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2900110月14日 晴 良 （29新潟3）第1日 第1競走 2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走9時50分（番組第4競走を順序変更） （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

58 カタヨクノテンシ 牡4鹿 60 黒岩 悠�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 502＋ 23：06．8 4．7�
34 デュアルメジャー �5青鹿60 草野 太郎 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 クビ 4．3�
33 ショウナンアリスト 牡3黒鹿58 金子 光希国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 498＋103：06．9� 2．6�
57 ティナカヌメ 牝3黒鹿56 五十嵐雄祐澤田 孝之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 460－ 43：07．43 17．4�
11 ブルベアリンクス 牡3黒鹿58 植野 貴也 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 472＋ 43：07．5クビ 10．8	
45 ワールドリースター 牡5鹿 60 佐久間寛志 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 43：08．56 7．7

814� マーズアタック 牝4栗 58 小野寺祐太島川 �哉氏 柴田 政人 浦河 バンブー牧場 464－ 83：09．35 23．7�
712 ア ウ ア ウ 牝4鹿 58 山本 康志金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 504＋ 43：11．3大差 25．9
813 ナ イ ス ワ ン 牡4栗 60 小坂 忠士田畑 富子氏 奥村 豊 新ひだか 中橋 清 456＋123：11．4� 51．9�
711 タカラキングダム �3鹿 58 大江原 圭村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 464＋ 83：12．35 90．3�
22 � クリスフォンテン �7黒鹿60 高野 和馬吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 458＋ 33：14．0大差 101．9�
610 トーアバカラ 牡3栗 58 森 一馬高山ランド� 松永 昌博 豊浦トーア牧場 468－ 23：15．49 53．7�
69 テイエムセイント 牡3栗 58 蓑島 靖典竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 静内坂本牧場 468－ 43：22．5大差 152．3�
46 フクノディナール �3黒鹿58 上野 翔福島 祐子氏 二本柳俊一 日高 北田 剛 454＋123：22．6� 177．8�
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売 得 金
単勝： 9，427，000円 複勝： 10，831，500円 枠連： 6，985，800円
馬連： 17，352，300円 馬単： 10，702，200円 ワイド： 12，030，100円
3連複： 30，141，100円 3連単： 39，082，900円 計： 136，552，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 130円 � 130円 � 110円 枠 連（3－5） 330円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 380円 �� 250円 �� 280円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 6，050円

票 数

単勝票数 計 94270 的中 � 15804（3番人気）
複勝票数 計 108315 的中 � 18472（2番人気）� 18443（3番人気）� 32334（1番人気）
枠連票数 計 69858 的中 （3－5） 16054（1番人気）
馬連票数 計 173523 的中 �� 10489（4番人気）
馬単票数 計 107022 的中 �� 3374（7番人気）
ワイド票数 計 120301 的中 �� 7517（3番人気）�� 13155（1番人気）�� 11003（2番人気）
3連複票数 計 301411 的中 ��� 25343（1番人気）
3連単票数 計 390829 的中 ��� 4679（8番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 49．3－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カタヨクノテンシ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2016．4．30 新潟14着

2013．3．28生 牡4鹿 母 キョウワハピネス 母母 グッドルックス 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
〔その他〕 デュアルメジャー号は，1コーナーから2コーナーにかけて前進気勢を欠いたことについて平地調教注意。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サンライズレイド号

2900210月14日 晴 稍重 （29新潟3）第1日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時25分 （ダート・左）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．8
1：50．9

良
不良

89 ロージズキング 牡2栗 55 木幡 初広鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B504－ 21：56．9 6．4�
55 マイネルサリューエ 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 秋田牧場 492＋10 〃 クビ 1．2�
22 ベルクカッツェ 牡2青鹿 55

52 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 454＋ 41：57．32� 18．9�
33 ニ コ ラ オ ス 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 500± 01：57．4� 57．6�
78 ザリーティー 牝2栗 54 吉田 隼人中村 智幸氏 杉山 晴紀 様似 様似堀牧場 436－ 61：57．5� 9．6�
11 クリノヒビキ 牡2栗 55

52 ▲富田 暁栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 476± 0 〃 クビ 124．1	
44 コスモグラトナス 牡2青 55

54 ☆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 446＋ 41：58．45 18．9�
77 ロンサムジョージ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹 
スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 502＋ 81：59．25 173．8�
810 コンヴィーヴォ 牝2栗 54 藤懸 貴志永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 430＋ 21：59．94 63．4
66 オルレアンノムスコ 牡2栗 55 杉原 誠人
ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 454－ 62：00．11	 218．2�
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売 得 金
単勝： 19，725，000円 複勝： 54，226，500円 枠連： 4，946，100円
馬連： 21，201，600円 馬単： 17，759，800円 ワイド： 15，123，200円
3連複： 28，326，200円 3連単： 61，941，500円 計： 223，249，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 120円 � 100円 � 180円 枠 連（5－8） 280円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 140円 �� 560円 �� 280円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 6，560円

票 数

単勝票数 計 197250 的中 � 25725（2番人気）
複勝票数 計 542265 的中 � 38427（2番人気）� 427187（1番人気）� 15291（5番人気）
枠連票数 計 49461 的中 （5－8） 13463（1番人気）
馬連票数 計 212016 的中 �� 49986（1番人気）
馬単票数 計 177598 的中 �� 11132（5番人気）
ワイド票数 計 151232 的中 �� 36371（1番人気）�� 5133（8番人気）�� 12269（4番人気）
3連複票数 計 283262 的中 ��� 26603（3番人気）
3連単票数 計 619415 的中 ��� 6844（18番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―13．2―14．1―13．2―13．0―13．3―12．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―38．1―52．2―1：05．4―1：18．4―1：31．7―1：44．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロージズキング �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．8．13 新潟8着

2015．5．6生 牡2栗 母 ドリーミングバード 母母 イ チ ノ ト リ 4戦1勝 賞金 6，800，000円

第３回 新潟競馬 第１日



2900310月14日 晴 稍重 （29新潟3）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時55分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000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

35 トップライセンス 牝4青鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：11．4 6．0�

713 スズカグラーテ 牝3黒鹿53 菱田 裕二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 440± 01：11．61� 2．1�
11 キョウワヒラリー 牝3鹿 53 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 492－ 4 〃 クビ 14．2�
34 エイシンムー 牝3鹿 53 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 494＋121：11．81 27．5�
712 イイデメモリー 牝3鹿 53 古川 吉洋松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 544＋ 21：11．9� 5．7	
58 サイモンミラベル 牝3栗 53 丸山 元気澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 456－ 11：12．11 13．8

22 スリーチアサウス 牝6鹿 55 水口 優也永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 492＋ 61：12．2� 83．5�
610 テンプルツリー 牝4鹿 55 勝浦 正樹山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 454＋ 21：12．3クビ 9．8�
47 � ペイシャスナッチ 牝4鹿 55 西田雄一郎北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 496＋ 61：12．4� 404．9
23 ラピッドライズ 牝4青鹿 55

54 ☆井上 敏樹下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 490＋ 81：12．5	 26．6�
46 ウイングフリオーソ 牝3鹿 53

50 ▲三津谷隼人 �杵臼斉藤牧場 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 448－ 81：12．6	 78．3�
59 � ミ ス ユ ー 牝4黒鹿55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450－101：12．7	 126．1�
611 ボクノナオミ 牝5鹿 55 中谷 雄太塩澤 正樹氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 500＋14 〃 アタマ 16．8�
814 スッチェッソ 牝3栗 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 41：13．12	 172．0�
815 シグナリング 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 456＋ 2 〃 ハナ 37．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 19，587，600円 複勝： 28，446，400円 枠連： 10，138，300円
馬連： 34，053，000円 馬単： 18，314，300円 ワイド： 23，479，700円
3連複： 48，971，900円 3連単： 60，817，400円 計： 243，808，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 120円 � 230円 枠 連（3－7） 450円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，640円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，320円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，530円 3 連 単 ��� 18，440円

票 数

単勝票数 計 195876 的中 � 25894（3番人気）
複勝票数 計 284464 的中 � 31195（4番人気）� 83384（1番人気）� 24484（5番人気）
枠連票数 計 101383 的中 （3－7） 17370（2番人気）
馬連票数 計 340530 的中 �� 35422（2番人気）
馬単票数 計 183143 的中 �� 8352（4番人気）
ワイド票数 計 234797 的中 �� 17539（3番人気）�� 4199（18番人気）�� 10601（6番人気）
3連複票数 計 489719 的中 ��� 10397（11番人気）
3連単票数 計 608174 的中 ��� 2390（46番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．6―12．4―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―34．0―46．4―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．4
3 3，8（1，12）（5，13）2（4，11，15）（6，9，10）14，7 4 3（8，12）（1，13）（2，5）（11，15）4，10（6，9）14，7

勝馬の
紹 介

トップライセンス �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 General Meeting デビュー 2015．9．21 中山1着

2013．2．11生 牝4青鹿 母 キャリアコレクション 母母 River of Stars 8戦3勝 賞金 22，000，000円

2900410月14日 晴 良 （29新潟3）第1日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分（番組第1競走を順序変更） （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

68 マサノハヤテ 牡3黒鹿58 北沢 伸也猪野毛雅人氏 加用 正 新ひだか 猪野毛牧場 500－ 23：06．9 1．8�
811� ジュールドトネール 牡7青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 502＋ 83：07．22 5．5�
11 ブルーガーディアン 牡5黒鹿60 江田 勇亮 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 加野牧場 508＋103：07．83� 12．8�
33 ショウナンダリア 牝3青鹿56 高野 和馬国本 哲秀氏 高橋 文雅 新冠 ムラカミファーム 474＋103：08．22� 81．0�
55 バンダムザブラッド 牡4黒鹿60 草野 太郎山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 466＋ 63：08．62� 37．6�
22 イ ク ラ ト ロ 牡6鹿 60 白浜 雄造 �キャピタル・システム 矢作 芳人 日高 目黒牧場 442＋16 〃 ハナ 7．7	
56 ブルベアバイソン 牡3栗 58 黒岩 悠 �ブルアンドベア 坂口 正則 新ひだか 畠山牧場 456± 03：08．7クビ 90．3

812 メジャースターダム �4栗 60 上野 翔伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 556＋ 23：09．44 42．3�
44 メイショウハガネ 牡3黒鹿58 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 456－ 23：12．7大差 65．4�
67 � ワンダーオブテール 牡5黒鹿60 田村 太雅山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 506－103：13．65 228．7
79 オメガヴェンデッタ �6鹿 60 五十嵐雄祐原 	子氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 496－ 63：14．23� 4．5�
710 シゲルヤマアラシ 牡3栗 58 植野 貴也森中 蕃氏 松山 将樹 新冠 中央牧場 520＋18 （競走中止） 81．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 12，836，100円 複勝： 20，613，100円 枠連： 6，818，400円
馬連： 21，113，400円 馬単： 15，235，300円 ワイド： 14，545，900円
3連複： 32，911，100円 3連単： 57，547，600円 計： 181，620，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（6－8） 310円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 580円

ワ イ ド �� 180円 �� 300円 �� 500円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 2，060円

票 数

単勝票数 計 128361 的中 � 55257（1番人気）
複勝票数 計 206131 的中 � 102551（1番人気）� 28596（2番人気）� 18600（4番人気）
枠連票数 計 68184 的中 （6－8） 16672（1番人気）
馬連票数 計 211134 的中 �� 40109（1番人気）
馬単票数 計 152353 的中 �� 19441（1番人気）
ワイド票数 計 145459 的中 �� 24278（1番人気）�� 11883（4番人気）�� 6168（6番人気）
3連複票数 計 329111 的中 ��� 27198（3番人気）
3連単票数 計 575476 的中 ��� 20164（1番人気）
上り 1マイル 1：45．0 4F 51．0－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マサノハヤテ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．4．16 福島3着

2014．4．30生 牡3黒鹿 母 サラトガヴィーナス 母母 レディダンジグ 障害：3戦1勝 賞金 14，000，000円
〔競走中止〕 シゲルヤマアラシ号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。



2900510月14日 晴 良 （29新潟3）第1日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・左）

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

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

24 ケ ワ ロ ス 牝2鹿 54 菱田 裕二山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 420－ 21：22．1 17．8�
815 ファストライフ 牝2栗 54 吉田 隼人石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 440＋ 8 〃 アタマ 9．4�
611 ヤマニンルネッタ 牝2鹿 54 田中 健土井 薫氏 浅見 秀一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 21：22．31� 3．7�
23 ドリームジャンボ 牝2鹿 54 西田雄一郎�ミルファーム 田中 剛 新冠 ヒカル牧場 474－ 61：22．61� 7．3�
713 エイシンテースティ 牝2栗 54 石橋 脩�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 456＋ 41：22．7� 2．9	
11 マ リ ー ツ ァ 牝2鹿 54 木幡 初広鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 458＋ 21：22．8� 28．0

59 ベルフロレゾン 牝2栗 54

53 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 422－ 41：22．9クビ 12．5�

12 ウェディングベール 牝2芦 54
51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 2 〃 クビ 41．4�

35 ターキッシュバン 牝2鹿 54 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 折手牧場 426－ 81：23．32� 34．5
47 グリンテソーロ 牝2栗 54 中谷 雄太了德寺健二氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 430－ 61：23．4� 193．4�
816 カガプラナス 牝2鹿 54 丸田 恭介香川 憲次氏 萱野 浩二 日高 山際 辰夫 412＋161：23．61� 32．1�
36 マオノキャッツアイ 牝2栗 54

53 ☆木幡 巧也湯浅 健司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 458－ 41：23．7クビ 107．5�
612 サンタガール 牝2青 54 丸山 元気 Him Rock Racing 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 400－181：23．91� 22．6�
714 ゴルゴンゾーラ 牝2鹿 54

52 △伴 啓太内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 408＋ 21：24．43 202．7�
48 サカショウクィーン 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也坂田 行夫氏 天間 昭一 青森 町屋 勝幸 420＋ 2 〃 ハナ 109．7�
510 オマツリサワギ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 岡田スタツド 432－141：25．25 103．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，010，300円 複勝： 27，818，700円 枠連： 10，139，500円
馬連： 33，304，500円 馬単： 19，297，500円 ワイド： 24，676，700円
3連複： 50，790，700円 3連単： 61，577，800円 計： 246，615，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 400円 � 220円 � 150円 枠 連（2－8） 1，770円

馬 連 �� 7，380円 馬 単 �� 17，800円

ワ イ ド �� 2，540円 �� 1，090円 �� 650円

3 連 複 ��� 6，900円 3 連 単 ��� 79，720円

票 数

単勝票数 計 190103 的中 � 9032（6番人気）
複勝票数 計 278187 的中 � 13969（6番人気）� 30407（3番人気）� 63435（2番人気）
枠連票数 計 101395 的中 （2－8） 4426（8番人気）
馬連票数 計 333045 的中 �� 3497（25番人気）
馬単票数 計 192975 的中 �� 813（59番人気）
ワイド票数 計 246767 的中 �� 2391（28番人気）�� 5804（11番人気）�� 10199（5番人気）
3連複票数 計 507907 的中 ��� 5513（22番人気）
3連単票数 計 615778 的中 ��� 560（233番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―12．1―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．1―34．4―46．5―58．4―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ ワ ロ ス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Lear Fan デビュー 2017．7．2 中京5着

2015．2．4生 牝2鹿 母 フェアリーワルツ 母母 Quick and Smooth 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔制裁〕 エイシンテースティ号の騎手石橋脩は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：3番・12

番・9番）

2900610月14日 晴 稍重 （29新潟3）第1日 第6競走 ��2，500�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
2：39．4
2：38．6

不良
不良

78 ヤマニンシルフ 牡4栗 57
54 ▲川又 賢治土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 454＋ 62：42．3 3．1�

33 サイドチェンジ 牡3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 池上 昌弘 新ひだか 平野牧場 B496－ 22：42．93� 8．0�
810 メイショウゴテツ 牡4青鹿 57

54 ▲横山 武史松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 474＋ 42：43．0� 7．3�
66 プリンスオブペスカ 牡3鹿 54

51 ▲富田 暁山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 462－14 〃 アタマ 7．0�
11 レッドゼノン 牡3黒鹿54 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B456＋ 2 〃 ハナ 3．3�
55 サンレイフローラ 牝7鹿 55

54 ☆井上 敏樹永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B454± 02：43．63� 151．3	
89 ブランニューカップ 牝3青鹿52 菱田 裕二吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 434± 0 〃 アタマ 6．3

77 � ウインウェルス 牡4栗 57 丹内 祐次�ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 B508± 02：43．81	 36．5�
44 � プレツィオーゼ 
5鹿 57

54 ▲菊沢 一樹髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 438± 02：44．11� 42．1�
22 クールモンスター 牡3鹿 54 北村 友一山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 492－142：44．84 99．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，092，300円 複勝： 17，944，900円 枠連： 6，166，300円
馬連： 23，128，100円 馬単： 13，252，100円 ワイド： 15，091，200円
3連複： 31，971，300円 3連単： 49，574，700円 計： 172，220，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 200円 � 210円 枠 連（3－7） 1，270円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 1，920円

ワ イ ド �� 500円 �� 390円 �� 820円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 9，090円

票 数

単勝票数 計 150923 的中 � 38594（1番人気）
複勝票数 計 179449 的中 � 32695（2番人気）� 21670（4番人気）� 20981（5番人気）
枠連票数 計 61663 的中 （3－7） 3743（7番人気）
馬連票数 計 231281 的中 �� 14261（7番人気）
馬単票数 計 132521 的中 �� 5153（8番人気）
ワイド票数 計 150912 的中 �� 7814（7番人気）�� 10410（2番人気）�� 4444（14番人気）
3連複票数 計 319713 的中 ��� 12499（7番人気）
3連単票数 計 495747 的中 ��� 3951（33番人気）

ハロンタイム 7．4―11．2―12．4―13．4―13．9―13．6―14．3―14．0―12．4―12．2―12．5―12．2―12．8

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―18．6―31．0―44．4―58．3―1：11．9―1：26．2―1：40．2―1：52．6―2：04．8―2：17．3―2：29．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンシルフ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．8．22 新潟3着

2013．2．24生 牡4栗 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 21戦3勝 賞金 31，200，000円



2900710月14日 晴 稍重 （29新潟3）第1日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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 マジカルスペル 牡3芦 55 北村 友一吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 534＋101：51．8 2．9�
11 ハ ナ サ キ 牝3青 53

50 ▲横山 武史鈴木 康弘氏 小野 次郎 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 B462＋ 41：52．11� 24．4�

56 アルーフクライ 牡3鹿 55 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 466＋101：52．52� 3．6�
33 ユノディエール 牡3鹿 55 菱田 裕二�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 450＋121：52．82 40．5	
44 タイセイストーム 牡5青鹿57 石橋 脩田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 492－ 41：53．01 3．7

22 モ ー ゼ ス 牡4黒鹿 57

54 ▲木幡 育也菊地 祐司氏 大江原 哲 洞�湖 レイクヴィラファーム 512－141：53．85 61．9�
55 	 ステラルーチェ 牡5栗 57 村田 一誠池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B476－ 2 〃 クビ 56．7�
68 ビークイック 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 476－ 4 〃 ハナ 5．1
811	 ビッグランチ 牡4栗 57 勝浦 正樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 470± 01：54．54 136．1�
79 ヤサカナンティー 
5鹿 57 西田雄一郎志邑 宣彦氏 青木 孝文 むかわ 新井牧場 478－ 41：54．81� 268．5�
812 プエルタデルソル 牡3栗 55 秋山真一郎前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 21：54．9� 33．0�
67 ネイチャーポイント 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 502－ 61：55．96 24．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，468，300円 複勝： 21，475，500円 枠連： 6，932，500円
馬連： 31，100，300円 馬単： 17，339，700円 ワイド： 19，414，900円
3連複： 41，059，100円 3連単： 60，745，000円 計： 217，535，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 340円 � 140円 枠 連（1－7） 3，670円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 300円 �� 980円

3 連 複 ��� 3，880円 3 連 単 ��� 21，280円

票 数

単勝票数 計 194683 的中 � 52620（1番人気）
複勝票数 計 214755 的中 � 36574（4番人気）� 11729（5番人気）� 48387（1番人気）
枠連票数 計 69325 的中 （1－7） 1462（12番人気）
馬連票数 計 311003 的中 �� 6511（9番人気）
馬単票数 計 173397 的中 �� 3018（13番人気）
ワイド票数 計 194149 的中 �� 4225（9番人気）�� 19051（2番人気）�� 4726（8番人気）
3連複票数 計 410591 的中 ��� 7928（9番人気）
3連単票数 計 607450 的中 ��� 2069（60番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―12．7―13．8―12．3―12．3―12．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―36．4―50．2―1：02．5―1：14．8―1：27．3―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―3F37．0
1
3
1－4，10（3，12）（6，9，8）7－11，5－2
1，4（3，10）6，12（9，2，8）－5－11－7

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

勝馬の
紹 介

マジカルスペル �
�
父 Creative Cause �

�
母父 Proud Citizen デビュー 2016．7．17 函館3着

2014．1．30生 牡3芦 母 プラウドスペル 母母 Pacific Spell 5戦2勝 賞金 16，300，000円

2900810月14日 晴 良 （29新潟3）第1日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左・外）

若手騎手，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

23 ミッキーグローリー 牡4青鹿57 杉原 誠人野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 542± 01：46．1 2．9�
48 ビービーブレスユー 牡4鹿 57

54 ▲川又 賢治�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 506＋ 61：46．2� 8．6�
59 ナリタゴールド �5鹿 57

54 ▲富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 424＋ 21：46．51� 6．0�
816 ダークネブラス 牡5青鹿 57

56 ☆木幡 初也 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472± 01：46．6� 8．5�

510 ウインシトリン 牝3黒鹿53 藤懸 貴志�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 446± 01：46．7� 75．0	
12 リリーモントルー 牡3鹿 55

53 △伴 啓太土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 430－ 21：46．8� 46．2

815� ウインガーネット 牝4黒鹿55 中井 裕二�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 514－ 91：46．9� 15．4�
24 タガノガジュマル 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 418－ 41：47．11� 25．0�
611 イ ム ノ ス 牡3黒鹿 55

52 ▲横山 武史 �サンデーレーシング 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 392－ 41：47．31� 35．6

714 インウィスパーズ 牡3鹿 55 森 一馬金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 438＋ 61：47．4� 19．7�

612 グ リ ト ニ ル 牡3鹿 55
54 ☆	島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 420－101：47．61� 73．1�

36 ライクアエンジェル 牝3鹿 53
52 ☆岩崎 翼�ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 418－ 21：47．92 23．9�
47 リライアブルエース 牡4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 496＋181：48．11� 5．6�

35 ス テ フ ィ ン 牡3鹿 55
54 ☆木幡 巧也手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470＋ 81：48．2� 49．4�

11 � コスモリョウゲツ 牡3鹿 55 原田 和真杉浦 和也氏 土田 稔 新冠 ビッグレッドファーム 444－161：48．3� 112．4�
713� コパノベスト �3黒鹿 55

52 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 服部 牧場 474＋ 21：49．25 26．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 19，890，800円 複勝： 31，177，200円 枠連： 10，875，800円
馬連： 35，877，400円 馬単： 18，144，300円 ワイド： 26，064，800円
3連複： 55，575，200円 3連単： 64，604，300円 計： 262，209，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 200円 � 160円 枠 連（2－4） 610円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，960円

ワ イ ド �� 490円 �� 360円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 9，470円

票 数

単勝票数 計 198908 的中 � 53298（1番人気）
複勝票数 計 311772 的中 � 69275（1番人気）� 33937（3番人気）� 50094（2番人気）
枠連票数 計 108758 的中 （2－4） 13773（1番人気）
馬連票数 計 358774 的中 �� 22940（2番人気）
馬単票数 計 181443 的中 �� 6910（3番人気）
ワイド票数 計 260648 的中 �� 13557（3番人気）�� 19396（1番人気）�� 8463（6番人気）
3連複票数 計 555752 的中 ��� 18838（2番人気）
3連単票数 計 646043 的中 ��� 4944（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―35．2―47．7―1：00．4―1：12．3―1：23．8―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F33．8
3 6（1，13）（3，5，7）（15，16）（8，12，14，4）11（9，10）2 4 6（1，13，5，7）（3，15）16（8，11，12，4）（9，14）（2，10）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーグローリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2015．8．8 新潟3着

2013．4．3生 牡4青鹿 母 メ リ ッ サ 母母 ストーミーラン 7戦3勝 賞金 26，029，000円



2900910月14日 晴 稍重 （29新潟3）第1日 第9競走 ��
��1，200�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 7，500，000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 エターナルフレイム 牡3栗 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 514± 01：11．1 3．0�
22 �	 ツインプラネット 
7鹿 57

54 ▲木幡 育也窪田 康志氏 中川 公成 米
Hertrich/McCarthy Live-
stock LLC, Fred W. Her-
trich III & John D. Fieldi

510＋ 4 〃 ハナ 6．7�
34 クラウンヴォルカン 牡4青 57 荻野 琢真矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 506＋ 61：11．63 98．7�
23 	 サンレイレッカー 牡6栗 57 秋山真一郎永井 啓弍氏 森田 直行 新ひだか 岡野牧場 512＋ 81：12．02� 128．4�
35 � グリターテソーロ 牡3鹿 55

54 ☆木幡 巧也了德寺健二氏 武井 亮 米 Steve Hol-
liday 482＋ 4 〃 ハナ 25．9�

59 ダイメイコンドル 牡5黒鹿57 丸田 恭介宮本 孝一氏 石毛 善彦 新ひだか 今 牧場 530＋121：12．1� 112．5�
46 � ボーサンシー 牡4栗 57

56 ☆島 克駿吉田 和美氏 池添 学 米
Terrazas Thoroughbreds, Al-
bert & Joyce Bell, BGHA＃1，
LLC & R－Cher F

532＋ 81：12．2クビ 3．8	
58 ジ ー ニ ア イ 牡6青 57

56 ☆井上 敏樹井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 B482± 01：12．3� 54．8

713� アヴェーヌモン 牡5鹿 57

56 ☆岩崎 翼加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm
& Greg Justice 536± 01：12．51� 21．4�

611 イソノヴィグラス 牡4栗 57
54 ▲横山 武史岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 470－ 2 〃 アタマ 25．6�

610� モズキングタイド 牡3黒鹿 55
54 ☆坂井 瑠星 キャピタル・システム 藤岡 健一 米

Omega Farm, B. D.
Gibbs Farm LLC &
Chancey Mill Farm

466＋ 4 〃 ハナ 10．8�
47 ミスズモンブラン 牡6栗 57

54 ▲富田 暁永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 486＋ 41：12．6クビ 96．3�
815	 ブレーヴブラッド 牡5鹿 57

56 ☆城戸 義政村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 470＋ 41：12．91� 37．6�
712� フライングニンバス 牝5鹿 55 北村 友一橋元 勇氣氏 野中 賢二 米 Glendalough

LLC 512± 01：13．22 5．3�
814 エイシンブリッツ 牡3栗 55 石橋 脩栄進堂 川村 禎彦 浦河 川越ファーム 484－ 21：14．15 32．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，699，900円 複勝： 24，491，900円 枠連： 10，652，000円
馬連： 39，230，000円 馬単： 20，407，700円 ワイド： 23，219，200円
3連複： 56，875，400円 3連単： 73，748，800円 計： 267，324，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 220円 � 2，210円 枠 連（1－2） 1，030円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 380円 �� 4，270円 �� 7，880円

3 連 複 ��� 27，640円 3 連 単 ��� 82，510円

票 数

単勝票数 計 186999 的中 � 48914（1番人気）
複勝票数 計 244919 的中 � 50163（1番人気）� 30268（4番人気）� 2026（14番人気）
枠連票数 計 106520 的中 （1－2） 7972（4番人気）
馬連票数 計 392300 的中 �� 29635（3番人気）
馬単票数 計 204077 的中 �� 8970（3番人気）
ワイド票数 計 232192 的中 �� 17839（2番人気）�� 1306（43番人気）�� 703（63番人気）
3連複票数 計 568754 的中 ��� 1543（86番人気）
3連単票数 計 737488 的中 ��� 648（261番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．2―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―46．1―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナルフレイム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2017．2．11 東京3着

2014．5．3生 牡3栗 母 エターナルシャイン 母母 マークプロミス 8戦2勝 賞金 18，700，000円

2901010月14日 晴 良 （29新潟3）第1日 第10競走 ��
��2，200�

ひ ょ う こ

瓢 湖 特 別
発走14時50分 （芝・左）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

11 プライムセラー �4栗 57 石橋 脩 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 504＋ 82：12．3 4．4�
816 ジュンファイトクン 牡5栗 57 勝浦 正樹河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 446－ 6 〃 クビ 12．7�
24 アインザッツ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B468＋ 42：12．4	 32．3�
48 
 マイネルツィール 牡4鹿 57 的場 勇人杉浦 和也氏 的場 均 新ひだか 田湯牧場 484＋ 62：12．5� 17．2�
23 アドマイヤローザ 牝3芦 52 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：12．6クビ 6．2�
817 メイケイレジェンド 牡4鹿 57 富田 暁名古屋競馬	 木原 一良 登別 青藍牧場 478± 0 〃 クビ 15．2

815 シャインブライト 牡4芦 57 吉田 隼人了德寺健二氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 472－102：12．7	 8．7�
713 フ ォ ン ス 牡4黒鹿57 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480± 0 〃 ハナ 4．2�
47 ミルトプレスト 牡3鹿 54 木幡 初也永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 514＋102：12．8クビ 16．4
611 ウ ォ ー ブ ル 牝3黒鹿52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 むかわ 渡辺 隆 464－ 2 〃 クビ 23．5�
59 マイブルーヘブン 牡3鹿 54 �島 克駿三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 462＋ 42：12．9	 12．0�
12 ハギノカエラ 牝4栗 55 坂井 瑠星安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 418－ 22：13．53	 99．7�
35 ヴィガーエッジ �4鹿 57 木幡 巧也島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 480－ 42：13．6	 112．0�
714
 ハッピーチャンス 牝4鹿 55 丸田 恭介馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 478－122：14．13 185．8�
612 リ セ エ ン ヌ 牝4青鹿55 秋山真一郎吉田 照哉氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 430＋ 22：14．2� 17．5�
510 スズカホワイト 牡3芦 54 古川 吉洋永井 啓弍氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 514＋122：14．3クビ 80．1�
36 ロ ザ ン ジ ェ 牡3青鹿54 木幡 初広西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 458－12 〃 クビ 200．8�

（17頭）

売 得 金
単勝： 24，652，000円 複勝： 41，520，900円 枠連： 21，094，900円
馬連： 62，740，200円 馬単： 28，399，600円 ワイド： 37，713，300円
3連複： 91，809，700円 3連単： 114，016，700円 計： 421，947，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 370円 � 960円 枠 連（1－8） 970円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 6，070円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 3，430円 �� 7，860円

3 連 複 ��� 49，390円 3 連 単 ��� 220，430円

票 数

単勝票数 計 246520 的中 � 44635（2番人気）
複勝票数 計 415209 的中 � 63520（2番人気）� 28421（6番人気）� 9479（12番人気）
枠連票数 計 210949 的中 （1－8） 16827（2番人気）
馬連票数 計 627402 的中 �� 12995（11番人気）
馬単票数 計 283996 的中 �� 3504（17番人気）
ワイド票数 計 377133 的中 �� 7915（11番人気）�� 2812（45番人気）�� 1211（67番人気）
3連複票数 計 918097 的中 ��� 1394（153番人気）
3連単票数 計1140167 的中 ��� 375（732番人気）

ハロンタイム 12．9―10．9―11．8―12．2―12．5―11．9―12．1―12．2―12．2―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．8―35．6―47．8―1：00．3―1：12．2―1：24．3―1：36．5―1：48．7―2：00．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
16，12（4，10）（8，17）6（9，14）（1，5）（7，11）3（13，15）－2
16，12，10（4，8，11）17（1，9，5，15）7，3（6，14）13－2

2
4
16－12，10，4（8，17）－（6，9）1（5，14）3（7，11）（13，15）－2
16（12，11）（4，8，10）（17，5）（1，9，15）7，3，6（14，13）2

勝馬の
紹 介

プライムセラー �
�
父 カ ン パ ニ ー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．5 福島5着

2013．3．10生 �4栗 母 トップセラー 母母 プロモーション 12戦3勝 賞金 34，409，000円



2901110月14日 晴 良 （29新潟3）第1日 第11競走 ��
��2，000�

う お ぬ ま

魚 沼 特 別
発走15時25分 （芝・左・外）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

66 ルックトゥワイス 牡4鹿 57 北村 友一飯塚 知一氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 438＋ 81：58．6 1．3�
33 トレジャートローヴ 牡4芦 57 坂井 瑠星吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444－ 41：59．02� 4．8�
55 ヒメタチバナ 牝4黒鹿55 丸田 恭介岡田 勇氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 466＋ 41：59．1� 8．6�
22 	 エリモジパング 牡7青鹿57 黛 弘人山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 468－ 81：59．41
 71．9�
44 ビップレボルシオン 牡6鹿 57 吉田 隼人鈴木 邦英氏 清水 久詞 洞�湖 レイクヴィラファーム 518－ 21：59．5
 7．3�
11 	 スリーヴェローチェ 牡8鹿 57 岩崎 翼永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 470± 02：00．13� 57．9	
77 マイネボニータ 牝6栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 424－ 62：00．52� 50．3

（7頭）

売 得 金
単勝： 29，839，600円 複勝： 69，350，800円 枠連： 発売なし
馬連： 49，025，600円 馬単： 41，671，800円 ワイド： 23，048，000円
3連複： 55，197，600円 3連単： 223，614，800円 計： 491，748，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 260円

ワ イ ド �� 130円 �� 170円 �� 260円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 640円

票 数

単勝票数 計 298396 的中 � 176926（1番人気）
複勝票数 計 693508 的中 � 555322（1番人気）� 51794（2番人気）
馬連票数 計 490256 的中 �� 174610（1番人気）
馬単票数 計 416718 的中 �� 117810（1番人気）
ワイド票数 計 230480 的中 �� 58095（1番人気）�� 32070（3番人気）�� 17098（5番人気）
3連複票数 計 551976 的中 ��� 136811（2番人気）
3連単票数 計2236148 的中 ��� 252437（2番人気）

ハロンタイム 13．0―11．2―11．7―11．9―12．2―12．6―12．2―11．7―10．6―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．2―35．9―47．8―1：00．0―1：12．6―1：24．8―1：36．5―1：47．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．8
3 7－2，1，5（4，6）－3 4 7－2（1，5）（4，6）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ルックトゥワイス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Alzao デビュー 2016．2．21 東京6着

2013．4．2生 牡4鹿 母 エスユーエフシー 母母 Familiar 8戦4勝 賞金 56，336，000円

2901210月14日 晴 良 （29新潟3）第1日 第12競走 ��1，000�
いなびかり

稲 光 特 別
発走16時00分 （芝・直線）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

510 ファイブフォース 牝3鹿 53 原田 和真�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 486＋18 55．0 8．7�

611� ニシノアンジュ 牝5栗 55 宮崎 北斗西村 亮二氏 青木 孝文 新ひだか 米田牧場 470＋ 8 55．1� 17．6�
48 ポルボローネ 牝5栗 55 菊沢 一樹小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 432－ 6 55．2� 17．4�
818 ラブローレル 牝5青鹿55 中井 裕二増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 430＋ 4 55．51� 11．8�
12 フェザリータッチ 牡4鹿 57 北村 友一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442－ 6 55．6� 10．5�
715 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 478＋ 2 〃 クビ 3．0	
23 ウインベントゥーラ 牡5鹿 57 菱田 裕二
ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 472＋12 〃 ハナ 43．7�
612� メイショウワカアユ 牡5鹿 57 木幡 巧也松本 好雄氏 笹田 和秀 浦河 太陽牧場 482＋ 4 55．7クビ 33．6�
817 ミルトドリーム 牡3鹿 55 秋山真一郎永山 勝敏氏 中竹 和也 浦河 北光牧場 508＋ 6 〃 ハナ 4．8
47 � ジ ェ ス ロ 	4鹿 57 
島 克駿松田 整二氏 杉山 晴紀 浦河 小島牧場 430＋ 2 〃 アタマ 19．9�
35 � タイセイプロスパー 牡3栗 55 坂井 瑠星田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 谷川牧場 502＋16 〃 クビ 230．7�
713 アッパレドンキ 牝4鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD
 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 438＋ 8 55．8クビ 52．8�
816 ピ ナ ク ル ズ 	4黒鹿57 岩崎 翼ライオンレースホース
 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 B500＋ 4 〃 クビ 54．2�
36 � ケイビイノキセキ 牡5鹿 57 丸田 恭介菊池 昭雄氏 萱野 浩二 浦河 駿河牧場 B534＋10 〃 ハナ 35．4�
24 � チェルカトーレ 牝5栗 55 吉田 隼人 
ロードホースクラブ 菊川 正達 えりも エクセルマネジメント B432＋ 4 56．01� 15．6�
714 フェアラフィネ 牝5芦 55 丸山 元気ディアレストクラブ
 森田 直行 日高 豊洋牧場 450＋ 4 56．1� 33．4�
59 ガーシュウィン 牡3鹿 55 丹内 祐次田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474＋ 8 56．2クビ 23．9�
11 � 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＋ 3 57．05 189．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，497，600円 複勝： 45，410，800円 枠連： 31，667，900円
馬連： 90，077，900円 馬単： 39，057，200円 ワイド： 51，423，300円
3連複： 136，691，600円 3連単： 169，244，900円 計： 598，071，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 360円 � 430円 � 450円 枠 連（5－6） 3，610円

馬 連 �� 8，350円 馬 単 �� 14，710円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 2，920円 �� 4，080円

3 連 複 ��� 53，810円 3 連 単 ��� 249，900円

票 数

単勝票数 計 344976 的中 � 31656（3番人気）
複勝票数 計 454108 的中 � 33963（4番人気）� 27810（6番人気）� 25760（7番人気）
枠連票数 計 316679 的中 （5－6） 6782（14番人気）
馬連票数 計 900779 的中 �� 8351（34番人気）
馬単票数 計 390572 的中 �� 1991（53番人気）
ワイド票数 計 514233 的中 �� 5470（27番人気）�� 4540（34番人気）�� 3228（49番人気）
3連複票数 計1366916 的中 ��� 1905（186番人気）
3連単票数 計1692449 的中 ��� 491（843番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―10．8―10．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．7―33．5―43．5

上り4F43．0－3F32．3
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ファイブフォース �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2016．12．3 中山4着

2014．4．13生 牝3鹿 母 バクシンスクリーン 母母 サンデースクリーン 8戦2勝 賞金 18，312，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クールジョジョ号
（非抽選馬） 3頭 キャラメルフレンチ号・スミレタンポポ号・ソービック号



（29新潟3）第1日 10月14日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 162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

188，610，000円
7，450，000円
10，280，000円
1，530，000円
19，950，000円
63，769，000円
5，725，200円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
242，726，500円
393，308，200円
126，417，500円
458，204，300円
259，581，500円
285，830，300円
660，320，900円
1，036，516，400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 3，462，905，600円

総入場人員 8，691名 （有料入場人員 7，267名）
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