．９

３４ オリエンタルコール 牡４鹿 ５７ 酒井 学棚網 基己氏 田所 秀孝 浦河 有限会社

松田牧場 ４４２－ ６１：４８．６	 ４８．５�
６１１ マグニフィセント 牡４鹿 ５７ 村田 一誠野島 春男氏 田島 良保 日高 藤本ファーム ４４６± ０ 〃 ハナ ４２．１�
２２ クラシカルノヴァ 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人岩� 僖澄氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 ４７６－ ２１：４８．７	 ９．５
１１ � エルプレジデンテ 牡５鹿 ５７ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４６２＋２０ 〃 クビ ３１．２�
３５ キトゥンブルー 牝３青鹿５３ 津村 明秀 �社台レースホース斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９２－ ６ 〃 アタマ １３．６�
８１５ メイショウデューイ 牡５鹿 ５７ 小島 太一松本 和子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ４８４＋１２１：４９．３３	 ７４．７�
２３ カネトシスラーヴァ 牝５鹿 ５５ 鮫島 良太兼松 利男氏 矢作 芳人 三石 三石川上牧場 ４６２＋１０１：４９．６１
 １１６．２�
４７ � ビービービーム 牡５黒鹿５７ 的場 勇人�坂東牧場 鹿戸 雄一 大樹 大樹ファーム ４６２＋１６１：４９．９２ １７４．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２９，２４６，４００円 複勝： ４３，９７９，８００円 枠連： ２２，３８９，３００円

馬連： ８１，１４５，０００円 馬単： ５２，１７２，０００円 ワイド： ３１，２４１，１００円

３連複： １０６，０２２，９００円 ３連単： ２２４，２３５，９００円 計： ５９０，４３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ３８０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（６－８） ２，６５０円

馬 連 �� ４，３８０円 馬 単 �� １１，５００円

ワ イ ド �� １，３２０円 �� １，７７０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ８，５２０円 ３ 連 単 ��� ８０，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２９２４６４ 的中 � １５６７０（８番人気）
複勝票数 計 ４３９７９８ 的中 � ２４２６４（８番人気）� ８９１７１（１番人気）� ５５５９１（３番人気）
枠連票数 計 ２２３８９３ 的中 （６－８） ６２４３（１３番人気）
馬連票数 計 ８１１４５０ 的中 �� １３６９７（１８番人気）
馬単票数 計 ５２１７２０ 的中 �� ３３５０（４４番人気）
ワイド票数 計 ３１２４１１ 的中 �� ５６２５（１７番人気）�� ４１５０（２３番人気）�� １７７４４（３番人気）
３連複票数 計１０６０２２９ 的中 ��� ９１９３（２７番人気）
３連単票数 計２２４２３５９ 的中 ��� ２０４５（２６６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．０―１１．８―１２．５―１３．１―１２．６―１１．７―１０．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．６―３５．４―４７．９―１：０１．０―１：１３．６―１：２５．３―１：３６．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァンダライズ �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Blushing Groom デビュー ２００９．１０．１８ 東京４着

２００７．５．１生 牡４栗 母 ピンクタートル 母母 Turtle Cove ２４戦３勝 賞金 ４５，８８０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 ヴァンダライズ号の騎手藤岡康太は，病気のため丸田恭介に変更。

３レース目



（２３新潟５）第４日 １０月２３日（日曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １７１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

１９１，６４０，０００円
４，３１０，０００円
９，６３０，０００円
１，８１０，０００円
１８，０８０，０００円
５６，９１８，２５０円
４，４４６，０００円
１，６９２，９００円

勝馬投票券売得金
１７８，７９８，４００円
２８７，０８２，７００円
１４３，５０１，８００円
４６７，８３４，８００円
３２３，３１５，９００円
１９５，３７７，４００円
６４２，４１１，２００円
１，２５５，４４９，５００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 ３，４９３，７７１，７００円

総入場人員 １４，７８３名 （有料入場人員 １３，３１１名）


