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2902510月20日 曇 稍重 （30新潟3）第3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

11 ヒルノマゼラン 牡5黒鹿60 西谷 誠�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 504＋ 23：04．9 8．7�
33 ウ ル ラ ー レ 牡4栗 60 石神 深一�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋ 63：05．43 3．7�
712 シゲルピーマン �3鹿 58 上野 翔森中 蕃氏 粕谷 昌央 新ひだか 神垣 道弘 462± 03：05．82� 6．4�
57 リリーシューター 牡5鹿 60 森 一馬土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 496± 03：06．54 46．9�
58 サウスオブボーダー 牡5鹿 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464＋ 43：06．6� 7．0�
814 パドルウィール 牡7芦 60 白浜 雄造 	シルクレーシング 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 63：07．02� 3．8

46 アドマイヤツヨシ 牡8鹿 60 北沢 伸也近藤 利一氏 梅田 智之 新冠 新冠橋本牧場 468－ 83：09．2大差 30．7�
610 ブレイクスピアー 牡3青鹿58 植野 貴也前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 482－ 43：09．62� 28．8�
22 ファンヴィー 牡4栗 60 田村 太雅猿田 栄二氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 530－ 23：09．7� 10．9
711	 マサノホウオウ 牡4黒鹿60 草野 太郎古賀 禎彦氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 496＋103：09．8クビ 12．4�
813 ジ ェ イ ラ ー 牝5栗 58 山本 康志岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 454－ 63：11．07 88．9�
34 ピエナシニスター 牝3栗 56 黒岩 悠本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 444－ 83：11．74 87．7�
69 	 レオクイック 牡6鹿 60 蓑島 靖典坂田 行夫氏 伊藤 正徳 浦河 田中スタッド 468＋ 93：14．1大差 45．9�
45 サウンドガバーナ 牡3鹿 58 佐久間寛志増田 雄一氏 杉山 晴紀 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 502－ 23：18．9大差 128．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 10，509，500円 複勝： 17，158，600円 枠連： 7，190，000円
馬連： 21，800，500円 馬単： 11，705，700円 ワイド： 16，277，700円
3連複： 36，303，300円 3連単： 40，121，800円 計： 161，067，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 250円 � 120円 � 160円 枠 連（1－3） 1，970円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 660円 �� 870円 �� 330円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 20，080円

票 数

単勝票数 計 105095 的中 � 9630（5番人気）
複勝票数 計 171586 的中 � 12871（5番人気）� 48439（1番人気）� 27098（2番人気）
枠連票数 計 71900 的中 （1－3） 2823（10番人気）
馬連票数 計 218005 的中 �� 8088（8番人気）
馬単票数 計 117057 的中 �� 1821（23番人気）
ワイド票数 計 162777 的中 �� 6099（6番人気）�� 4495（13番人気）�� 13975（1番人気）
3連複票数 計 363033 的中 ��� 10249（6番人気）
3連単票数 計 401218 的中 ��� 1448（61番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 50．9－3F 38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒルノマゼラン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．12．6 中京1着

2013．3．19生 牡5黒鹿 母 イントゥザライト 母母 フラッシュストーム 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 サウンドガバーナ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サウンドガバーナ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年11月20日まで出走できない。
※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 クラウンヴォルカン号

2902610月20日 曇 稍重 （30新潟3）第3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

22 レオンコロナ 牡2黒鹿55 松若 風馬山口 敦広氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大
作ステーブル 454± 01：54．3 2．2�

35 スターオブオナー 牡2栗 55 丸山 元気 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 462± 01：55．15 6．5�
46 グッドヘルスバイオ 牡2芦 55

53 △菊沢 一樹バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 470＋ 41：55．73� 14．8�
814 シゲルクロダイヤ 牡2鹿 55 �島 克駿森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 508＋181：56．65 26．1�
815 フーズサイド 牡2黒鹿55 吉田 隼人西森 鶴氏 堀井 雅広 新ひだか 友田牧場 454－ 21：56．91� 5．4	
610 アポロチーター 牡2栗 55

54 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか へいはた牧場 510＋ 41：57．22 7．0

34 ア プ ラ ウ ス 牝2黒鹿54 勝浦 正樹�ノースヒルズ 上原 博之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 394± 01：57．3� 145．9�
713 コスモミローディア 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 道見牧場 460± 01：58．15 50．1�
58 フ ク ヒ コ 牡2青鹿 55

52 ▲西村 淳也山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 上山牧場 454－101：58．41� 150．6
47 ツインイレブン 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗吉野加壽代氏 松元 茂樹 新冠 秋田牧場 480－ 41：58．71� 12．6�
611 ヨシノグッドラック 牡2黒鹿 55

53 △藤田菜七子清水 義德氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 502－ 61：58．91� 69．8�
59 ヘヴンリータイム 牡2栗 55 嶋田 純次伊藤 正徳氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 524＋ 21：59．0クビ 242．1�
712 セイウンカイザー 牡2黒鹿55 菱田 裕二西山 茂行氏 奥平 雅士 新冠 村上 欽哉 454＋ 41：59．21� 165．1�
11 リリーエンデヴァー 牡2鹿 55

54 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 荒川 義之 安平 追分ファーム 458＋ 22：00．58 110．7�
23 ウインリブレット 牡2黒鹿55 宮崎 北斗�ウイン 奥平 雅士 浦河 小倉牧場 446－102：00．71� 319．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，834，300円 複勝： 22，813，300円 枠連： 8，073，100円
馬連： 28，032，000円 馬単： 15，297，700円 ワイド： 21，348，100円
3連複： 41，997，700円 3連単： 50，710，600円 計： 207，106，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 230円 � 340円 枠 連（2－3） 820円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 430円 �� 600円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 10，350円

票 数

単勝票数 計 188343 的中 � 71457（1番人気）
複勝票数 計 228133 的中 � 60572（1番人気）� 23100（4番人気）� 13075（6番人気）
枠連票数 計 80731 的中 （2－3） 7590（4番人気）
馬連票数 計 280320 的中 �� 27097（3番人気）
馬単票数 計 152977 的中 �� 7620（4番人気）
ワイド票数 計 213481 的中 �� 13586（3番人気）�� 9155（6番人気）�� 4374（15番人気）
3連複票数 計 419977 的中 ��� 11787（9番人気）
3連単票数 計 507106 的中 ��� 3550（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―37．6―51．0―1：04．1―1：16．7―1：29．3―1：41．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F37．6
1
3
2，5（4，10）6，12（14，13）－（1，8）（7，15）3，11＝9・（2，5）10，4（6，12）14（13，15）－（1，8）11（7，3）＝9

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

勝馬の
紹 介

レオンコロナ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 ゴールドヘイロー デビュー 2018．9．29 阪神2着

2016．3．7生 牡2黒鹿 母 モエレサンタマリア 母母 ピサノガレー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 コスモミローディア号の騎手丹内祐次は，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〕 リリーエンデヴァー号・ウインリブレット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年

11月20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。
（非当選馬） 1頭 ブレーヴウィザード号

第３回 新潟競馬 第３日



2902710月20日 晴 稍重 （30新潟3）第3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

712� シャワーブーケ 牝4栗 55 松若 風馬 �ローレルレーシング 今野 貞一 新冠 佐藤牧場 482＋ 21：11．4 3．8�
813 シアトルトウショウ 牝3青鹿53 岩部 純二トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474± 01：11．61� 8．1�
22 レッドアネラ 牝3鹿 53 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 加藤 征弘 平取 坂東牧場 486－ 21：11．7クビ 3．2�
33 コロニアルスタイル 牝4栗 55 津村 明秀吉田 照哉氏 鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 464＋ 41：11．8� 6．4�
814 ア ポ ロ ア ミ 牝3鹿 53 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 日高 シンボリ牧場 444＋ 41：12．01� 13．6�
46 マリノディアナ 牝3青鹿53 丸田 恭介和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 438－ 21：12．21� 34．8	
58 ラタンドレス 牝5鹿 55

53 △森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 486－ 2 〃 アタマ 29．1


69 ラ イ ゴ ッ ド 牝3黒鹿 53
51 △藤田菜七子�明栄商事 新開 幸一 新冠 ムラカミファーム 446＋ 81：12．41 17．9�

610 ジョイズエターナル 牝3鹿 53
52 ☆荻野 極岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか タガミファーム 472－ 6 〃 クビ 30．8�

57 ステラローザ 牝3鹿 53
52 ☆川又 賢治ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B456± 01：12．93 23．1

711 メイショウバーズ 牝5鹿 55
52 ▲西村 淳也松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 474± 01：13．1� 29．0�

34 コスモフォーミュラ 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 474＋121：13．52� 147．7�
11 パ ス ト ラ ル 牝4黒鹿55 菱田 裕二岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：14．35 336．2�
45 エイシンセレブ 牝3栗 53 丸山 元気�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 454＋ 41：15．910 11．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，234，500円 複勝： 34，400，300円 枠連： 10，448，300円
馬連： 38，071，500円 馬単： 19，830，500円 ワイド： 31，059，600円
3連複： 62，203，100円 3連単： 75，356，400円 計： 293，604，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 160円 � 130円 枠 連（7－8） 850円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，380円

ワ イ ド �� 550円 �� 460円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 12，700円

票 数

単勝票数 計 222345 的中 � 46272（2番人気）
複勝票数 計 344003 的中 � 58761（2番人気）� 50154（3番人気）� 75913（1番人気）
枠連票数 計 104483 的中 （7－8） 9466（2番人気）
馬連票数 計 380715 的中 �� 20421（4番人気）
馬単票数 計 198305 的中 �� 6226（6番人気）
ワイド票数 計 310596 的中 �� 14117（5番人気）�� 17505（2番人気）�� 15731（3番人気）
3連複票数 計 622031 的中 ��� 17763（2番人気）
3連単票数 計 753564 的中 ��� 4301（14番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―11．5―12．5―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．9―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シャワーブーケ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Dubai Destination

2014．3．8生 牝4栗 母 シャディーナ 母母 Shamadara 6戦1勝 賞金 9，400，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ステラローザ号の騎手川又賢治は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
〔その他〕 エイシンセレブ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除

外。
〔鼻出血による出走制限〕 エイシンセレブ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年12月20日まで出走できない。
※ステラローザ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2902810月20日 晴 稍重 （30新潟3）第3日 第4競走 ��3，250�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700万円毎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3：28．7良

33 トーヨーピース 牡4鹿 60 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 476－ 43：33．4 5．9�
55 ショウナンアリスト 牡4黒鹿60 浜野谷憲尚国本 哲秀氏 上原 博之 新ひだか 田中 裕之 494＋103：33．5� 6．1�
11 ヤマニンシルフ 牡5栗 60 佐久間寛志土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 452± 03：33．71� 5．9�
77 ツジスーパーサクラ 牝6芦 59 平沢 健治辻 俊夫氏 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 484－ 23：34．23 23．0�
89 サンホッブズ 牡5鹿 60 石神 深一 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 476－ 23：35．05 5．5�
44 ニシノスマッシュ 牡4黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 根本 康広 新冠 村上 欽哉 434－ 23：35．1クビ 55．6	
66 メイショウグジョウ 牡4栗 60 中村 将之松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 478－ 43：35．95 4．7

88 トーアヒミコ 牝5黒鹿58 上野 翔高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 458－ 63：37．9大差 103．2�
22 エオヒップス �4青鹿60 熊沢 重文前田 晋二氏 中村 均 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋10 〃 アタマ 3．4�
（9頭）

売 得 金
単勝： 13，371，000円 複勝： 16，439，200円 枠連： 5，050，800円
馬連： 22，578，200円 馬単： 14，496，400円 ワイド： 14，772，200円
3連複： 32，998，300円 3連単： 52，409，300円 計： 172，115，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 150円 � 190円 枠 連（3－5） 2，030円

馬 連 �� 1，710円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 500円 �� 640円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 14，700円

票 数

単勝票数 計 133710 的中 � 18009（4番人気）
複勝票数 計 164392 的中 � 24763（3番人気）� 29847（2番人気）� 20630（6番人気）
枠連票数 計 50508 的中 （3－5） 1919（13番人気）
馬連票数 計 225782 的中 �� 10202（13番人気）
馬単票数 計 144964 的中 �� 3523（23番人気）
ワイド票数 計 147722 的中 �� 7677（8番人気）�� 5844（15番人気）�� 6077（13番人気）
3連複票数 計 329983 的中 ��� 9859（16番人気）
3連単票数 計 524093 的中 ��� 2584（86番人気）
上り 1マイル 1：43．1 4F 50．4－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーヨーピース 
�
父 ホワイトマズル 

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2016．11．6 京都9着

2014．2．24生 牡4鹿 母 ドラゴンフラワー 母母 マジカルウーマン 障害：7戦2勝 賞金 28，050，000円
〔制裁〕 ショウナンアリスト号の騎手浜野谷憲尚は，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）

トーヨーピース号の騎手草野太郎は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

追 加 記 事（第 3回新潟競馬第 2日第 10 競走）
〔その他〕　　カンガルールブタン号は，競走中に疾病〔右第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



2902910月20日 晴 稍重 （30新潟3）第3日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12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
1：33．4
1：32．3

良
良

67 ジャスティン 牡2栗 55
54 ☆川又 賢治小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 486± 01：35．6 3．9�

22 インターロード 牡2黒鹿55 丸田 恭介本間 茂氏 伊藤 伸一 新冠 オリエント牧場 462± 01：36．45 28．0�
811 メイショウクライム 牡2鹿 55 松若 風馬松本 好�氏 高橋 亮 浦河 川越ファーム 462＋ 4 〃 クビ 3．2�
55 パルスレート 牝2鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 456－101：36．5� 1．9�
79 ウインメテオーラ 牡2栗 55 丹内 祐次	ウイン 金成 貴史 新ひだか 原 弘之 446＋ 41：36．92� 33．3

78 ハ バ ネ ロ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也�ターフ・スポート清水 久詞 新ひだか 三石川上牧場 410－ 61：37．32� 41．6�
44 モンサンスペラーレ 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 444－ 61：37．93� 54．9�
33 ボルンタード 牡2鹿 55 勝浦 正樹西森 鶴氏 高橋 義博 新冠 オリエント牧場 464＋ 61：38．43 151．9
66 プレミアムシート 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 434－ 21：39．99 311．8�
11 マサノエリゼ 牝2黒鹿 54

52 △藤田菜七子猪野毛雅人氏 根本 康広 新ひだか 猪野毛牧場 442＋ 6 〃 ハナ 72．5�
（10頭）

810 ルッキングフライ 牡2黒鹿 55
53 △横山 武史岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 434－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 20，476，900円 複勝： 26，409，800円 枠連： 6，661，400円
馬連： 23，879，300円 馬単： 17，221，400円 ワイド： 19，330，000円
3連複： 30，362，300円 3連単： 56，552，300円 計： 200，893，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 520円 � 160円 枠 連（2－6） 5，670円

馬 連 �� 3，230円 馬 単 �� 4，680円

ワ イ ド �� 700円 �� 240円 �� 720円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 13，730円

票 数

単勝票数 差引計 204769（返還計 8225） 的中 � 44132（3番人気）
複勝票数 差引計 264098（返還計 12173） 的中 � 43348（3番人気）� 9502（4番人気）� 51885（2番人気）
枠連票数 差引計 66614（返還計 1903） 的中 （2－6） 909（10番人気）
馬連票数 差引計 238793（返還計 30661） 的中 �� 5729（8番人気）
馬単票数 差引計 172214（返還計 22516） 的中 �� 2757（10番人気）
ワイド票数 差引計 193300（返還計 30081） 的中 �� 6412（5番人気）�� 24687（3番人気）�� 6263（6番人気）
3連複票数 差引計 303623（返還計 86671） 的中 ��� 10553（8番人気）
3連単票数 差引計 565523（返還計154726） 的中 ��� 2986（37番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．3―12．5―12．1―11．2―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．4―36．7―49．2―1：01．3―1：12．5―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャスティン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Gone West デビュー 2018．10．8 東京4着

2016．3．18生 牡2栗 母 シナスタジア 母母 Honest Cause 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔競走除外〕 ルッキングフライ号は，枠入り不良。再三枠入りを試みたが枠入り拒否のため競走除外。発走時刻10分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ルッキングフライ号は，平成30年10月21日から平成30年11月19日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレミアムシート号・マサノエリゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月

20日まで平地競走に出走できない。

2903010月20日 晴 稍重 （30新潟3）第3日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

33 フィルムフランセ 牝4鹿 55 �島 克駿吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 490± 01：54．5 6．5�
710 クラウンロマン 牝5芦 55 吉田 隼人矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 466－ 41：54．92� 38．9�
68 オデュッセイア 牝3栗 53

52 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 458－ 41：55．0クビ 16．1�
22 リュミエールドール 牝4鹿 55 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－ 8 〃 クビ 3．6�
813 ダイシンステルラ 牝3黒鹿53 川須 栄彦大八木信行氏 牧田 和弥 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 446＋ 61：55．1� 11．7�
69 � サンシャーロット 牝4栗 55

53 △横山 武史 	加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 434＋ 21：55．2� 16．4

56 ナガラエンカ 牝4鹿 55 松若 風馬長良レーシングクラブ 五十嵐忠男 浦河 グラストレーニ

ングセンター 458－ 21：55．41� 6．1�
57 エイプリルミスト 牝4芦 55 津村 明秀 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：55．71� 6．8�
711� ロマングレース 牝4芦 55 黛 弘人菅 實氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 436－ 91：56．65 203．8
44 アリストライン 牝3黒鹿 53

52 ☆荻野 極 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：56．91� 9．6�
812 スターリングブルス 牝3栗 53

52 ☆川又 賢治藤田 孟司氏 吉村 圭司 日高 モリナガファーム 486± 01：57．11� 8．7�
11 ダンツカホウ 牝3黒鹿 53

51 △森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 490＋ 8 （競走中止） 32．6�
45 サクラメント 牝3黒鹿53 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 平野牧場 490－ 6 （競走中止） 40．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，056，900円 複勝： 28，517，400円 枠連： 10，353，900円
馬連： 30，807，900円 馬単： 15，666，000円 ワイド： 25，231，200円
3連複： 48，333，500円 3連単： 56，270，500円 計： 235，237，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 1，030円 � 500円 枠 連（3－7） 10，540円

馬 連 �� 11，850円 馬 単 �� 19，810円

ワ イ ド �� 2，960円 �� 1，820円 �� 4，250円

3 連 複 ��� 58，840円 3 連 単 ��� 268，390円

票 数

単勝票数 計 200569 的中 � 24473（3番人気）
複勝票数 計 285174 的中 � 38598（2番人気）� 6301（12番人気）� 14272（8番人気）
枠連票数 計 103539 的中 （3－7） 761（28番人気）
馬連票数 計 308079 的中 �� 2014（44番人気）
馬単票数 計 156660 的中 �� 593（79番人気）
ワイド票数 計 252312 的中 �� 2189（41番人気）�� 3630（26番人気）�� 1515（55番人気）
3連複票数 計 483335 的中 ��� 616（164番人気）
3連単票数 計 562705 的中 ��� 152（825番人気）

ハロンタイム 12．7―11．7―12．8―13．4―12．9―12．7―13．1―12．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．2―50．6―1：03．5―1：16．2―1：29．3―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．3
1
3
11，12（5，10）3，13，1（6，8，7）4，2，9
11（12，10）7（3，13）4（6，8，2）＝9－5

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

勝馬の
紹 介

フィルムフランセ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 東京3着

2014．4．3生 牝4鹿 母 フレンチノワール 母母 パープルホワイト 16戦3勝 賞金 34，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時50分に変更。
〔競走中止〕 ダンツカホウ号は，3コーナーで，故障した前の馬の影響で騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。

サクラメント号は，競走中に疾病〔右手根骨粉砕骨折〕を発症したため3コーナー通過後に競走中止。
〔制裁〕 ナガラエンカ号の騎手松若風馬は，最後の直線コース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過怠金

30，000円。（被害馬：11番・12番）



2903110月20日 曇 稍重 （30新潟3）第3日 第7競走 1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

810 ナンベーサン 牡5芦 57 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 488－101：12．8 6．0�
11 カレンガリアード 牡3黒鹿55 �島 克駿鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 464＋ 8 〃 クビ 4．5�
79 キョウエイオビエド 牡3芦 55

54 ☆木幡 巧也田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 466－ 41：12．9クビ 84．8�
78 メイショウラクエン 牡4黒鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 462－ 41：13．11� 97．6�
55 エースロッカー 牡3栗 55 岩部 純二西森 鶴氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 494＋ 61：13．52� 1．5�
44 サノノカガヤキ 牡5鹿 57 嶋田 純次佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 502－ 4 〃 クビ 22．1�
811� ゼットガンバー 牡4栗 57

55 △横山 武史	フォーレスト 吉田 直弘 浦河 絵笛牧場 498± 01：14．03 78．8

67 レアリティバイオ 牡4鹿 57 吉田 隼人バイオ� 松山 将樹 日高 中館牧場 504± 01：14．31� 19．0�
66 � ア ポ ス ト ル 牡3芦 55 西田雄一郎吉田 和美氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム B500－ 41：14．62 32．0
22 セグレートシチー 牡3栗 55 黛 弘人 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B510＋ 81：14．7クビ 29．0�
33 ピ ッ パ 牝3栗 53

51 △藤田菜七子飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 460± 0 〃 クビ 44．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，524，200円 複勝： 65，803，800円 枠連： 7，745，800円
馬連： 28，070，400円 馬単： 20，250，900円 ワイド： 22，007，900円
3連複： 39，617，500円 3連単： 75，707，700円 計： 280，728，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 460円 � 510円 � 3，900円 枠 連（1－8） 1，040円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 430円 �� 3，160円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 13，570円 3 連 単 ��� 61，950円

票 数

単勝票数 計 215242 的中 � 28259（3番人気）
複勝票数 計 658038 的中 � 40136（2番人気）� 35310（3番人気）� 4035（10番人気）
枠連票数 計 77458 的中 （1－8） 5765（4番人気）
馬連票数 計 280704 的中 �� 19422（3番人気）
馬単票数 計 202509 的中 �� 5991（10番人気）
ワイド票数 計 220079 的中 �� 14760（3番人気）�� 1686（27番人気）�� 2050（21番人気）
3連複票数 計 396175 的中 ��� 2189（32番人気）
3連単票数 計 757077 的中 ��� 886（145番人気）

ハロンタイム 12．3―11．6―12．3―12．4―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．9―36．2―48．6―1：00．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナンベーサン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．8．1 札幌8着

2013．3．17生 牡5芦 母 グロッタアズーラ 母母 サダムブルーアイズ 17戦2勝 賞金 19，750，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時20分に変更。
〔その他〕 セグレートシチー号は，競走中終始外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

2903210月20日 曇 稍重 （30新潟3）第3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

711 アーデルワイゼ 牝3青鹿 53
52 ☆荻野 極 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 454－ 41：48．3 11．1�

44 スズカノロッソ 牡3鹿 55
53 △藤田菜七子永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 488－ 21：48．51� 4．5�

710 スワーヴノートン 牡4鹿 57
55 △横山 武史�NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 472－ 41：48．71 10．1�

45 リリーモントルー 牡4鹿 57
54 ▲西村 淳也土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 434－10 〃 ハナ 5．9�

813 ウェストブルック 牡3黒鹿 55
52 ▲木幡 育也 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506＋ 4 〃 クビ 2．4	

56 イ ル ル ー メ 牡3黒鹿 55
53 △菊沢 一樹西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 482－ 41：48．8� 43．3


69 ゴールデンフィジー 牝3鹿 53
52 ☆木幡 巧也吉田 照哉氏 牧 光二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 2 〃 クビ 6．8�
68 レッドアメリア 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 474＋121：49．11� 79．6�
22 エスカラード 牡5鹿 57

55 △森 裕太朗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 462－101：49．63 46．7

57 � マ リ ネ リ ス 牝5鹿 55 伴 啓太今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 418＋ 81：49．7� 252．5�
11 ブリシンガメン 牝4栗 55 城戸 義政吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 450－ 4 〃 クビ 29．8�
812� クラシカルチュチュ 牝5青鹿55 長岡 禎仁鈴木 史郎氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 456－ 41：49．8クビ 336．0�
33 ロックザボート 牝3鹿 53

52 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 502＋121：50．01� 31．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，341，900円 複勝： 28，141，900円 枠連： 9，875，800円
馬連： 34，491，700円 馬単： 17，529，400円 ワイド： 25，023，700円
3連複： 46，902，900円 3連単： 63，996，200円 計： 247，303，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 360円 � 190円 � 310円 枠 連（4－7） 760円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 5，480円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，350円 �� 710円

3 連 複 ��� 7，220円 3 連 単 ��� 49，670円

票 数

単勝票数 計 213419 的中 � 15260（6番人気）
複勝票数 計 281419 的中 � 18524（6番人気）� 46498（2番人気）� 21757（5番人気）
枠連票数 計 98758 的中 （4－7） 10056（4番人気）
馬連票数 計 344917 的中 �� 9744（9番人気）
馬単票数 計 175294 的中 �� 2395（22番人気）
ワイド票数 計 250237 的中 �� 6703（10番人気）�� 4638（16番人気）�� 9253（8番人気）
3連複票数 計 469029 的中 ��� 4871（24番人気）
3連単票数 計 639962 的中 ��� 934（178番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―12．7―12．7―12．3―11．5―10．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．4―49．1―1：01．8―1：14．1―1：25．6―1：36．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アーデルワイゼ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．7．22 中京1着

2015．3．19生 牝3青鹿 母 アーデルハイト 母母 ビ ワ ハ イ ジ 10戦2勝 賞金 27，086，000円



2903310月20日 曇 稍重 （30新潟3）第3日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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

22 キーフラッシュ 牡3栗 55
52 ▲西村 淳也北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 浜口牧場 482－ 21：53．3 18．8�

811 アオイテソーロ 牝4黒鹿55 小崎 綾也了德寺健二ホール
ディングス� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B506＋ 81：53．61� 8．6�

33 ラ イ ナ ス 牡3栗 55 川須 栄彦橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 476－ 41：53．7� 4．4�
11 � ニシノトランザム 牡3鹿 55

54 ☆木幡 巧也西山 茂行氏 森 秀行 米
Teneri Farm Inc.
& Bernardo Al-
varez Calderon

476＋ 41：53．8� 14．1�
55 ポルカシュネル 牝3鹿 53

51 △藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 470－ 41：54．65 1．9	
78 レオステップアップ 牡3栗 55 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 田中 裕之 488＋ 21：55．23� 21．3

67 	 ブレイクエース 牡6鹿 57 丸山 元気 �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 500＋ 21：55．73 11．2�
44 	 リ ー ダ ー ズ 牡6鹿 57 丹内 祐次平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 496－ 6 〃 ハナ 166．4�
79 メイショウドウドウ 牡3黒鹿55 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 462± 01：56．44 32．7
66 クリノヴィクトリア 牝4栗 55

53 △菊沢 一樹栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 444＋ 21：56．5� 24．8�
810 ヘッドストリーム 牡3栗 55 津村 明秀犬塚悠治郎氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 446－ 81：57．56 17．7�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，143，600円 複勝： 34，803，000円 枠連： 9，839，600円
馬連： 34，128，800円 馬単： 21，485，900円 ワイド： 26，338，200円
3連複： 46，873，500円 3連単： 78，871，500円 計： 273，484，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 540円 � 350円 � 200円 枠 連（2－8） 5，920円

馬 連 �� 8，390円 馬 単 �� 19，580円

ワ イ ド �� 2，270円 �� 970円 �� 780円

3 連 複 ��� 12，600円 3 連 単 ��� 117，410円

票 数

単勝票数 計 211436 的中 � 8990（7番人気）
複勝票数 計 348030 的中 � 14491（6番人気）� 24528（3番人気）� 55626（2番人気）
枠連票数 計 98396 的中 （2－8） 1287（18番人気）
馬連票数 計 341288 的中 �� 3152（22番人気）
馬単票数 計 214859 的中 �� 823（48番人気）
ワイド票数 計 263382 的中 �� 2880（28番人気）�� 7030（12番人気）�� 8886（8番人気）
3連複票数 計 468735 的中 ��� 2788（41番人気）
3連単票数 計 788715 的中 ��� 487（305番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．3―50．6―1：02．5―1：15．1―1：27．7―1：40．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キーフラッシュ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 サザンヘイロー デビュー 2017．8．20 小倉4着

2015．4．16生 牡3栗 母 サザンレイスター 母母 レディプロフィール 10戦2勝 賞金 13，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

2903410月20日 曇 稍重 （30新潟3）第3日 第10競走 2，400�
ば ん だ い ば し

萬 代 橋 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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

811 プリンスオブペスカ 牡4鹿 57 丸山 元気山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 466－ 62：26．9 3．9�
710 マ ナ ロ ー ラ 牝4黒鹿55 横山 武史前田 幸治氏 �島 一歩 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450－ 8 〃 ハナ 59．4�
55 マイネルキラメキ 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 424－122：27．11� 21．7�
79 サ ン シ ロ ウ 牡4鹿 57 菱田 裕二合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 494＋16 〃 ハナ 10．9�
11 バリンジャー �4栗 57 丸田 恭介金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 434± 02：27．2� 16．9�
56 バイマイサイド 牡3栗 54 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 476－ 4 〃 ハナ 4．4	
67 ピッツィカート �5鹿 57 松若 風馬 
シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋102：27．3� 4．8�
44 プレシャスブルー 牡4鹿 57 津村 明秀石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 434－ 42：27．4� 3．8�
812 マサハヤスター 牡4栗 57 岩崎 翼中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 484＋ 82：27．61� 29．1
22 ロードジパング 牡3栗 54 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 448± 0 〃 アタマ 67．9�
68 イージーマネー 牡4芦 57 川又 賢治丸山 担氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：29．19 164．6�
33 セルヴィエット 牡3黒鹿54 小崎 綾也�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 498＋ 22：29．84 25．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，528，500円 複勝： 35，563，400円 枠連： 12，212，100円
馬連： 55，851，500円 馬単： 23，484，000円 ワイド： 33，315，400円
3連複： 69，171，900円 3連単： 95，328，700円 計： 351，455，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 1，240円 � 520円 枠 連（7－8） 1，250円

馬 連 �� 8，440円 馬 単 �� 13，040円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 1，150円 �� 6，530円

3 連 複 ��� 30，510円 3 連 単 ��� 139，060円

票 数

単勝票数 計 265285 的中 � 53154（2番人気）
複勝票数 計 355634 的中 � 74053（1番人気）� 5952（11番人気）� 15739（7番人気）
枠連票数 計 122121 的中 （7－8） 7571（7番人気）
馬連票数 計 558515 的中 �� 5127（27番人気）
馬単票数 計 234840 的中 �� 1350（44番人気）
ワイド票数 計 333154 的中 �� 4439（22番人気）�� 7699（11番人気）�� 1280（47番人気）
3連複票数 計 691719 的中 ��� 1700（83番人気）
3連単票数 計 953287 的中 ��� 497（384番人気）

ハロンタイム 13．3―11．5―11．6―12．1―12．9―13．3―12．7―12．0―12．1―12．0―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―24．8―36．4―48．5―1：01．4―1：14．7―1：27．4―1：39．4―1：51．5―2：03．5―2：15．0

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

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

勝馬の
紹 介

プリンスオブペスカ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．5 京都8着

2014．5．11生 牡4鹿 母 プリンセスペスカ 母母 テンザンキラリ 23戦3勝 賞金 48，310，000円



2903510月20日 曇 稍重 （30新潟3）第3日 第11競走 ��1，000�
ひ よ く

飛 翼 特 別
発走15時25分 （芝・直線）
3歳以上，1，000万円以下，29．10．21以降30．10．14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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

36 ジョーカナチャン 牝3鹿 51 �島 克駿上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 452＋18 55．0 43．9�
818 ジュリーハーツ 牝3黒鹿51 菱田 裕二林 正道氏 池上 昌和 浦河 �川 啓一 B486＋12 〃 クビ 9．6�
715 ミキノドラマー 牡5鹿 55 西田雄一郎谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 494± 0 55．1� 6．5�
817 ホウオウスクラム 牡3栗 55 津村 明秀小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 2 55．2� 2．3�
35 ダイシンバルカン 牡6鹿 54 小崎 綾也大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498＋14 55．41� 15．5�
714 スノードーナツ 牝4黒鹿52 勝浦 正樹�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 480＋ 4 55．5クビ 31．8	
12 ア ー ヒ ラ 牝3芦 52 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 428＋ 8 〃 ハナ 22．1

510� ハ ル ク 牡5鹿 53 川又 賢治�ダイリン 寺島 良 新冠 新冠橋本牧場 496＋16 〃 ハナ 28．9�
47 トロピカルガーデン 牝6鹿 52 嘉藤 貴行田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 490－ 2 〃 ハナ 56．1
59 ロ ッ ク オ ン 牡5栗 54 松若 風馬石川 達絵氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 458＋ 4 55．6� 20．2�
48 ラブローレル 牝6青鹿52 黛 弘人増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 422－ 2 〃 アタマ 104．5�
23 クリノスイートピー 牝6黒鹿51 嶋田 純次栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 446± 0 55．7� 105．3�
24 キッズライトオン 牡6栗 54 川須 栄彦瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 2 55．91	 85．4�
11 ソレイユフルール 牝4黒鹿52 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 8 〃 クビ 17．7�
713 シルヴァーコード 牝6芦 53 宮崎 北斗田上 雅春氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 474± 0 56．0� 15．0�
611 ア リ ン ナ 牝4鹿 54 藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド B434＋ 6 56．1� 21．9�
816 フ ァ ド 牝5栗 53 丸山 元気 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 498＋12 〃 ハナ 11．0�
612� リバティーホール 牝9鹿 50 木幡 巧也吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B462＋ 8 56．31	 211．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 50，418，500円 複勝： 61，005，000円 枠連： 49，351，100円
馬連： 142，025，200円 馬単： 57，258，500円 ワイド： 78，899，500円
3連複： 227，875，700円 3連単： 278，639，800円 計： 945，473，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，390円 複 勝 � 1，010円 � 350円 � 240円 枠 連（3－8） 1，470円

馬 連 �� 23，980円 馬 単 �� 56，350円

ワ イ ド �� 6，230円 �� 5，250円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 52，600円 3 連 単 ��� 439，160円

票 数

単勝票数 計 504185 的中 � 9182（13番人気）
複勝票数 計 610050 的中 � 13476（14番人気）� 45663（3番人気）� 77832（2番人気）
枠連票数 計 493511 的中 （3－8） 25934（5番人気）
馬連票数 計1420252 的中 �� 4590（67番人気）
馬単票数 計 572585 的中 �� 762（146番人気）
ワイド票数 計 788995 的中 �� 3201（68番人気）�� 3810（58番人気）�� 19067（8番人気）
3連複票数 計2278757 的中 ��� 3249（149番人気）
3連単票数 計2786398 的中 ��� 460（1097番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．5―10．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―32．7―43．3

上り4F43．1－3F32．8
勝馬の
紹 介

ジョーカナチャン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．12．17 阪神6着

2015．2．3生 牝3鹿 母 ラッキーダイス 母母 ミ ス ベ ガ ス 6戦3勝 賞金 27，648，000円
〔制裁〕 ダイシンバルカン号の騎手小崎綾也は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：9番・3番）

ミキノドラマー号の騎手西田雄一郎は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※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。
（非抽選馬） 2頭 カッパツハッチ号・スフェーン号

2903610月20日 曇 稍重 （30新潟3）第3日 第12競走 ��1，200�
と や の

鳥 屋 野 特 別
発走16時00分 （芝・左）

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

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 532，000円 152，000円 76，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

59 トウカイレーヌ 牝4青 55 �島 克駿内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 420－ 81：09．2 5．3�
47 � ヒロイックアゲン 牝4黒鹿55 木幡 育也浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 480＋ 21：09．3� 13．8�
816 ワイナルダム 牡4青鹿57 津村 明秀 �コスモヴューファーム 水野 貴広 青森 大前 典男 468± 0 〃 ハナ 4．1�
35 メモリーコロネット 牝3黒鹿53 小崎 綾也�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 448＋101：09．4クビ 16．9�
611 ボ ナ デ ア 牝3鹿 53 宮崎 北斗山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 490－ 61：09．61	 52．4	
11 ワールドフォーラブ 牝4黒鹿55 松若 風馬吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 456＋ 8 〃 クビ 3．5

24 コパノピエール 牡4鹿 57 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 482－ 41：09．7� 12．4�
612 ディアボレット 牝3栗 53 荻野 極�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 450－ 81：09．8
 32．1�
12 � ブラウンローズ 牝4黒鹿55 丸山 元気大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 B482＋ 4 〃 クビ 10．2
48 アイムウィッシング 牝5鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 41：09．9� 210．9�
36 � コスモペリドット 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 508＋32 〃 アタマ 19．5�
818 ヤマノグラップル 牡3青鹿55 横山 武史澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 466＋161：10．11 169．4�
23 タニマサガール 牝5鹿 55 藤田菜七子谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 440＋ 81：10．2
 71．8�
713 クルークヴァール 牡3鹿 55 丸田 恭介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 454＋ 8 〃 ハナ 13．6�
714 ユ ッ セ 牝5栗 55 嘉藤 貴行�ミルファーム 大江原 哲 浦河 有限会社

松田牧場 490－141：10．62
 464．0�
817 スワーヴポルトス 牡3鹿 55 松田 大作�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 432－161：10．7� 108．2�
715 ブラディーリッパー 牝4鹿 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 510＋201：10．8クビ 62．5�
510 ヤマニンベリンダ 牝4黒鹿55 岩崎 翼土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 462＋ 41：11．75 181．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 34，283，000円 複勝： 47，741，600円 枠連： 25，052，400円
馬連： 77，187，200円 馬単： 32，548，900円 ワイド： 51，738，800円
3連複： 113，202，400円 3連単： 134，867，000円 計： 516，621，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 360円 � 170円 枠 連（4－5） 5，060円

馬 連 �� 4，660円 馬 単 �� 8，530円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 450円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 6，820円 3 連 単 ��� 47，000円

票 数

単勝票数 計 342830 的中 � 51252（3番人気）
複勝票数 計 477416 的中 � 69256（3番人気）� 27468（7番人気）� 86612（2番人気）
枠連票数 計 250524 的中 （4－5） 3831（22番人気）
馬連票数 計 771872 的中 �� 12811（19番人気）
馬単票数 計 325489 的中 �� 2860（34番人気）
ワイド票数 計 517388 的中 �� 8328（19番人気）�� 31563（3番人気）�� 10526（13番人気）
3連複票数 計1132024 的中 ��� 12446（18番人気）
3連単票数 計1348670 的中 ��� 2080（129番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―12．1―11．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．6―45．7―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．6
3 18－（1，4）（2，7，11）（5，13）（3，14，15）9（6，12，16）（10，17）8 4 18，4，1（2，7，11）（5，13，15）（3，9，14）16（6，12）（8，17）10

勝馬の
紹 介

トウカイレーヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．12．3 中山6着

2014．4．23生 牝4青 母 トウカイミステリー 母母 タイキミステリー 9戦3勝 賞金 30，496，000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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 カシノクオーレ号・グッドジュエリー号・グリエルマ号・スケールアップ号・ステラローザ号・ドゥモワゼル号・

フェアラフィネ号・ブルーハワイアン号・フレンチイデアル号・レジェンドソウル号



（30新潟3）第3日 10月20日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 158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

199，380，000円
3，890，000円
12，650，000円
1，860，000円
22，050，000円
64，860，000円
5，446，600円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
280，722，800円
418，797，300円
161，854，300円
536，924，200円
266，775，300円
365，342，300円
795，842，100円
1，058，831，800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 3，885，090，100円

総入場人員 8，859名 （有料入場人員 7，506名）
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