
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量
� 騎 手 馬 主 調教師 産

地・生産牧場
馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

2906110月30日 晴 稍重 （28新潟3）第6日 第1競走 ��
��1，200�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� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

47 タマモサザンクロス 牡2黒鹿 55
54 ☆�島 克駿タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 444－ 41：13．4 8．1�

814 ブ ラ ン シ ュ 牝2青鹿 54
52 △原田 和真�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 432＋101：13．82� 30．3�

815 ヨドノビクトリー 牡2鹿 55
54 ☆加藤 祥太海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 476＋ 8 〃 ハナ 1．7�

46 マ サ ル 牡2栗 55
53 △伴 啓太竹原 孝昭氏 作田 誠二 熊本 村山 光弘 440－ 6 〃 アタマ 208．7�

11 プティトシャンティ 牝2青鹿 54
52 △木幡 初也三野順一郎氏 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 450＋ 2 〃 ハナ 11．8�

713 シャイニーギフト 牡2黒鹿55 石橋 脩ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 千代田牧場 488－ 81：14．01� 22．2	
35 パイオニアワーク 牡2鹿 55 吉田 隼人海谷 幸司氏 加藤 征弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 484＋ 61：14．31
 9．4

610 シゲルシャチ 牡2栗 55 北村 友一森中 蕃氏 杉山 晴紀 新冠 石田牧場 486＋101：14．51� 22．6�
22 デュトロノミー 牡2鹿 55 西村 太一�ミルファーム 土田 稔 浦河 櫛桁牧場 476＋ 81：14．71� 325．0
34 カシノスターダスト �2黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗柏木 務氏 牧田 和弥 日高 白瀬 盛雄 488＋18 〃 ハナ 107．9�
58 トラストエンジェル 牝2黒鹿 54

52 △木幡 巧也菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 中地 義次 426＋10 〃 クビ 34．7�
59 キャプテンルフィ 牡2黒鹿55 西田雄一郎千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 486＋ 61：15．12� 6．4�
611 ウエルカムフルーツ 牝2栗 54 川須 栄彦 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 458－ 41：15．31 152．3�
712 ロードコメット 牡2栗 55 津村 明秀 �ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか 伊藤 敏明 500＋121：15．51 21．3�
23 ハッピーカンパニー 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 萱野 浩二 日高 滝本 健二 468－10 〃 ハナ 403．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，242，200円 複勝： 30，240，100円 枠連： 8，681，000円
馬連： 34，172，100円 馬単： 19，902，600円 ワイド： 24，010，900円
3連複： 54，794，500円 3連単： 71，328，600円 計： 261，372，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 210円 � 590円 � 110円 枠 連（4－8） 600円

馬 連 �� 9，770円 馬 単 �� 18，510円

ワ イ ド �� 2，330円 �� 360円 �� 990円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 50，200円

票 数

単勝票数 計 182422 的中 � 17962（3番人気）
複勝票数 計 302401 的中 � 26064（3番人気）� 6593（10番人気）� 141457（1番人気）
枠連票数 計 86810 的中 （4－8） 11102（2番人気）
馬連票数 計 341721 的中 �� 2708（26番人気）
馬単票数 計 199026 的中 �� 806（51番人気）
ワイド票数 計 240109 的中 �� 2435（29番人気）�� 19172（2番人気）�� 5978（12番人気）
3連複票数 計 547945 的中 ��� 7384（21番人気）
3連単票数 計 713286 的中 ��� 1030（155番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．8―12．8―12．6―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．9―47．7―1：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．3―3F38．5
3 6，7（1，13）（9，14）（4，15）5（8，12）2，11－10＝3 4 ・（6，7）13（1，14）9，4（5，15）（8，12）2－11，10＝3

勝馬の
紹 介

タマモサザンクロス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．8．13 小倉9着

2014．3．5生 牡2黒鹿 母 チャームペンダント 母母 ダイヤモンドピアス 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 トラストエンジェル号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

カシノスターダスト号の騎手森裕太朗は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・10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 シロイバラ号・ハクユウマックス号・ハナビ号

2906210月30日 晴 良 （28新潟3）第6日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時15分 （芝・左・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．9

良
良

611 エテレインミノル 牡2鹿 55 石橋 脩吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 478＋ 21：47．9 2．8�
35 リネンロマン 牝2鹿 54

53 ☆�島 克駿戸山 光男氏 川村 禎彦 日高 沖田牧場 406± 0 〃 クビ 5．7�
815 スマートシグルズ 牡2栗 55

54 ☆石川裕紀人大川 徹氏 池江 泰寿 日高 戸川牧場 438＋ 81：48．0クビ 4．5�
714 トータルソッカー 牡2栗 55 丸田 恭介渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 492± 01：48．53 18．9�
36 ワンダーアマービレ 牝2鹿 54 菱田 裕二山本 信行氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 428－ 81：48．6クビ 56．2�
48 ビヨンドザスター 牡2鹿 55

53 △木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 436＋101：48．7� 15．1	
23 プロディジャス 牝2鹿 54 吉田 隼人
G1レーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 454－ 21：48．8� 7．3�
47 ウィズワンアセント 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 508－ 2 〃 クビ 9．6�
24 スズカマイゲスト 牡2鹿 55 北村 友一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B474＋ 81：49．01� 46．6
510 エジステンツァ 牡2鹿 55 津村 明秀 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B482± 01：49．31� 14．0�
59 コスモキバレ 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 468± 0 〃 ハナ 156．3�
12 ジェントルレイン 牡2栗 55

52 ▲菊沢 一樹浅田 次郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 448－121：49．93� 92．8�
11 カガエクリプス 牡2黒鹿55 西田雄一郎香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 サンシャイン

牧場 534± 01：50．11� 473．8�
816 セガールモチンモク 	2栗 55 大庭 和弥小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 468± 01：50．2クビ 287．3�
612 バージンファントム 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗泉 一郎氏 飯田 祐史 新ひだか 沖田 哲夫 444－ 21：51．15 99．7�
713 ガイディングスター 牡2栗 55

53 △原田 和真内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 452＋ 21：51．2� 409．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 13，504，700円 複勝： 20，093，700円 枠連： 7，007，200円
馬連： 27，038，600円 馬単： 14，171，200円 ワイド： 17，578，000円
3連複： 38，804，100円 3連単： 46，515，400円 計： 184，712，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 160円 � 160円 枠 連（3－6） 830円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 310円 �� 270円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 135047 的中 � 38088（1番人気）
複勝票数 計 200937 的中 � 51632（1番人気）� 29422（2番人気）� 29047（3番人気）
枠連票数 計 70072 的中 （3－6） 6469（3番人気）
馬連票数 計 270386 的中 �� 26520（2番人気）
馬単票数 計 141712 的中 �� 6944（2番人気）
ワイド票数 計 175780 的中 �� 14801（2番人気）�� 17867（1番人気）�� 9449（3番人気）
3連複票数 計 388041 的中 ��� 25757（1番人気）
3連単票数 計 465154 的中 ��� 7422（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．2―48．0―1：00．8―1：13．0―1：24．9―1：35．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エテレインミノル �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Rock Hard Ten デビュー 2016．9．25 阪神5着

2014．2．17生 牡2鹿 母 シルキーブライド 母母 ブラッシングブライド 3戦1勝 賞金 7，700，000円

第３回 新潟競馬 第６日



2906310月30日 晴 稍重 （28新潟3）第6日 第3競走 ��1，800�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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

69 ラインセイラ 牝3栗 53 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 466＋121：54．2 11．3�
711 コルヌコピア 牝4黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子池谷 誠一氏 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 456＋ 6 〃 アタマ 5．7�
57 グリシーヌシチー 牝4鹿 55 津村 明秀 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B462＋ 21：54．41� 5．0�
58 クリッパールート 牝4黒鹿55 吉田 隼人�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 472＋121：54．5� 4．8�
34 パパラヴズマンボ 牝4青鹿55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 438± 01：54．71� 10．7	
22 メイショウサルーテ 牝5鹿 55

53 △木幡 初也松本 好雄氏 本田 優 浦河 太陽牧場 518± 0 〃 ハナ 6．8

11 アイルーロス 牝3黒鹿53 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 458± 01：54．9� 28．9�
813 ガラドリエル 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B488－ 21：55．0� 10．5�
814 サブトゥエンティ 牝4栗 55

53 △木幡 巧也吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：55．1� 16．0
610 マサノホーク 牝3栗 53 菱田 裕二猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 480± 0 〃 アタマ 37．7�
33 クリノセゴビア 牝3黒鹿 53

50 ▲菊沢 一樹栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 440＋121：55．2� 105．1�
712 ネフェルティティ 牝3芦 53

52 ☆	島 克駿前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ B466＋ 41：57．1大差 17．5�

46 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 B498＋ 61：57．3� 80．6�
45 ニシノグリヨン 牝3栗 53

51 △伴 啓太西村 亮二氏 奥平 雅士 新ひだか 沼田 照秋 464－ 41：57．4� 20．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，427，000円 複勝： 23，267，400円 枠連： 10，383，900円
馬連： 32，161，500円 馬単： 16，133，400円 ワイド： 23，522，200円
3連複： 51，817，700円 3連単： 57，094，200円 計： 229，807，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，130円 複 勝 � 290円 � 220円 � 210円 枠 連（6－7） 2，170円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 6，640円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 1，730円 �� 720円

3 連 複 ��� 9，310円 3 連 単 ��� 68，640円

票 数

単勝票数 計 154270 的中 � 10864（7番人気）
複勝票数 計 232674 的中 � 19441（6番人気）� 29146（3番人気）� 29988（2番人気）
枠連票数 計 103839 的中 （6－7） 3704（10番人気）
馬連票数 計 321615 的中 �� 7211（16番人気）
馬単票数 計 161334 的中 �� 1821（31番人気）
ワイド票数 計 235222 的中 �� 4677（17番人気）�� 3410（27番人気）�� 8669（3番人気）
3連複票数 計 518177 的中 ��� 4173（34番人気）
3連単票数 計 570942 的中 ��� 603（274番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．5―36．0―49．0―1：01．6―1：14．6―1：28．0―1：40．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．6―3F39．6
1
3
13，3（6，12）－5－8，1，10－（4，14）11－（9，7）2
13－（3，6，10）（4，1，12）8，5，7（11，14）2，9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラインセイラ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．8．2 新潟3着

2013．5．12生 牝3栗 母 ア ル テ シ ア 母母 バルドネキア 14戦2勝 賞金 20，200，000円

2906410月30日 晴 良 （28新潟3）第6日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時10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

46 ナンヨーケンゴー �6鹿 60 五十嵐雄祐中村 德也氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 488± 03：08．0 2．5�
610 マイネルシュライ 牡8青 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490－123：08．1� 48．8�

45 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± 03：08．52� 6．5�
22 グランドデザイン 牝4黒鹿58 平沢 健治西村新一郎氏 村山 明 新ひだか 田原橋本牧場 470＋ 63：08．71� 2．6�
11 レッドソレイユ �5鹿 60 上野 翔 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456＋ 83：09．02 35．6�
711 ゴールドメダリオン �4栗 60 難波 剛健西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 438＋183：09．42� 31．2	
712	 ストリートオベロン 牡4黒鹿60 草野 太郎門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 476＋ 83：09．5� 51．3

814	 アメリカンゴールド 牡4鹿 60 浜野谷憲尚吉澤 克己氏 戸田 博文 愛 Society Selec-

tion Syndicate 540－ 63：09．71� 15．8�
58 クラシックマーク 牝5栗 58 石神 深一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 452＋ 2 〃 ハナ 50．4�
33 オ ベ レ ッ ク 牡6鹿 60 高野 和馬片山 博志氏 佐藤 吉勝 日高 日西牧場 490－ 23：09．91� 180．8
69 ヤマイチレジェンド 牡4栗 60 熊沢 重文坂本 肇氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 520＋ 83：10．21� 11．4�
34 イチザビーナス 牝3鹿 56 田村 太雅奈良﨑孝一郎氏 坪 憲章 新ひだか 木下牧場 464＋ 63：12．5大差 203．1�
57 シゲルアカメバル 牝3鹿 56 小野寺祐太森中 蕃氏 服部 利之 浦河 中村 雅明 470＋ 83：16．6大差 133．0�
813 シンキングダンサー 牡3栗 58 金子 光希岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 23：17．34 26．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，383，700円 複勝： 16，636，700円 枠連： 11，192，000円
馬連： 26，495，500円 馬単： 16，414，900円 ワイド： 16，992，000円
3連複： 41，736，200円 3連単： 64，313，300円 計： 207，164，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 700円 � 190円 枠 連（4－6） 880円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 5，890円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 380円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 6，410円 3 連 単 ��� 37，000円

票 数

単勝票数 計 133837 的中 � 41840（1番人気）
複勝票数 計 166367 的中 � 43820（2番人気）� 4110（9番人気）� 21664（3番人気）
枠連票数 計 111920 的中 （4－6） 9816（2番人気）
馬連票数 計 264955 的中 �� 4321（15番人気）
馬単票数 計 164149 的中 �� 2090（18番人気）
ワイド票数 計 169920 的中 �� 2650（15番人気）�� 12916（3番人気）�� 2054（21番人気）
3連複票数 計 417362 的中 ��� 4879（19番人気）
3連単票数 計 643133 的中 ��� 1260（95番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 50．8－3F 38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

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

勝馬の
紹 介

ナンヨーケンゴー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2012．7．22 新潟1着

2010．3．13生 �6鹿 母 ブーケティアラ 母母 シンフォニーレディ 障害：5戦1勝 賞金 13，500，000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 マイネルヴァッサー号



2906510月30日 晴 稍重 （28新潟3）第6日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時00分 （ダート・左）
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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

713 ヴィーグリーズ 牡2鹿 55 丸田 恭介�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 464 ―1：13．6 65．3�
11 � バンケットスクエア 牡2黒鹿 55

53 △木幡 初也飯田 正剛氏 矢野 英一 米 Dr. Masa-
take Iida 486 ―1：14．23� 1．8�

47 エ ン パ シ ー 牡2青鹿 55
54 ☆石川裕紀人岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 476 ―1：14．41	 9．7�

46 ア リ ス カ ン 牡2黒鹿55 菱田 裕二髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 508 ―1：14．82� 16．8�
35 スカーレットジェム 牝2栗 54 北村 友一 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 434 ―1：15．22� 56．5�
34 マニアックスター 牡2黒鹿55 石橋 脩吉田 和美氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 526 ―1：15．62� 19．8	
610 レオフェアリー 牝2栗 54 黛 弘人
レオ 杉浦 宏昭 日高 川端 正博 484 ― 〃 ハナ 134．2�
58 リボンナイト 牡2鹿 55 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 ハクツ牧場 442 ―1：15．7� 6．3�
22 ショウブノセック 牡2栗 55 西田雄一郎古賀 慎一氏 尾形 和幸 むかわ 上水牧場 464 ―1：16．12� 104．3
712 ファステストネオ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太鈴木 伸昭氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 444 ―1：16．31	 52．3�
611 ガ ー リ ー 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 坂本牧場 436 ―1：16．51	 11．6�
59 ナムラモンブラン 牡2黒鹿55 吉田 隼人奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 野坂牧場 460 ―1：16．6クビ 8．6�
814 フクノディナール 牡2黒鹿 55

54 ☆長岡 禎仁福島 祐子氏 小島 茂之 日高 北田 剛 B460 ―1：16．7� 29．8�
23 タイセイエンジェル 牝2栗 54

52 △原田 和真田中 成奉氏 伊藤 大士 浦河 谷口牧場 472 ―1：17．55 67．8�
815 チャーミングガール 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 346 ―1：24．8大差 150．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，621，200円 複勝： 24，038，300円 枠連： 12，185，100円
馬連： 31，400，800円 馬単： 22，567，600円 ワイド： 21，661，800円
3連複： 44，485，800円 3連単： 69，057，400円 計： 244，018，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，530円 複 勝 � 810円 � 110円 � 270円 枠 連（1－7） 1，610円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 13，330円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 5，420円 �� 500円

3 連 複 ��� 12，600円 3 連 単 ��� 160，460円

票 数

単勝票数 計 186212 的中 � 2278（11番人気）
複勝票数 計 240383 的中 � 4587（9番人気）� 92685（1番人気）� 16853（5番人気）
枠連票数 計 121851 的中 （1－7） 5844（6番人気）
馬連票数 計 314008 的中 �� 5272（13番人気）
馬単票数 計 225676 的中 �� 1269（37番人気）
ワイド票数 計 216618 的中 �� 2781（21番人気）�� 969（44番人気）�� 12122（3番人気）
3連複票数 計 444858 的中 ��� 2647（38番人気）
3連単票数 計 690574 的中 ��� 312（382番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．9―13．1―12．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．8―35．7―48．8―1：01．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィーグリーズ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2014．4．20生 牡2鹿 母 マスターセイレーン 母母 パ ー レ イ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャーミングガール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月30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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 ウインベザント号・グマナスティ号・クリノレオノール号・セレッソプレミオ号・ネイチャーセブン号・ヒスイ号・

ビバジャンティ号・ヘルディン号・ラバブル号

2906610月30日 晴 稍重 （28新潟3）第6日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時30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

813 ビークイック 牡3栗 55 吉田 隼人 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 474－ 61：53．4 7．9�
22 プライズコレクター 牡3栗 55 北村 友一�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 478＋ 21：53．93 6．5�
68 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 502＋101：54．0� 6．5�
710� 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 534＋ 81：54．1クビ 5．1�
45 ハイヴォルテージ 牡4栗 57

55 △木幡 初也 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450－ 21：54．2� 63．8	

44 サウンドスタジオ 牡3鹿 55
54 ☆石川裕紀人増田 雄一氏 吉田 直弘 新ひだか 矢野牧場 484－ 61：54．51� 10．7


69 ハッピーメモリーズ 牡5芦 57
55 △原田 和真石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 498＋ 61：54．6� 8．4�

11 オカホンコー 牡5鹿 57 菱田 裕二小林 茂行氏 湯窪 幸雄 浦河 オンワード牧場 486± 01：54．81	 35．0�
56 � ワンダーヴァローレ 牡4鹿 57 藤懸 貴志山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム 504＋ 21：54．9クビ 22．3
711 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 488＋ 81：55．43 7．3�
57 � ダイシンプロト 牡6鹿 57

56 ☆加藤 祥太大八木信行氏 庄野 靖志 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504－ 41：55．61	 23．9�

812 スナークレッド 牡3鹿 55
54 ☆
島 克駿杉本 豊氏 川村 禎彦 新ひだか 萩澤 俊雄 488＋ 41：56．02� 19．2�

33 アライドメジャーズ �4栗 57 石橋 脩木下 博氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 448＋ 81：56．95 10．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 14，950，400円 複勝： 22，276，500円 枠連： 10，845，600円
馬連： 32，947，600円 馬単： 17，054，400円 ワイド： 22，506，100円
3連複： 47，987，300円 3連単： 57，271，300円 計： 225，839，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 220円 � 190円 枠 連（2－8） 2，840円

馬 連 �� 4，300円 馬 単 �� 8，700円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 1，330円 �� 720円

3 連 複 ��� 8，070円 3 連 単 ��� 49，840円

票 数

単勝票数 計 149504 的中 � 15023（5番人気）
複勝票数 計 222765 的中 � 20412（6番人気）� 26468（3番人気）� 33711（1番人気）
枠連票数 計 108456 的中 （2－8） 2957（13番人気）
馬連票数 計 329476 的中 �� 5927（18番人気）
馬単票数 計 170544 的中 �� 1470（43番人気）
ワイド票数 計 225061 的中 �� 3661（21番人気）�� 4295（15番人気）�� 8277（5番人気）
3連複票数 計 479873 的中 ��� 4457（27番人気）
3連単票数 計 572713 的中 ��� 833（165番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．2―13．5―12．5―12．0―12．6―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―37．3―50．8―1：03．3―1：15．3―1：27．9―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．1
1
3

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

2
4

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

ビークイック �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．20 中山8着

2013．4．27生 牡3栗 母 ダイヤモンドギフト 母母 ダイヤモンドクイン 11戦2勝 賞金 17，000，000円
〔制裁〕 ハッピーメモリーズ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10，000円。（被害馬：5

番）



2906710月30日 晴 良 （28新潟3）第6日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時00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
1：07．5
1：06．5

良
良

48 レッドリーガル 牡4鹿 57 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム B474± 01：09．7 2．1�
11 � スズカブレーン 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B482－ 21：09．91� 38．8�
714 カノヤパリティ 牝3栗 53

52 ☆�島 克駿神田アヤ子氏 坂口 正則 日高 浜本牧場 452＋ 21：10．22 10．9�
612 エ ク ス シ ア 牝5鹿 55 西田雄一郎岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 436－ 2 〃 クビ 76．6�
24 ラ ト ゥ ー ル 牝4鹿 55 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 440± 01：10．41 49．2�
715 ガイアトウショウ 牝3栗 53 横山 和生トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 462± 0 〃 ハナ 22．2	
35 マサノハナチャン 牝5鹿 55

54 ☆長岡 禎仁中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 454＋18 〃 クビ 28．5

817� タイキパラドックス 牡4栗 57 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 444＋ 8 〃 ハナ 48．4�
713 セラフィーナ 牝4青鹿 55

52 ▲森 裕太朗矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 B452＋ 4 〃 ハナ 125．6
47 マイネルパッセ 牡3栗 55

52 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 442－ 2 〃 ハナ 58．2�

816 インジャスティス 牡3鹿 55 杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 522＋ 61：10．5	 14．1�
12 ビバリーヒルズ 牝4栗 55 北村 友一近藤 英子氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 422－12 〃 アタマ 5．0�
510 カゼノシッポ 牝3栗 53 津村 明秀�酒井牧場 武藤 善則 浦河 酒井牧場 432＋ 41：10．6	 11．7�
59 ミスズスター 牡3鹿 55

54 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 450－141：10．7クビ 32．2�
818 ショウナンマキシム 牝4鹿 55 石橋 脩国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 西村 和夫 418－ 41：10．8
 11．4�
36 オレンジガール 牝3鹿 53

51 △木幡 初也樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 436－ 2 〃 クビ 146．6�
23 � エスペランデュー 牝4鹿 55

53 △木幡 巧也佐野 信幸氏 中野 栄治 安平 追分ファーム 460－ 81：11．22	 41．5�
611 ドリームメモリー 牝4鹿 55 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 門別牧場 448－ 4 〃 クビ 120．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 19，755，900円 複勝： 30，478，100円 枠連： 12，497，900円
馬連： 37，558，500円 馬単： 19，719，400円 ワイド： 26，550，900円
3連複： 56，813，700円 3連単： 70，110，000円 計： 273，484，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 740円 � 270円 枠 連（1－4） 580円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 6，940円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 520円 �� 5，790円

3 連 複 ��� 13，090円 3 連 単 ��� 62，590円

票 数

単勝票数 計 197559 的中 � 72825（1番人気）
複勝票数 計 304781 的中 � 85197（1番人気）� 7472（11番人気）� 25557（4番人気）
枠連票数 計 124979 的中 （1－4） 16532（1番人気）
馬連票数 計 375585 的中 �� 6146（13番人気）
馬単票数 計 197194 的中 �� 2129（21番人気）
ワイド票数 計 265509 的中 �� 4821（14番人気）�� 14032（2番人気）�� 1110（50番人気）
3連複票数 計 568137 的中 ��� 3254（38番人気）
3連単票数 計 701100 的中 ��� 812（172番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―11．6―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．8―46．4―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドリーガル �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 Darshaan デビュー 2015．1．18 京都6着

2012．3．4生 牡4鹿 母 ショウダウン 母母 Last Second 10戦2勝 賞金 16，900，000円
〔制裁〕 スズカブレーン号の騎手菊沢一樹は，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：15番）

セラフィーナ号の騎手森裕太朗は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）
※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 ケルベロス号

2906810月30日 晴 稍重 （28新潟3）第6日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

11 ショートストーリー 牡3黒鹿 55
54 ☆加藤 祥太 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 482＋ 41：52．3 2．6�
33 トラキアンコード �4芦 57

56 ☆石川裕紀人原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 81：53．36 3．2�
711 フッカツノノロシ 牡3黒鹿 55

54 ☆�島 克駿福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 494＋ 21：53．51� 4．3�
68 � ダイゴマサムネ 牡4栗 57

54 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 坪 憲章 浦河 ヒダカフアーム 498－ 61：53．6	 17．4�
812 ウイングアクティブ 牡4鹿 57

55 △木幡 巧也池田 實氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 464＋101：53．81	 42．5�
813 エリモグレイス 牡3鹿 55

53 △原田 和真山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 494＋ 21：53．9クビ 7．4�
69 クリスタルキャノン 牝3芦 53

51 △木幡 初也飯田 正剛氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 450－ 41：54．0	 58．0	
44 � マキシマイザー 牡3鹿 55 西村 太一星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 432± 01：55．06 276．1

56 トウカイシェーン 牝3栗 53

50 ▲森 裕太朗内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 458± 01：55．42	 50．8�
710� シードパール 牝4鹿 55 嶋田 純次髙嶋 哲氏 尾形 和幸 浦河 有限会社

吉田ファーム 432－141：55．5クビ 40．8�
22 � クリノロッキー 牡6栗 57

56 ☆長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 B506＋ 6 〃 アタマ 32．9
45 � スズカアポロ 牡5黒鹿 57

56 ☆中井 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 464－ 91：56．14 58．3�
57 ギ ン パ リ 牡4青鹿 57

55 △伴 啓太新井原 博氏 武市 康男 新冠 守矢牧場 496－ 61：56．52	 163．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，672，200円 複勝： 22，039，600円 枠連： 9，574，000円
馬連： 35，716，900円 馬単： 21，932，700円 ワイド： 22，464，500円
3連複： 49，757，000円 3連単： 78，628，500円 計： 259，785，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 130円 � 120円 枠 連（1－3） 530円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 230円 �� 270円 �� 250円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 2，680円

票 数

単勝票数 計 196722 的中 � 59976（1番人気）
複勝票数 計 220396 的中 � 39275（3番人気）� 42028（2番人気）� 50855（1番人気）
枠連票数 計 95740 的中 （1－3） 13769（1番人気）
馬連票数 計 357169 的中 �� 55404（1番人気）
馬単票数 計 219327 的中 �� 18231（1番人気）
ワイド票数 計 224645 的中 �� 25325（1番人気）�� 20056（3番人気）�� 22558（2番人気）
3連複票数 計 497570 的中 ��� 53103（1番人気）
3連単票数 計 786285 的中 ��� 21239（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．7―12．7―12．2―12．3―12．6―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―36．9―49．6―1：01．8―1：14．1―1：26．7―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．2
1
3
3（5，12）1，10，9－4－（11，13）8－6－（2，7）・（3，12）1（5，10）－9（4，13）－（8，11）7，6－2

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

勝馬の
紹 介

ショートストーリー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Capote デビュー 2016．4．23 京都9着

2013．5．8生 牡3黒鹿 母 ライフストーリー 母母 Outstandingly 7戦2勝 賞金 13，100，000円
〔発走状況〕 ギンパリ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻5分遅延。

クリノロッキー号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ギンパリ号は，平成28年10月31日から平成28年11月20日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。



2906910月30日 晴 稍重 （28新潟3）第6日 第9競走 ��
��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

58 レアドロップ 牝3芦 53
51 △原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 458＋ 41：11．7 7．4�

35 コ ン テ ナ 牡4鹿 57 吉田 隼人住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 586± 0 〃 ハナ 2．8�
610� エイシンパライソ 牡4栗 57 津村 明秀�栄進堂 藤岡 健一 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm B518＋ 41：11．8	 2．7�
11 � ペニーウェディング 牝3鹿 53

52 ☆石川裕紀人吉田 和子氏 高橋 文雅 米 Lynn Schiff 500－ 81：12．65 22．7�
47 カ イ マ ノ ア 牡4栗 57 西田雄一郎山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 B506＋101：12．91	 96．1�
22 シゲルミマサカ 牝5青鹿 55

54 ☆加藤 祥太森中 蕃氏 伊藤 正徳 新冠 村上牧場 440＋ 41：13．0	 59．6	
59 スズカオーショウ 牡5栗 57

54 ▲菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 506＋ 2 〃 同着 29．5

814 ビレッジエンパイア 牡3鹿 55 横山 和生村山 浩伸氏 土田 稔 新ひだか 嶋田牧場 484＋14 〃 クビ 123．1�
815 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 466－ 21：13．1クビ 10．3
611 スイートガーデン 牝5鹿 55 岩部 純二田頭 勇貴氏 谷原 義明 新ひだか 落合 一巳 486－ 6 〃 クビ 176．7�
23 バ ー ニ ー ズ 牡6栗 57

56 ☆長岡 禎仁村木 隆氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 474－ 61：13．2
 129．4�
712 デルマチカラ 牡3黒鹿55 石橋 脩浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 492± 01：13．41� 11．1�
713� ローレルウラノス 牡4栗 57

55 △伴 啓太 �ローレルレーシング 本間 忍 浦河 太陽牧場 510－101：14．25 15．2�
46 ゴルトシュミット 牡3栗 55

54 ☆中井 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B462＋ 21：14．73 135．2�

34 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 504＋ 21：15．44 97．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 22，178，000円 複勝： 30，123，600円 枠連： 13，931，500円
馬連： 49，840，100円 馬単： 29，266，600円 ワイド： 30，834，100円
3連複： 69，199，300円 3連単： 107，807，600円 計： 353，180，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 170円 � 120円 � 120円 枠 連（3－5） 800円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 350円 �� 380円 �� 170円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 計 221780 的中 � 23782（3番人気）
複勝票数 計 301236 的中 � 35144（3番人気）� 68849（2番人気）� 71434（1番人気）
枠連票数 計 139315 的中 （3－5） 13391（2番人気）
馬連票数 計 498401 的中 �� 37977（2番人気）
馬単票数 計 292666 的中 �� 8552（7番人気）
ワイド票数 計 308341 的中 �� 20041（2番人気）�� 18092（3番人気）�� 57197（1番人気）
3連複票数 計 691993 的中 ��� 73985（1番人気）
3連単票数 計1078076 的中 ��� 11072（14番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．7―12．1―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．9―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レアドロップ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 エーピーダンサー デビュー 2015．7．18 福島2着

2013．3．14生 牝3芦 母 エーピーサルート 母母 エーエージェント 14戦2勝 賞金 25，200，000円

2907010月30日 晴 良 （28新潟3）第6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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

44 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 528－ 22：15．4 4．8�
11 コートオブアームズ 牡4鹿 57 石橋 脩 �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 5．8�
77 シ ョ パ ン 牡3黒鹿54 北村 友一窪田 康志氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 476＋12 〃 クビ 4．4�
33 シャインブライト 牡3芦 54 吉田 隼人了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 470－ 42：15．61� 3．3�
89 ファータグリーン 牝3鹿 52 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 434＋ 22：15．7� 5．0�
22 キュリオスティー 牝5鹿 55 横山 和生 �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 448－ 42：15．8� 45．0	
66 マルカベッカム 牡3鹿 54 長岡 禎仁日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 500＋ 6 〃 アタマ 87．1

810 パラノーマル 牝3栗 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 22：16．11� 65．9�
78 コンフィアンサ 牡3青鹿54 菱田 裕二吉田 勝己氏 今野 貞一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－142：16．2� 18．9
55 モ ー ゼ ス 牡3黒鹿54 加藤 祥太坂本 肇氏 大江原 哲 洞	湖 レイクヴィラファーム 510－ 82：16．3� 17．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，000，800円 複勝： 32，131，000円 枠連： 10，241，100円
馬連： 49，103，500円 馬単： 29，815，500円 ワイド： 29，073，500円
3連複： 66，162，100円 3連単： 116，008，600円 計： 358，536，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 180円 � 180円 枠 連（1－4） 1，350円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 360円 �� 540円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，710円 3 連 単 ��� 10，390円

票 数

単勝票数 計 260008 的中 � 42838（3番人気）
複勝票数 計 321310 的中 � 54442（3番人気）� 44915（5番人気）� 46001（4番人気）
枠連票数 計 102411 的中 （1－4） 5847（8番人気）
馬連票数 計 491035 的中 �� 33708（5番人気）
馬単票数 計 298155 的中 �� 9631（9番人気）
ワイド票数 計 290735 的中 �� 21177（5番人気）�� 13120（10番人気）�� 17195（7番人気）
3連複票数 計 661621 的中 ��� 28906（7番人気）
3連単票数 計1160086 的中 ��� 8094（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．2―24．6―36．8―49．7―1：03．1―1：15．8―1：27．9―1：40．0―1：52．2―2：03．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デバイスドライバー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ニホンピロウイナー デビュー 2014．7．27 福島3着

2012．2．19生 牡4栗 母 カツラドライバー 母母 ノーザンマイア 16戦2勝 賞金 34，084，000円



2907110月30日 晴 良 （28新潟3）第6日 第11競走 ��
��1，000�ルミエールオータムダッシュ

発走15時20分 （芝・直線）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000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
53．7
53．7

良
良

711 ラインスピリット 牡5黒鹿57 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 442－ 2 54．9 11．8�
69 � トータルヒート 牝5栗 54 菱田 裕二 �キャロットファーム 平田 修 米 Shadai Corpo-

ration, LTD. 456－ 2 55．11	 21．7�
813 シンボリディスコ 牡6栗 56 丹内 祐次シンボリ牧場 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 490－ 8 55．2
 12．5�
712 ラインミーティア 牡6鹿 56 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 482＋ 6 〃 ハナ 43．5�
33 レッドラウダ 牡3鹿 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 518＋ 6 55．52 4．0	
57 プリンセスムーン 牝6栗 55 北村 友一玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B502＋ 2 〃 クビ 2．3

22 ブライトチェリー 牝6芦 54 西田雄一郎 IHR 菊川 正達 新冠 山岡ファーム B486＋ 2 〃 ハナ 47．1�
45 カ オ ス モ ス 牡6鹿 56 木幡 巧也小田 吉男氏 森 秀行 新ひだか 沖田 忠幸 494± 0 55．71	 41．7�
610 シャトルアップ �8栗 56 黛 弘人広尾レース� 伊藤 正徳 様似 清水スタッド 506－ 2 〃 クビ 205．5
46 クリノタカラチャン 牝6黒鹿54 木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 424± 0 55．8クビ 73．5�
814� オ ウ ノ ミ チ 牡5黒鹿56 石橋 脩小田切有一氏 佐々木晶三 新冠 中地 康弘 472－ 8 〃 アタマ 4．7�
11 ローズミラクル 牡6青鹿56 吉田 隼人 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 550＋ 4 55．9クビ 26．8�
34 アンゲネーム �8鹿 56 丸田 恭介�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 490＋14 56．11
 126．8�
58 シ ゲ ル カ ガ 牡5鹿 57 津村 明秀森中 蕃氏 谷 潔 浦河 馬道 繁樹 530＋12 56．63 27．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，906，000円 複勝： 53，778，200円 枠連： 37，860，700円
馬連： 155，610，900円 馬単： 76，380，800円 ワイド： 71，262，000円
3連複： 238，158，000円 3連単： 379，289，700円 計： 1，061，246，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，180円 複 勝 � 410円 � 590円 � 330円 枠 連（6－7） 4，560円

馬 連 �� 12，170円 馬 単 �� 21，690円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 1，490円 �� 3，330円

3 連 複 ��� 35，250円 3 連 単 ��� 208，470円

票 数

単勝票数 計 489060 的中 � 32922（4番人気）
複勝票数 計 537782 的中 � 34316（5番人気）� 22331（6番人気）� 45805（4番人気）
枠連票数 計 378607 的中 （6－7） 6430（17番人気）
馬連票数 計1556109 的中 �� 9907（32番人気）
馬単票数 計 763808 的中 �� 2640（55番人気）
ワイド票数 計 712620 的中 �� 6619（29番人気）�� 12547（16番人気）�� 5464（34番人気）
3連複票数 計2381580 的中 ��� 5067（93番人気）
3連単票数 計3792897 的中 ��� 1319（502番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―10．7―10．3―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．5―33．2―43．5

上り4F42．7－3F32．4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラインスピリット �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．8．10 小倉2着

2011．3．26生 牡5黒鹿 母 リボンストライプ 母母 パワフルレデイ 29戦7勝 賞金 152，164，000円

2907210月30日 晴 良 （28新潟3）第6日 第12競走 ��
��1，800�

ま つ は ま

松 浜 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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

78 レーヌドブリエ 牝4栗 55 石川裕紀人 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 436＋ 21：48．5 2．2�
66 ピースマインド 牡3鹿 55 	島 克駿小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 438＋ 41：48．71 3．1�
33 アドマイヤスター 牡4青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：48．8
 4．8�
44 グランプリアクセル 牡3鹿 55 川須 栄彦�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 B476＋161：49．43� 44．3�
77 � フィールドシャルム 牡3鹿 55 横山 和生岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 6 〃 クビ 25．0	
810 ネルトスグアサ 牡6黒鹿57 原田 和真福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 454－ 6 〃 ハナ 122．2

89 � ホーリーシュラウド 牝4黒鹿55 杉原 誠人星野 康三氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 442－ 61：49．5� 64．8�
55 エバーシャルマン 牝4黒鹿55 石橋 脩宇田 豊氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 454－201：49．6� 8．0�
22 ウインクルスーパー 牝3鹿 53 津村 明秀塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 468＋18 〃 アタマ 15．3
11 カミノライデン 牡3鹿 55 西田雄一郎村上 正喜氏 佐藤 吉勝 青森 ワールドファーム 450－ 21：50．77 128．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 36，294，700円 複勝： 29，559，500円 枠連： 18，128，700円
馬連： 71，302，000円 馬単： 43，034，000円 ワイド： 34，606，900円
3連複： 94，105，400円 3連単： 196，171，900円 計： 523，203，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（6－7） 360円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 620円

ワ イ ド �� 160円 �� 210円 �� 250円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 1，830円

票 数

単勝票数 計 362947 的中 � 127773（1番人気）
複勝票数 計 295595 的中 � 85135（1番人気）� 56095（3番人気）� 56716（2番人気）
枠連票数 計 181287 的中 （6－7） 38512（1番人気）
馬連票数 計 713020 的中 �� 151835（1番人気）
馬単票数 計 430340 的中 �� 51493（1番人気）
ワイド票数 計 346069 的中 �� 60087（1番人気）�� 39495（2番人気）�� 31967（3番人気）
3連複票数 計 941054 的中 ��� 148517（1番人気）
3連単票数 計1961719 的中 ��� 77622（1番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．1―13．1―13．0―12．3―11．4―10．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．6―49．7―1：02．7―1：15．0―1：26．4―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．5
3 6，7，4，5（2，8，10）3，9－1 4 ・（7，6）4，5（2，10）（8，9）3，1

勝馬の
紹 介

レーヌドブリエ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．10．5 新潟5着

2012．3．25生 牝4栗 母 メジロドーベル 母母 メジロビユーテイー 17戦3勝 賞金 36，092，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（28新潟3）第6日 10月30日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 167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

193，650，000円
2，540，000円
6，860，000円
1，270，000円
19，550，000円
64，282，500円
5，156，800円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
266，936，800円
334，662，700円
162，528，700円
583，348，000円
326，393，100円
341，062，900円
853，821，100円
1，313，596，500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 4，182，349，800円

総入場人員 17，188名 （有料入場人員 14，613名）



平成28年度 第3回新潟競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 1，024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

1，118，170，000円
10，150，000円
38，360，000円
10，291，000円
112，210，000円
395，228，000円
32，825，400円
9，830，400円

勝馬投票券売得金
1，533，460，300円
2，170，756，200円
996，456，200円
3，322，617，600円
1，779，213，100円
1，971，681，800円
4，857，992，900円
6，955，273，900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 23，587，452，000円

総入場延人員 81，196名 （有料入場延人員 69，786名）
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