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2904910月28日 曇 良 （29新潟3）第5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 （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

69 ホーガンブリッジ 牡3鹿 58 山本 康志塩田 清氏 堀井 雅広 青森 一山育成牧場 492± 03：06．3 28．4�
33 ボ ル ゲ ー ゼ �5黒鹿60 小野寺祐太 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 478＋ 83：06．93� 9．2�
610 メイショウタカモリ 牡3芦 58 平沢 健治松本 好雄氏 中村 均 浦河 日の出牧場 490＋ 43：07．96 9．9�
34 � エアカーディナル 牡6鹿 60 高田 潤 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 494＋ 83：08．22 7．1�
712 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 496－ 2 〃 クビ 2．1	
814 ウインインスパイア 牡6黒鹿60 五十嵐雄祐�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 468＋183：08．94 5．9

711 キングスーサ 牡3栗 58 難波 剛健田上 雅春氏 飯田 雄三 新ひだか ヒサイファーム 472＋ 43：09．43 16．5�
46 スマートガルーダ 牡4鹿 60 上野 翔大川 徹氏 粕谷 昌央 新冠 秋田牧場 490＋ 23：10．14 62．4�
22 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 460＋ 4 〃 クビ 20．4
11 ニットウビクトリー 牡8鹿 60 高野 和馬�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 486－ 23：10．31	 31．3�
813 アサクサチャンス 牡3鹿 58 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462＋ 23：10．93� 96．5�
58 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 470＋ 23：11．21
 109．9�
57 メイショウハガネ 牡3黒鹿58 北沢 伸也松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 464＋ 83：12．810 68．4�
45 レッドバルトーク 牡4黒鹿60 草野 太郎 �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 460－103：15．0大差 18．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，160，200円 複勝： 13，892，100円 枠連： 7，640，000円
馬連： 22，333，500円 馬単： 12，444，900円 ワイド： 15，702，300円
3連複： 37，204，700円 3連単： 47，193，700円 計： 167，571，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 580円 � 240円 � 290円 枠 連（3－6） 1，450円

馬 連 �� 7，290円 馬 単 �� 17，640円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 3，510円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 40，030円 3 連 単 ��� 275，930円

票 数

単勝票数 計 111602 的中 � 3143（9番人気）
複勝票数 計 138921 的中 � 5489（8番人気）� 17118（2番人気）� 12647（5番人気）
枠連票数 計 76400 的中 （3－6） 4074（6番人気）
馬連票数 計 223335 的中 �� 2373（25番人気）
馬単票数 計 124449 的中 �� 529（57番人気）
ワイド票数 計 157023 的中 �� 2305（18番人気）�� 1136（42番人気）�� 2268（19番人気）
3連複票数 計 372047 的中 ��� 697（108番人気）
3連単票数 計 471937 的中 ��� 124（685番人気）
上り 1マイル 1：48．3 4F 55．9－3F 42．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホーガンブリッジ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 アイシーグルーム デビュー 2017．3．5 中山10着

2014．4．1生 牡3鹿 母 スカーレピーコック 母母 フルールドロカイユ 障害：4戦1勝 賞金 8，580，000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。
（非当選馬） 1頭 ワンダーオブテール号

2905010月28日 曇 良 （29新潟3）第5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

11 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 496＋ 41：55．4 1．8�

812 ショウナンマリブ 牡2芦 55
54 ☆坂井 瑠星国本 哲秀氏 松下 武士 日高 天羽牧場 466－ 2 〃 クビ 2．8�

33 ニ コ ラ オ ス 牡2鹿 55 勝浦 正樹八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 504＋ 41：56．25 18．2�
68 グラスコマチ 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 428－ 41：56．3� 9．7�
710 アイファートニオー 牡2鹿 55

52 ▲三津谷隼人中島 稔氏 竹内 正洋 新冠 川上 悦夫 434＋ 41：57．36 59．6	
22 ネ コ マ ヒ カ 牡2栗 55 杉原 誠人桐谷 茂氏 星野 忍 新ひだか 原 弘之 508＋101：57．4クビ 101．7

55 ロイヤルパールス 牡2鹿 55

52 ▲富田 暁ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 日高 坂 牧場 496＋ 41：57．61� 13．6�
44 ハッピーテーラー 牡2鹿 55

54 ☆木幡 初也中西 浩一氏 黒岩 陽一 青森 マルシチ牧場 504＋ 21：58．02� 94．8�
79 クレイジームーン 牡2鹿 55 津村 明秀千明牧場 鈴木 伸尋 浦河 千明牧場 486＋ 21：58．31� 192．1
56 ロンサムジョージ 牡2黒鹿 55

52 ▲横山 武史 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 508＋ 61：58．4� 104．6�
811 アルファーティハ 牡2栗 55 嶋田 純次清水 敏氏 手塚 貴久 浦河 ミルファーム 498－ 61：58．82� 89．1�
67 ダイメイジャガー 牡2青鹿55 小島 太一宮本 昇氏 中野 栄治 むかわ 池本 久志 450± 01：59．54 309．0�
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売 得 金
単勝： 22，109，800円 複勝： 48，306，700円 枠連： 5，827，800円
馬連： 24，643，500円 馬単： 18，163，400円 ワイド： 18，320，800円
3連複： 36，626，100円 3連単： 65，664，700円 計： 239，662，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 140円 枠 連（1－8） 290円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 130円 �� 240円 �� 460円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 2，030円

票 数

単勝票数 計 221098 的中 � 101738（1番人気）
複勝票数 計 483067 的中 � 352343（1番人気）� 40868（2番人気）� 24917（4番人気）
枠連票数 計 58278 的中 （1－8） 15189（1番人気）
馬連票数 計 246435 的中 �� 67926（1番人気）
馬単票数 計 181634 的中 �� 27576（1番人気）
ワイド票数 計 183208 的中 �� 46965（1番人気）�� 17521（3番人気）�� 7496（7番人気）
3連複票数 計 366261 的中 ��� 36416（3番人気）
3連単票数 計 656647 的中 ��� 23413（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．0―50．6―1：04．0―1：16．7―1：29．9―1：42．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．7
1
3
12，10－（5，8）（3，4）11，9，6（1，7）＝2
12（10，8，9）（3，1）4（5，6）（2，7）－11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルサリューエ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 エーピーダンサー デビュー 2017．6．11 東京9着

2015．4．12生 牡2栗 母 エーピーサルート 母母 エーエージェント 6戦1勝 賞金 11，000，000円
〔制裁〕 ショウナンマリブ号の騎手坂井瑠星は，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：1番）

第３回 新潟競馬 第５日



2905110月28日 曇 良 （29新潟3）第5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）

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

35 トップアドバンス 牡6鹿 57
54 ▲菊沢 一樹柳内 正基氏 勢司 和浩 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482＋121：11．9 94．3�
814 タイセイマルス 牡3黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 464－ 8 〃 クビ 74．3�
58 トウショウデュエル 牡5栗 57

56 ☆木幡 初也トウショウ産業� 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 510± 01：12．11� 3．9�
610 キタノユーリン 牝3鹿 53 丸山 元気北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 476± 01：12．2クビ 8．5�
713 コスモコレクション 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 田島 俊明 浦河 岡本 昌市 484＋ 81：12．41� 18．8	
712 ス ワ ニ ル ダ 牝4芦 55 杉原 誠人服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋ 2 〃 クビ 29．5

23 セレノグラフィー �4黒鹿57 津村 明秀村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 506± 01：12．5クビ 10．5�
34 サ ノ ラ ブ 牝3青鹿53 勝浦 正樹佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 沖田牧場 476＋221：12．71� 49．8�
11 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 534＋ 4 〃 ハナ 18．6
59 スプリングタイム 牝3黒鹿 53

52 ☆�島 克駿 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 446－ 6 〃 クビ 20．3�

47 サイモンミラベル 牝3栗 53
50 ▲富田 暁澤田 昭紀氏 梅田 智之 安平 追分ファーム 456± 01：12．8クビ 4．2�

611� レーヴドミカ 牝4栗 55
54 ☆坂井 瑠星尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 478－ 41：13．01� 54．1�

22 スマイルハッピー 牝5鹿 55
52 ▲木幡 育也臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 456－ 41：13．1� 106．3�

46 � パルクリール 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 414－10 〃 クビ 45．4�

815 アユツリオヤジ 牡3栗 55 菱田 裕二 �キャピタル・システム 村山 明 浦河 �川 啓一 490＋ 81：13．31� 3．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，003，600円 複勝： 25，073，600円 枠連： 7，535，800円
馬連： 29，133，500円 馬単： 15，216，700円 ワイド： 21，681，200円
3連複： 41，053，200円 3連単： 49，371，400円 計： 206，069，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，430円 複 勝 � 1，730円 � 1，410円 � 170円 枠 連（3－8） 4，870円

馬 連 �� 194，640円 馬 単 �� 278，350円

ワ イ ド �� 31，810円 �� 4，640円 �� 3，350円

3 連 複 ��� 139，950円 3 連 単 ��� 2，556，730円

票 数

単勝票数 計 170036 的中 � 1442（14番人気）
複勝票数 計 250736 的中 � 3075（14番人気）� 3803（13番人気）� 53397（1番人気）
枠連票数 計 75358 的中 （3－8） 1197（19番人気）
馬連票数 計 291335 的中 �� 116（104番人気）
馬単票数 計 152167 的中 �� 41（202番人気）
ワイド票数 計 216812 的中 �� 174（103番人気）�� 1208（46番人気）�� 1683（35番人気）
3連複票数 計 410532 的中 ��� 220（258番人気）
3連単票数 計 493714 的中 ��� 14（2284番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．6―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．6―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トップアドバンス �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．7．14 福島4着

2011．3．15生 牡6鹿 母 バクシンスクリーン 母母 サンデースクリーン 32戦2勝 賞金 24，400，000円
〔制裁〕 ダイメイコンドル号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6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。
（非当選馬） 1頭 カワキタエビデンス号

2905210月28日 曇 良 （29新潟3）第5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 （芝・外内）
3歳以上；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は
超過額300万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：01．4良

11 � マイネルプロンプト �5黒鹿60 森 一馬岡田 壮史氏 坂口 正則 新冠 コスモヴューファーム 482＋183：04．3 8．4�
69 ウエスタンレベッカ 牝7鹿 58 熊沢 重文西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 458－ 4 〃 アタマ 5．3�
34 ダンツキャンサー 牝6黒鹿58 植野 貴也山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 488＋ 2 〃 ハナ 2．7�
33 アズマタックン 牡4青鹿60 北沢 伸也東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 494＋ 23：05．15 5．8�
58 アレルキナーダ 牝4鹿 58 白浜 雄造服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 520－ 23：05．73� 45．1�
46 マイネルピクトル 牡6鹿 62 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新ひだか 大典牧場 516± 03：06．12� 45．2	
57 メイショウヤギリ 牡5黒鹿60 平沢 健治松本 好雄氏 池添 学 日高 日西牧場 486＋ 43：06．31	 32．9

813 メイショウライナー 牡7鹿 60 難波 剛健松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 484＋ 2 〃 アタマ 13．8�
814 レッドルーラー 牡7鹿 60 高田 潤 �東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 500－ 6 〃 クビ 9．7
22 � リバータイキ 牡8栗 60 金子 光希河越 武治氏 作田 誠二 平取 稲原牧場 520－ 83：06．4� 36．9�
711� ゴールドバンカー 牡5栗 60 石神 深一磯波 勇氏 伊藤 正徳 登別 登別上水牧場 456＋ 83：06．82� 14．2�
712 プランスペスカ 牡7鹿 60 田村 太雅山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 472＋ 63：07．75 28．8�
610 ルグランシェクル 牡4黒鹿60 大江原 圭藤田 岳彦氏 大江原 哲 日高 木村牧場 460＋ 63：08．23 118．1�
45 シゲルクーガー �3鹿 58 小坂 忠士森中 蕃氏 川村 禎彦 平取 北島牧場 482＋ 43：08．41� 51．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，711，700円 複勝： 19，963，200円 枠連： 11，335，400円
馬連： 25，286，600円 馬単： 14，786，900円 ワイド： 18，195，500円
3連複： 42，321，700円 3連単： 52，301，300円 計： 198，902，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 180円 � 180円 � 140円 枠 連（1－6） 2，450円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 800円 �� 660円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 18，970円

票 数

単勝票数 計 147117 的中 � 13927（4番人気）
複勝票数 計 199632 的中 � 26680（3番人気）� 26399（4番人気）� 41217（1番人気）
枠連票数 計 113354 的中 （1－6） 3575（12番人気）
馬連票数 計 252866 的中 �� 9600（6番人気）
馬単票数 計 147869 的中 �� 2422（16番人気）
ワイド票数 計 181955 的中 �� 5641（6番人気）�� 7021（4番人気）�� 10851（2番人気）
3連複票数 計 423217 的中 ��� 13180（2番人気）
3連単票数 計 523013 的中 ��� 1998（37番人気）
上り 1マイル 1：43．2 4F 48．9－3F 37．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�マイネルプロンプト �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 マイネルラヴ

2012．3．17生 �5黒鹿 母 コスモクラッベ 母母 ビンゴハナコ 障害：6戦2勝 賞金 27，550，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ビットアレグロ号・マイネルゼーラフ号



2905310月28日 曇 良 （29新潟3）第5日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

713 モ デ レ イ ト 牝2鹿 54
53 ☆木幡 巧也�和田牧場 和田 正道 浦河 中村 雅明 460－ 81：22．7 42．0�

36 ベルウッドキング 牡2鹿 55 黛 弘人鈴木 照雄氏 和田 雄二 日高 増尾牧場 432－ 61：22．91� 5．8�
35 ゴールドシャッツ 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 41：23．0� 21．8�
611 タガノタイト 牡2鹿 55 中井 裕二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 482＋121：23．1� 11．7�
11 メジェールスー 牝2鹿 54 吉田 隼人太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 452± 0 〃 アタマ 2．6�
23 ナイルデルタ 牡2鹿 55 丸田 恭介 �キャロットファーム 松下 武士 平取 坂東牧場 486＋ 21：23．2� 6．1	
24 マーガレットステラ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星大森 悌次氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 456－ 21：23．41 9．4

59 フェリーチェ 牝2鹿 54

51 ▲菊沢 一樹�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 446－ 4 〃 クビ 16．1�

12 アーヴァイン 牡2鹿 55 丸山 元気林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 服部 牧場 474＋ 81：23．5� 43．3�
510 ダイヤモンドベガ 牝2栗 54

53 ☆�島 克駿佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 420＋ 4 〃 クビ 20．7
816 ジュリーハーツ 牝2黒鹿54 津村 明秀林 正道氏 池上 昌和 浦河 �川 啓一 474－101：23．71� 20．2�
714 モテモテホマックス 牡2栗 55 勝浦 正樹 �スピードファーム和田 正道 浦河 村下農場 448＋ 21：24．12� 121．4�
47 サロルンカムイ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也�谷口牧場 天間 昭一 新ひだか 坂本 智広 432＋ 81：24．2� 164．5�
48 ニュートリック 牡2青鹿55 横山 和生�Basic 小野 次郎 青森 大西興産 454＋ 21：24．3� 204．3�
612 ブライターデイズ 牝2栗 54

51 ▲横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 正道 新冠 三村 卓也 460± 01：24．4� 138．6�

815 サンクトゥスレーン 牡2栗 55 宮崎 北斗 �コスモヴューファーム 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 478－ 21：24．5クビ 69．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，750，400円 複勝： 29，756，500円 枠連： 12，887，600円
馬連： 35，956，400円 馬単： 17，867，900円 ワイド： 26，448，500円
3連複： 52，121，200円 3連単： 63，446，000円 計： 259，234，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，200円 複 勝 � 830円 � 220円 � 480円 枠 連（3－7） 6，620円

馬 連 �� 9，930円 馬 単 �� 22，900円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 4，980円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 34，230円 3 連 単 ��� 226，590円

票 数

単勝票数 計 207504 的中 � 4183（10番人気）
複勝票数 計 297565 的中 � 8178（10番人気）� 43098（2番人気）� 15186（9番人気）
枠連票数 計 128876 的中 （3－7） 1508（19番人気）
馬連票数 計 359564 的中 �� 2804（32番人気）
馬単票数 計 178679 的中 �� 585（71番人気）
ワイド票数 計 264485 的中 �� 2774（29番人気）�� 1340（50番人気）�� 5951（12番人気）
3連複票数 計 521212 的中 ��� 1142（103番人気）
3連単票数 計 634460 的中 ��� 203（643番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．2―11．7―12．1―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．6―34．8―46．5―58．6―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．2
3 6，13－（4，5，10，11，15）（1，2，7）（8，9）（3，12）14，16 4 6，13（5，10）（4，11）（1，2，15）（8，7，9）3（12，14）16

勝馬の
紹 介

モ デ レ イ ト �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2017．9．30 中山7着

2015．2．14生 牝2鹿 母 ヒシカルメン 母母 ヒシピナクル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 タガノタイト号の騎手中井裕二は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。

2905410月28日 曇 良 （29新潟3）第5日 第6競走 1，800�サラブレッド系2歳
発走12時45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

812 ナラトゥリス 牝2黒鹿54 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444－ 21：48．6 1．8�

33 インヴィジブルワン 牝2黒鹿 54
53 ☆坂井 瑠星 �サンデーレーシング 藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 21：48．92 5．1�
68 カフジフロンティア 牡2鹿 55 丸田 恭介加藤 守氏 中竹 和也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512± 01：49．21� 17．9�
44 ヒルトップパレス 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿吉田 勝己氏 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 458± 01：49．3� 46．4�
813 ショウナンラヴィ 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 井高牧場 460－ 81：49．61� 68．5�
56 キリンノツバサ 牡2栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 442＋ 4 〃 アタマ 192．7	
11 ウインネプチューン 牡2青鹿55 津村 明秀
ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 8 〃 ハナ 6．0�
710 コスモジラソウ 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 剛 浦河 市川フアーム 470－ 61：49．91� 22．9�
69 サンドラフラッシュ 牝2芦 54 吉田 隼人林 正道氏 奥村 武 新冠 山岡ファーム 416＋ 6 〃 アタマ 13．8
45 モンサンブリラント 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 浦河 三嶋牧場 512－ 41：50．0� 58．2�
22 ジョリルミエール 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史後藤 英成氏 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 416－ 81：50．1� 58．1�
711 エルノヴィオ 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 初也橋本 忠雄氏 本間 忍 日高 藤本ファーム 458± 01：50．31� 77．7�
57 カプリッチョ 牡2黒鹿55 長岡 禎仁西森 鶴氏 堀井 雅広 浦河 杵臼斉藤牧場 446＋12 〃 クビ 63．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，937，300円 複勝： 31，741，100円 枠連： 8，955，900円
馬連： 27，359，900円 馬単： 17，504，200円 ワイド： 21，318，700円
3連複： 38，909，800円 3連単： 62，001，800円 計： 228，728，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 140円 � 220円 枠 連（3－8） 390円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 210円 �� 450円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 3，830円

票 数

単勝票数 計 209373 的中 � 96783（1番人気）
複勝票数 計 317411 的中 � 164671（1番人気）� 37742（2番人気）� 17932（5番人気）
枠連票数 計 89559 的中 （3－8） 17413（1番人気）
馬連票数 計 273599 的中 �� 55388（1番人気）
馬単票数 計 175042 的中 �� 24161（1番人気）
ワイド票数 計 213187 的中 �� 31073（1番人気）�� 11185（5番人気）�� 6327（8番人気）
3連複票数 計 389098 的中 ��� 24688（3番人気）
3連単票数 計 620018 的中 ��� 11707（4番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．1―12．6―12．6―11．9―11．5―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―36．7―49．3―1：01．9―1：13．8―1：25．3―1：36．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナラトゥリス �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．9．3 新潟3着

2015．2．2生 牝2黒鹿 母 イストワール 母母 アピーリングストーリー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔発走状況〕 コスモジラソウ号は，枠入り不良。



2905510月28日 曇 良 （29新潟3）第5日 第7競走 ��2，500�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

55 ハッスルバッスル 牡3黒鹿54 吉田 隼人吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか タイヘイ牧場 B488＋ 62：39．8 2．4�
68 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 464＋ 22：40．97 7．4�
44 レッドゼノン 牡3黒鹿 54

51 ▲横山 武史 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B454－ 22：41．0� 5．9�
67 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 B500＋ 42：41．21� 5．4�
710 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 436＋ 22：41．62� 23．6�
79 ダンツエンペラー 牡4鹿 57 黛 弘人山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 470± 02：41．92 16．3	
11 アロマティカス 牡3鹿 54

53 ☆城戸 義政山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B452－ 4 〃 ハナ 68．4

22 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 B458＋ 42：42．0クビ 70．8�
33 アンジュリンブレス 牡5青鹿 57

56 ☆木幡 巧也塩川 和則氏 土田 稔 浦河 久保 昇 506＋ 2 〃 クビ 9．3�
811 ノーブルソニック 牝5黒鹿 55

54 ☆�島 克駿 シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 472－ 22：43．38 23．1�
812� マテラヴィクトリー 牡4栗 57 丸山 元気大野 照旺氏 浜田多実雄 米 Boolteenagh

Bloodstock 486＋ 62：44．57 14．2�
56 	 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 B518＋102：46．6大差 111．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，877，600円 複勝： 25，791，300円 枠連： 8，868，200円
馬連： 27，391，800円 馬単： 14，791，200円 ワイド： 20，198，900円
3連複： 38，731，600円 3連単： 52，305，400円 計： 204，956，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 180円 � 160円 枠 連（5－6） 480円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 500円 �� 380円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 8，690円

票 数

単勝票数 計 168776 的中 � 54248（1番人気）
複勝票数 計 257913 的中 � 67998（1番人気）� 31751（4番人気）� 37358（2番人気）
枠連票数 計 88682 的中 （5－6） 14129（1番人気）
馬連票数 計 273918 的中 �� 17174（3番人気）
馬単票数 計 147912 的中 �� 6177（3番人気）
ワイド票数 計 201989 的中 �� 10102（5番人気）�� 14089（2番人気）�� 9245（6番人気）
3連複票数 計 387316 的中 ��� 17407（2番人気）
3連単票数 計 523054 的中 ��� 4362（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―18．5―29．8―41．8―54．0―1：06．6―1：20．0―1：33．7―1：47．4―2：00．7―2：14．1―2：26．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハッスルバッスル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．9．25 中山6着

2014．2．13生 牡3黒鹿 母 ミネルバサウンド 母母 シンメイミネルバ 10戦2勝 賞金 19，000，000円
〔制裁〕 アロマティカス号の騎手城戸義政は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインウェルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月28日まで平地競

走に出走できない。

2905610月28日 曇 良 （29新潟3）第5日 第8競走 2，000�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
1：56．4
1：56．1

良
良

11 � ミュートロギア 牡4青鹿 57
56 ☆木幡 初也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B498＋ 42：00．9 13．9�
69 ファントムグレイ 牡4芦 57

56 ☆木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 426± 02：01．0� 11．6�
46 ドラゴンストーム 牡5青鹿 57

54 ▲木幡 育也窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478－14 〃 ハナ 13．9�

57 ダイシンクイント 牡3黒鹿 55
52 ▲川又 賢治大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 478＋122：01．1クビ 14．6�

712 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 488－ 8 〃 クビ 6．5	
813 ジェードグリーン 牡3鹿 55 杉原 誠人 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 460± 02：01．2クビ 1．8

22 ゴールドエフォート 牝4栗 55 嶋田 純次 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 2 〃 クビ 47．2�
45 フェアリーパウダー 牝3黒鹿 53

50 ▲三津谷隼人寺田千代乃氏 松永 幹夫 日高 下河辺牧場 464－ 82：01．41 86．1�
33 サ ッ チ ン 牝3鹿 53 長岡 禎仁由井健太郎氏 古賀 慎明 新ひだか 上村 清志 428± 02：01．5� 29．4
610 レッドリュンヌ 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 424＋ 4 〃 アタマ 23．3�
58 � シンボリダルク 牝4青鹿 55

52 ▲菊沢 一樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 日高 シンボリ牧場 472－ 4 〃 クビ 122．4�
34 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 442－ 42：01．81� 22．1�
814 クロスアミュレット 牝3鹿 53

50 ▲富田 暁 �シルクレーシング 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 466± 02：02．01� 29．9�
711 カンガルールブタン 牝3黒鹿 53

50 ▲藤田菜七子長井 純一氏 田所 秀孝 むかわ 貞広 賢治 460－ 62：02．53 20．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，178，100円 複勝： 29，710，600円 枠連： 11，402，600円
馬連： 34，669，900円 馬単： 18，350，700円 ワイド： 26，305，100円
3連複： 48，733，200円 3連単： 64，654，800円 計： 256，005，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 370円 � 310円 � 410円 枠 連（1－6） 3，960円

馬 連 �� 4，820円 馬 単 �� 11，290円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 2，170円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 11，450円 3 連 単 ��� 60，400円

票 数

単勝票数 計 221781 的中 � 12682（5番人気）
複勝票数 計 297106 的中 � 21127（4番人気）� 26027（3番人気）� 18477（5番人気）
枠連票数 計 114026 的中 （1－6） 2227（14番人気）
馬連票数 計 346699 的中 �� 5566（14番人気）
馬単票数 計 183507 的中 �� 1219（31番人気）
ワイド票数 計 263051 的中 �� 5388（12番人気）�� 3073（21番人気）�� 4823（13番人気）
3連複票数 計 487332 的中 ��� 3190（42番人気）
3連単票数 計 646548 的中 ��� 776（192番人気）

ハロンタイム 13．3―11．3―11．8―12．1―12．7―12．4―12．3―11．7―10．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．6―36．4―48．5―1：01．2―1：13．6―1：25．9―1：37．6―1：48．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ミュートロギア �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム

2013．4．29生 牡4青鹿 母 エリモアテナ 母母 エリモパッション 18戦2勝 賞金 23，630，000円
初出走 JRA



2905710月28日 曇 良 （29新潟3）第5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）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

56 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 B460－ 21：52．4 2．1�
68 ジャーマンアイリス 牝4芦 55 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 7．7�
44 リュミエールドール 牝3鹿 53 丸山 元気 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506＋ 61：53．03� 3．4�
11 ワタシノロザリオ 牝3青鹿53 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 440± 01：53．42� 28．3	
811� ウインガーネット 牝4黒鹿 55

52 ▲富田 暁�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 512－ 21：53．71� 8．4

22 ロ ッ タ ラ ブ 牝3芦 53

50 ▲川又 賢治吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 478＋131：53．8� 10．3�
812 ラインセイラ 牝4栗 55 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 462－ 81：54．43� 48．8�
55 グリシーヌシチー 牝5鹿 55

54 ☆井上 敏樹 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B464－121：54．93 39．2
710 ポ ロ ス 牝4鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 高橋 忍 476＋121：56．17 135．5�
67 � カラフルマーメイド 牝5鹿 55 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム 478－ 81：56．41� 61．1�
33 リオファンク 牝3鹿 53

52 ☆木幡 巧也阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 堤 牧場 482－ 41：56．5� 85．5�
79 ウインミストレス 牝3黒鹿53 宮崎 北斗�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム B460± 01：57．45 32．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，656，100円 複勝： 24，442，400円 枠連： 8，489，500円
馬連： 34，854，800円 馬単： 20，034，400円 ワイド： 21，945，500円
3連複： 43，708，300円 3連単： 70，333，300円 計： 243，464，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 160円 � 120円 枠 連（5－6） 740円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 310円 �� 190円 �� 400円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 4，470円

票 数

単勝票数 計 196561 的中 � 73967（1番人気）
複勝票数 計 244424 的中 � 66514（1番人気）� 28115（3番人気）� 57936（2番人気）
枠連票数 計 84895 的中 （5－6） 8842（2番人気）
馬連票数 計 348548 的中 �� 28436（2番人気）
馬単票数 計 200344 的中 �� 11114（3番人気）
ワイド票数 計 219455 的中 �� 16924（2番人気）�� 34607（1番人気）�� 12400（5番人気）
3連複票数 計 437083 的中 ��� 41121（1番人気）
3連単票数 計 703333 的中 ��� 11390（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．6―35．6―48．3―1：00．6―1：13．3―1：26．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハ ナ サ キ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．10．23 新潟7着

2014．5．15生 牝3青 母 エルメスグリーン 母母 エルメスティアラ 9戦2勝 賞金 18，250，000円
〔制裁〕 ワタシノロザリオ号の騎手菱田裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：11番・7番・2

番・4番）

2905810月28日 曇 良 （29新潟3）第5日 第10競走 2，200�
い わ ふ ね

岩 船 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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：11．0
2：09．9

良
良

11 トータルソッカー 牡3栗 54 吉田 隼人渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 486＋ 22：14．1 3．5�
33 ジュンファイトクン 牡5栗 57 川又 賢治河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 444－ 22：14．2� 6．2�
22 マイネルクラフト 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B484－ 22：14．52 8．6�
68 ミルトプレスト 牡3鹿 54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 日高 新井 昭二 506－ 82：14．6� 17．7�
811 フリージングレイン 牡3鹿 54 勝浦 正樹 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 508＋ 2 〃 ハナ 3．8	
67 ヴァンベールシチー 牡3栗 54 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 新ひだか 幌村牧場 422－ 42：14．7クビ 23．5

44 ダンツペレット 牡4芦 57 藤懸 貴志山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 504± 02：14．91� 12．7�
79 レッドボヌール 牝3鹿 52 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 418－ 6 〃 クビ 20．3�
710 エスティーム 牡3黒鹿54 宮崎 北斗岡田 繁幸氏 金成 貴史 浦河 岡本 昌市 526－122：15．0� 14．9
56 レンジャックマン 牡3鹿 54 坂井 瑠星田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 448＋ 22：15．21� 8．3�
812 ピンクスパイダー 牡3鹿 54 木幡 巧也 Him Rock Racing 高橋 義博 日高 北田 剛 432－ 22：15．3� 84．7�
55 � ギ ャ ツ ビ ー 牡4栗 57 津村 明秀 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 村下 明博 B446－ 82：15．83 98．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，700，500円 複勝： 38，610，400円 枠連： 11，764，400円
馬連： 52，895，300円 馬単： 26，645，400円 ワイド： 33，899，700円
3連複： 71，069，700円 3連単： 98，232，200円 計： 357，817，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 200円 � 270円 枠 連（1－3） 1，110円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 400円 �� 720円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 15，440円

票 数

単勝票数 計 247005 的中 � 55464（1番人気）
複勝票数 計 386104 的中 � 75468（2番人気）� 48879（3番人気）� 31730（5番人気）
枠連票数 計 117644 的中 （1－3） 8148（2番人気）
馬連票数 計 528953 的中 �� 36961（2番人気）
馬単票数 計 266454 的中 �� 9044（5番人気）
ワイド票数 計 338997 的中 �� 23476（2番人気）�� 11761（6番人気）�� 7619（12番人気）
3連複票数 計 710697 的中 ��� 15961（7番人気）
3連単票数 計 982322 的中 ��� 4611（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．7―24．0―36．3―49．0―1：02．2―1：14．4―1：26．7―1：38．9―1：51．0―2：02．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トータルソッカー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 サツカーボーイ デビュー 2016．10．16 東京9着

2014．4．4生 牡3栗 母 ウェンブリー 母母 クラウンアスリート 15戦2勝 賞金 32，265，000円
〔制裁〕トータルソッカー号の騎手吉田隼人は，4コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて戒告。（被害馬：

6番）



2905910月28日 曇 良 （29新潟3）第5日 第11競走 ��1，200�
みょうこう

妙 高 特 別
発走15時25分 （ダート・左）
3歳以上，1，000万円以下，28．10．29以降29．10．22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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

22 サザンボルケーノ 牡3栗 55 菊沢 一樹南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 496＋101：11．0 3．9�
23 メイショウカイモン �6鹿 52 木幡 初広松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 482＋ 81：11．31� 109．3�
59 � テキスタイルアート �5青鹿53 原田 和真岡田 壮史氏 栗田 博憲 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 クビ 14．5�
713 シゲルヒラマサ 牡4芦 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 日高 高山牧場 472－101：11．51 17．9�
47 ラフィネシチー 牝6青鹿52 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 幌村牧場 474＋121：11．71� 37．4�
611 ホウオウマリリン 牝4栗 52 丸田 恭介小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 402－ 81：11．8クビ 19．7	
35 パッシングブリーズ 牡6鹿 56 	島 克駿三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 490－ 61：11．9
 8．6

11 � チェリースプリング 牝3芦 51 杉原 誠人櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 大成牧場 438－ 4 〃 クビ 36．9�
814 メイショウグンパイ 牡4黒鹿54 富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 490－ 21：12．0
 12．5�
712 エターナルフレイム 牡3栗 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 折手牧場 514± 0 〃 ハナ 3．3
34 � ワンダーヴァローレ 牡5鹿 54 小坂 忠士山本 信行氏 奥村 豊 浦河 荻伏三好フ

アーム 512＋ 4 〃 ハナ 121．0�
610 ヘ ル デ ィ ン 牝3青鹿52 木幡 巧也金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 428± 01：12．21� 5．1�
815 タガノヴェルリー 牝5鹿 52 坂井 瑠星八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B452－ 21：12．3クビ 40．6�
58 メイショウカフウ 牡6鹿 53 藤懸 貴志松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 478－ 2 〃 クビ 43．9�
46 � スズカプリオール 牡6鹿 53 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B484－161：12．51� 48．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，700，200円 複勝： 47，115，400円 枠連： 30，296，900円
馬連： 116，026，700円 馬単： 49，146，800円 ワイド： 58，022，000円
3連複： 162，698，500円 3連単： 222，195，500円 計： 720，202，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 200円 � 2，150円 � 440円 枠 連（2－2） 17，030円

馬 連 �� 14，970円 馬 単 �� 25，970円

ワ イ ド �� 5，380円 �� 840円 �� 16，520円

3 連 複 ��� 61，900円 3 連 単 ��� 303，940円

票 数

単勝票数 計 347002 的中 � 69436（2番人気）
複勝票数 計 471154 的中 � 78150（2番人気）� 4654（14番人気）� 26199（6番人気）
枠連票数 計 302969 的中 （2－2） 1378（31番人気）
馬連票数 計1160267 的中 �� 6005（42番人気）
馬単票数 計 491468 的中 �� 1419（74番人気）
ワイド票数 計 580220 的中 �� 2714（50番人気）�� 18880（7番人気）�� 876（89番人気）
3連複票数 計1626985 的中 ��� 1971（144番人気）
3連単票数 計2221955 的中 ��� 530（746番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．2―12．0―12．9

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4F48．4―3F37．1
3 15（2，10）1，8（12，9）（3，7，14）11（4，6，5）－13 4 ・（15，2，10）1（8，7，12，9）3（11，14）（4，5）6，13

勝馬の
紹 介

サザンボルケーノ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．7．9 函館1着

2014．3．3生 牡3栗 母 サザンジュエリー 母母 サウスビューティー 13戦3勝 賞金 45，321，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 ウインバローラス号・エクスシア号・エムオービーナス号・サウスキング号・タマモコーラス号・

トゥルームーン号・ヒカルランナー号・ペイシャバラード号・ミカエルシチー号・メイショウカロッタ号・
メイショウミズカゼ号・ユキノカトレア号・レディーピンク号・レトロクラシック号

2906010月28日 曇 良 （29新潟3）第5日 第12競走 ��1，000�
ひ し ょ う

飛 翔 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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816 グラミスキャッスル 牝4鹿 55 木幡 巧也飯田 良枝氏 尾関 知人 新ひだか 千代田牧場 478＋ 4 55．3 2．1�
611 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± 0 〃 クビ 7．6�
59 サチノクイーン 牝6鹿 55 坂井 瑠星佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B476－ 4 55．51� 13．0�
12 ミキノドラマー 牡4鹿 57 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 482－ 6 〃 クビ 13．8�
714 スノードーナツ 牝3黒鹿53 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 478＋ 2 55．6クビ 13．8�
713 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 428－ 2 55．81� 25．8	
11 パ ス ト ラ ル 牝3黒鹿53 丸山 元気岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 454－ 2 55．9� 34．5

815 アットザトップ 	3栗 55 津村 明秀�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 454－12 56．1� 47．4�
36 ハシルキセキ 牡3鹿 55 長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 480＋10 〃 ハナ 70．9
24 キャラメルフレンチ 牝3栗 53 藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 惣田 英幸 452－ 2 〃 ハナ 13．2�
48 
 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 464－ 6 〃 クビ 11．9�
510 ソ ー ビ ッ ク 牝3鹿 53 丸田 恭介澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 B404＋ 2 56．2� 121．6�
612�
 シラーグランツ 牝4芦 55 木幡 育也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 米 Double K
LLC B456－ 6 〃 ハナ 133．3�

35 ソルオリーヴァ 牡3栗 55 原田 和真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか マークリ牧場 476－ 2 56．3クビ 67．6�

817� ル イ 牡3鹿 55 川又 賢治西山 茂行氏 森 秀行 米 Rock Ridge Thor-
oughbreds, LLC B526＋18 〃 クビ 10．2�

23 フェザリータッチ 牡4鹿 57 �島 克駿 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 442± 0 〃 ハナ 25．7�
47 メイショウオクヒダ 牡3鹿 55 横山 和生松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 458＋ 4 57．47 191．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 41，330，000円 複勝： 49，761，000円 枠連： 30，279，100円
馬連： 90，697，700円 馬単： 40，918，300円 ワイド： 52，677，400円
3連複： 138，122，900円 3連単： 178，063，500円 計： 621，849，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 190円 � 310円 枠 連（6－8） 700円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，480円

ワ イ ド �� 400円 �� 660円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 11，260円

票 数

単勝票数 計 413300 的中 � 153408（1番人気）
複勝票数 計 497610 的中 � 137902（1番人気）� 61475（2番人気）� 30054（7番人気）
枠連票数 計 302791 的中 （6－8） 33198（1番人気）
馬連票数 計 906977 的中 �� 67232（1番人気）
馬単票数 計 409183 的中 �� 20597（1番人気）
ワイド票数 計 526774 的中 �� 36765（1番人気）�� 20201（6番人気）�� 9290（14番人気）
3連複票数 計1381229 的中 ��� 30998（2番人気）
3連単票数 計1780635 的中 ��� 11457（3番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―11．1―10．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．1―33．2―43．7

上り4F43．4－3F33．2
勝馬の
紹 介

グラミスキャッスル �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．1．17 中山2着

2013．5．1生 牝4鹿 母 キャトルセゾン 母母 エミネントガール 13戦3勝 賞金 37，614，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（29新潟3）第5日 10月28日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

194，680，000円
2，530，000円
13，680，000円
1，590，000円
21，520，000円
66，695，000円
5，945，600円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
266，115，500円
384，164，300円
155，283，200円
521，249，600円
265，870，800円
334，715，600円
751，300，900円
1，025，763，600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 3，704，463，500円

総入場人員 10，119名 （有料入場人員 8，593名）
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