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増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

2900110月5日 晴 稍重 （1新潟3） 第1日 第1競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走9時50分 （芝・外内）

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

22 � サダムドミニック �5黒鹿60 森 一馬大西 定氏 平田 修 浦河 杵臼牧場 450－ 63：07．9 40．3�
46 スマートボムシェル 牡7栗 60 平沢 健治大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 508－ 83：08．0� 4．4�
712 テイエムオスカー 牡4黒鹿60 佐久間寛志竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 500＋ 23：08．21� 12．1�
711� アーネストホープ �5栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 23：08．83� 81．3�
33 セイウンフォーカス 牡4鹿 60 中村 将之西山 茂行氏 宮本 博 新冠 村上 欽哉 484＋ 23：08．9� 2．3�
58 トーセンクロノス 牡4鹿 60 蓑島 靖典島川 	哉氏 松永 康利 新ひだか 片岡 博 450＋ 23：09．11	 44．4

57 ベストサポーター 牡6青鹿60 原田 和真西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 B522± 03：09．41
 11．8�
813 ウイングチップ �7黒鹿60 五十嵐雄祐 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 492＋ 23：09．61	 7．3
69 シゲルブドウセキ 牡3栗 58 上野 翔森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 466± 03：10．13 152．2�
610 ニシノベイオウルフ 牡4黒鹿60 大江原 圭西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 496＋ 23：10．52� 8．0�
11 � トーコーブリザード 牡6芦 60 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 岡田スタツド 482－ 43：12．110 18．5�
814 メイショウカマクラ 牡6青鹿60 熊沢 重文松本 好雄氏 上村 洋行 浦河 大島牧場 520－ 43：14．1大差 21．6�
34 リネンエイコウ 牝3栗 56 高野 和馬戸山 光男氏 加藤 和宏 日高 沖田牧場 426＋ 63：14．2
 234．1�
45 クリノブラックオー �3鹿 58 草野 太郎栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 三輪牧場 478＋103：15．26 215．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 10，946，300円 複勝： 16，391，400円 枠連： 6，088，600円
馬連： 21，044，400円 馬単： 11，310，100円 ワイド： 16，006，300円
3連複： 37，195，100円 3連単： 43，749，000円 計： 162，731，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，030円 複 勝 � 1，400円 � 190円 � 470円 枠 連（2－4） 10，410円

馬 連 �� 9，400円 馬 単 �� 25，940円

ワ イ ド �� 3，190円 �� 6，340円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 34，060円 3 連 単 ��� 278，220円

票 数

単勝票数 計 109463 的中 � 2172（9番人気）
複勝票数 計 163914 的中 � 2510（10番人気）� 28626（2番人気）� 8445（6番人気）
枠連票数 計 60886 的中 （2－4） 453（25番人気）
馬連票数 計 210444 的中 �� 1734（28番人気）
馬単票数 計 113101 的中 �� 327（64番人気）
ワイド票数 計 160063 的中 �� 1281（31番人気）�� 636（45番人気）�� 3785（12番人気）
3連複票数 計 371951 的中 ��� 819（81番人気）
3連単票数 計 437490 的中 ��� 114（563番人気）
上り 1マイル 1：43．8 4F 49．7－3F 37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サダムドミニック �
�
父 タートルボウル �

�
母父 アルカセット

2014．3．3生 �5黒鹿 母 スプンキーウーマン 母母 チ ェ ル ビ ム 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 テイエムオスカー号の騎手佐久間寛志は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 アキンド号・インペリオーソ号・ソウラセブン号・リネンソング号・レッドアルディ号

2900210月5日 晴 重 （1新潟3） 第1日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時25分 （ダート・左）
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

712 ショウナンマリオ 牡2黒鹿 55
52 ▲菅原 明良�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 456－ 21：53．0レコード 3．1�

813 タガノキングロード 牡2黒鹿 55
54 ☆横山 武史八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 41：53．42� 2．9�
814� オーシャンアイ 牡2栗 55 津村 明秀ゴドルフィン 高橋 義忠 米 Jean Etienne

Dubios 490± 01：54．03� 5．6�
46 クラウンマハロ 牡2黒鹿55 柴山 雄一�クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 B494＋ 41：54．42� 14．3�
45 ヴァリアントジョイ 牡2鹿 55

52 ▲団野 大成 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 青森 織笠 時男 456± 01：55．14 74．4	
22 ジーマックス 牡2鹿 55 勝浦 正樹佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 530＋ 41：55．63 42．8

11 マイネルシエル 牡2青 55 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 498－ 2 〃 ハナ 17．9�
57 クロカドッグ 牡2鹿 55 長岡 禎仁�ヒダカファーム竹内 正洋 日高 槇本牧場 498－ 21：55．92 19．3�
58 ザ ン パ ー タ 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子山口 裕介氏 田中 博康 平取 船越 伸也 B432－ 21：56．0	 14．2
711 クラウンデフィート 牡2青 55

54 ☆菊沢 一樹矢野 雅子氏 武市 康男 日高 クラウン日高牧場 482－ 41：56．1� 146．7�
610� マイネルティプトン 牡2黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 米 Arturo Vargas &
Eduardo Vargas 472－ 21：56．52� 79．6�

33 クルワールデジール 牝2鹿 54 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか ヒサイファーム 464＋ 21：56．6� 89．1�
69 レ ア ー ド 牡2鹿 55 吉田 隼人ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－101：57．02� 34．5�
34 ワルツフォーデビー 牡2栗 55

52 ▲斎藤 新風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 438＋ 81：57．95 52．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，129，700円 複勝： 25，536，900円 枠連： 7，565，000円
馬連： 27，962，000円 馬単： 14，611，100円 ワイド： 24，345，700円
3連複： 43，801，800円 3連単： 50，823，600円 計： 213，775，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 120円 � 160円 枠 連（7－8） 310円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 220円 �� 340円 �� 380円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，710円

票 数

単勝票数 計 191297 的中 � 50942（2番人気）
複勝票数 計 255369 的中 � 61906（1番人気）� 56390（2番人気）� 32333（3番人気）
枠連票数 計 75650 的中 （7－8） 18795（1番人気）
馬連票数 計 279620 的中 �� 40249（1番人気）
馬単票数 計 146111 的中 �� 8915（2番人気）
ワイド票数 計 243457 的中 �� 32359（1番人気）�� 17079（2番人気）�� 14859（3番人気）
3連複票数 計 438018 的中 ��� 36754（1番人気）
3連単票数 計 508236 的中 ��� 9910（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．8―50．1―1：02．8―1：14．8―1：27．8―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．2―3F38．2
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンマリオ �
�
父 トビーズコーナー �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2019．6．15 阪神7着

2017．4．7生 牡2黒鹿 母 アクアブルーハート 母母 エスフライト 4戦1勝 賞金 6，300，000円

第３回 新潟競馬 第１日



2900310月5日 晴 重 （1新潟3） 第1日 第3競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時55分 （ダート・左）
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

712 イエロージニア 牝2栗 54
51 ▲斎藤 新林 正道氏 斎藤 誠 新ひだか 服部 牧場 434± 01：13．3 6．5�

23 ダイヤモンドリリー 牝2鹿 54
51 ▲藤田菜七子田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 門別 敏朗 438－ 81：13．4� 35．0�

611 シゲルテンノウセイ 牡2黒鹿55 西田雄一郎森中 蕃氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 466－ 41：13．61� 34．3�
11 ハヤブサピアーノ 牝2栗 54 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 454＋ 41：13．7� 4．1�
59 プリンスオブジオン 牡2青鹿55 中井 裕二萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 434＋ 4 〃 ハナ 31．4�
47 デルマサファイア 牝2青鹿 54

53 ☆菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 464－ 21：13．91� 6．4�
610 ジュンセイコー 牝2黒鹿 54

53 ☆横山 武史河合 純二氏 高柳 瑞樹 浦河 山口 義彦 420＋ 6 〃 アタマ 168．6	
815 マインヒロイン 牝2栗 54 宮崎 北斗峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 荒谷 輝和 430－ 21：14．0クビ 152．8

46 ハートスートラ 牡2栗 55

52 ▲小林 凌大西川 礦氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 B458－ 2 〃 ハナ 90．5�
34 イズジョールーラー 牡2黒鹿55 柴田 善臣泉 一郎氏 本間 忍 新ひだか 森 政巳 422－ 21：14．1	 79．6�
713 ゴラッソゴール 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良東海林貴大氏 武市 康男 新冠 松本 信行 450－ 61：14．2クビ 8．5
814 ディアデイジー 牝2鹿 54 丸田 恭介豊井 義次氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 444± 0 〃 クビ 35．0�
22 グッドステージ 牡2鹿 55 川須 栄彦杉立 恭平氏 宮 徹 新ひだか 小倉 光博 500＋ 2 〃 アタマ 2．8�
35 キースローガン 牡2栗 55 津村 明秀北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 488＋ 21：14．3クビ 52．4�
58 リョウランハート 牡2栗 55 横山 和生佐藤 啓子氏 小野 次郎 新冠 高瀬 敦 444－121：14．72� 325．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，625，900円 複勝： 24，376，600円 枠連： 7，163，500円
馬連： 27，809，900円 馬単： 15，105，000円 ワイド： 23，124，800円
3連複： 40，418，500円 3連単： 52，116，700円 計： 209，740，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 300円 � 720円 � 760円 枠 連（2－7） 560円

馬 連 �� 10，850円 馬 単 �� 18，720円

ワ イ ド �� 3，990円 �� 3，070円 �� 12，760円

3 連 複 ��� 94，730円 3 連 単 ��� 370，430円

票 数

単勝票数 計 196259 的中 � 25044（4番人気）
複勝票数 計 243766 的中 � 24229（5番人気）� 8413（6番人気）� 7959（8番人気）
枠連票数 計 71635 的中 （2－7） 9777（1番人気）
馬連票数 計 278099 的中 �� 1986（30番人気）
馬単票数 計 151050 的中 �� 605（50番人気）
ワイド票数 計 231248 的中 �� 1499（37番人気）�� 1959（29番人気）�� 463（61番人気）
3連複票数 計 404185 的中 ��� 320（156番人気）
3連単票数 計 521167 的中 ��� 102（675番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．7―12．9―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．1―48．0―1：00．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．2
3 12（3，11）1（9，15）2（5，6，7）＝13，14－10－4－8 4 12（3，11）1（9，15）（2，7）（5，6）－13，14－10－4－8

勝馬の
紹 介

イエロージニア �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．9．16 中山10着

2017．3．27生 牝2栗 母 トップスカーレット 母母 スルーオール 2戦1勝 賞金 5，000，000円

2900410月5日 晴 稍重 （1新潟3） 第1日 第4競走 ��2，850�障害3歳以上オープン
発走11時25分 （芝・外内）
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

712 フ ラ ン ド ル �6鹿 60 高田 潤寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 486± 03：06．3 4．8�
813 マイネルレオーネ 牡7黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 400－ 63：06．4� 41．1�
814 オールマンリバー 牡7黒鹿60 難波 剛健三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 508＋ 23：06．82� 6．1�
610 パリカラノテガミ 牡8鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 456－ 23：07．01� 7．7�
57 ウインインスパイア 牡8黒鹿60 山本 康志�ウイン 高橋 祥泰 新ひだか 本桐牧場 462－ 43：07．1クビ 129．0�
45 ジャズファンク 牡7鹿 60 平沢 健治市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 500－ 63：07．31� 10．6	
33 インウィスパーズ 牡5鹿 60 熊沢 重文金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 日高 日高大洋牧場 446± 0 〃 クビ 7．6

34 ヒロノタイリク 牡4栗 60 北沢 伸也高原 将浩氏 宮本 博 日高 下河辺牧場 506－ 23：07．72� 33．8�
11 シゲルピーマン �4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 神垣 道弘 472－ 2 〃 アタマ 50．5�
69 スプレーモゲレイロ �6鹿 60 高野 和馬 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 458± 03：07．8� 243．3
711	 ヤマタケジャイアン �6芦 60 小野寺祐太山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 464＋ 23：07．9
 198．1�
46 ボ ナ パ ル ト 牡5鹿 60 白浜 雄造幅田 昌伸氏 庄野 靖志 浦河 有限会社

吉田ファーム 506＋ 63：08．43 2．9�
58 マルクデラポム 牝6青鹿58 中村 将之三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 496＋ 83：09．35 14．9�
22 ウインレーベン 牡8青鹿60 田村 太雅�ウイン 長谷川浩大 日高 モリナガファーム 464－ 23：10．910 29．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，545，500円 複勝： 22，111，200円 枠連： 8，843，100円
馬連： 24，248，700円 馬単： 12，340，500円 ワイド： 19，048，000円
3連複： 42，302，300円 3連単： 47，681，000円 計： 193，120，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 210円 � 1，130円 � 170円 枠 連（7－8） 1，620円

馬 連 �� 15，710円 馬 単 �� 23，850円

ワ イ ド �� 3，680円 �� 730円 �� 2，940円

3 連 複 ��� 21，160円 3 連 単 ��� 137，170円

票 数

単勝票数 計 165455 的中 � 27093（2番人気）
複勝票数 計 221112 的中 � 29899（3番人気）� 3749（11番人気）� 39779（1番人気）
枠連票数 計 88431 的中 （7－8） 4222（6番人気）
馬連票数 計 242487 的中 �� 1196（40番人気）
馬単票数 計 123405 的中 �� 388（75番人気）
ワイド票数 計 190480 的中 �� 1293（41番人気）�� 7133（7番人気）�� 1626（36番人気）
3連複票数 計 423023 的中 ��� 1499（74番人気）
3連単票数 計 476810 的中 ��� 252（443番人気）
上り 1マイル 1：42．8 4F 48．8－3F 36．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ ラ ン ド ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．1．30 京都2着

2013．2．3生 �6鹿 母 ソニックグルーヴ 母母 エアグルーヴ 障害：2戦2勝 賞金 21，300，000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 スマートガルーダ号



2900510月5日 晴 稍重 （1新潟3） 第1日 第5競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時15分 （ダート・左）（500万円以下）

牝；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

813 クリスタルアワード 牝3青鹿 53
50 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド 446－ 61：11．8 3．1�
11 エリンアクトレス 牝3栗 53 津村 明秀田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 B480－ 6 〃 アタマ 2．8�
22 カシマフウリン 牝4栗 55 嘉藤 貴行松浦 一久氏 加藤士津八 新ひだか 金舛 幸夫 B492＋ 41：11．9� 52．1�
33 � サトノアルテミス 牝4黒鹿55 柴田 善臣 �サトミホースカンパニー 田中 剛 安平 ノーザンファーム 474± 01：12．11� 16．1�
69 ス ズ ノ ウ メ 牝3鹿 53

50 ▲団野 大成小紫惠美子氏 深山 雅史 平取 清水牧場 470－ 4 〃 クビ 15．8�
34 ブルーファンク 牝3栗 53 吉田 隼人市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：12．2	 7．0	
46 � ブロンドキュート 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 B450＋ 6 〃 アタマ 113．3

711 テイエムノサッタ 牝3黒鹿53 丸山 元気竹園 正繼氏 浜田多実雄 鹿児島 テイエム牧場 476± 01：12．3クビ 12．1�
58 レッドモアナ 牝3栗 53 中井 裕二 �東京ホースレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 436－ 61：12．61� 9．0�
45 コンセッションズ 牝4栗 55 高倉 稜山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 440± 0 〃 クビ 26．2
57 トウケイゴコウ 牝4鹿 55 横山 和生木村 信彦氏 飯田 祐史 日高 道見牧場 424－121：12．7� 36．5�
712� タカミツリリー 牝4鹿 55 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 458＋111：13．33	 46．8�
610 ケイゴールド 牝3青鹿 53

50 ▲山田 敬士布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 474± 01：13．4	 200．4�
814 スカイズザリミット 牝3栗 53 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 見上牧場 460± 01：14．67 130．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，029，200円 複勝： 38，432，000円 枠連： 8，803，100円
馬連： 37，508，600円 馬単： 20，012，600円 ワイド： 36，490，000円
3連複： 57，319，100円 3連単： 72，267，600円 計： 296，862，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 130円 � 590円 枠 連（1－8） 410円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，410円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 5，270円 3 連 単 ��� 19，900円

票 数

単勝票数 計 260292 的中 � 65712（2番人気）
複勝票数 計 384320 的中 � 98925（1番人気）� 88041（2番人気）� 9689（9番人気）
枠連票数 計 88031 的中 （1－8） 16528（1番人気）
馬連票数 計 375086 的中 �� 58177（1番人気）
馬単票数 計 200126 的中 �� 15461（2番人気）
ワイド票数 計 364900 的中 �� 49643（1番人気）�� 3361（30番人気）�� 7514（14番人気）
3連複票数 計 573191 的中 ��� 8150（16番人気）
3連単票数 計 722676 的中 ��� 2632（49番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．6―12．5―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．3―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリスタルアワード �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．10．27 東京3着

2016．3．24生 牝3青鹿 母 ルーシーショー 母母 タガノヴィヴィアン 10戦2勝 賞金 23，350，000円
〔発走状況〕 スズノウメ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スズノウメ号は，発走調教再審査。
※スカイズザリミット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2900610月5日 晴 稍重 （1新潟3） 第1日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （芝・左）（500万円以下）

若手騎手；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
1：07．5
1：06．5

良
良

35 カステヘルミ 牝3黒鹿 53
52 ☆横山 武史田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 424＋ 21：08．8 2．4�

36 ヤマニンベリンダ 牝5黒鹿 55
52 ▲小林 凌大土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 472＋ 21：09．01� 11．8�

611 ジョニーズララバイ 牡3鹿 55
52 ▲藤田菜七子金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 466＋141：09．42� 2．6�
59 エイカイキャロル 牝3鹿 53 城戸 義政二木 英德氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 452－ 81：09．5� 27．5�
612 ニシノコデマリ 牝4鹿 55 岩崎 翼西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 428± 0 〃 クビ 60．9�
47 ウインアイルビータ 牝3栗 53 井上 敏樹�ウイン 田中 剛 新冠 コスモヴューファーム 474－ 61：09．6� 17．9	
714 タガノカルラ 牡3鹿 55

52 ▲三津谷隼人八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 434± 0 〃 アタマ 24．4


715 ゼ ア ブ ラ ヴ 牡5黒鹿 57
54 ▲斎藤 新 �シルクレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B480＋ 21：09．81� 35．7�

24 � シーアフェアリー 牝4栗 55 荻野 極�G1レーシング 高柳 大輔 安平 追分ファーム 454－ 61：09．9� 92．2
817 ミリオンゲーム 牝3栗 53

50 ▲山田 敬士ドラゴンヒルズホースクラブ 奥村 武 安平 ノーザンファーム 428＋ 4 〃 同着 73．4�
12 クリノイダテン 牡4青鹿 57

56 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 452＋ 8 〃 アタマ 65．6�
23 グリニッチヴィレジ 牝6黒鹿55 木幡 初也 �コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 21：10．0クビ 45．1�
11 � ケンブリッジビット 牝4栗 55 伴 啓太中西 宏彰氏 高橋 義博 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 458－141：10．21� 258．9�
816� レ ガ 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 2 〃 ハナ 72．6�
818� ショーマノキセキ 牡4鹿 57

54 ▲菅原 明良塩川 和則氏 本間 忍 浦河 久保 昇 466－ 71：10．3� 142．2�
48 � クラヴィスオレア 	3黒鹿 55

52 ▲団野 大成多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 472＋ 61：10．4� 12．2�
510� ハーキーステップ 牡3青鹿 55

55．5 義 英真宮田美恵子氏 浜田多実雄 浦河 金成吉田牧場 478＋ 4 〃 ハナ 41．1�
713� メモリーディディ 牝5鹿 55 加藤 祥太�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 日高 下河辺牧場 448－171：10．61� 124．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 21，916，700円 複勝： 27，531，400円 枠連： 10，527，600円
馬連： 32，603，100円 馬単： 17，779，500円 ワイド： 31，411，500円
3連複： 50，834，400円 3連単： 62，454，700円 計： 255，058，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 210円 � 120円 枠 連（3－3） 1，520円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 420円 �� 160円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 5，900円

票 数

単勝票数 計 219167 的中 � 71022（1番人気）
複勝票数 計 275314 的中 � 61288（2番人気）� 23905（3番人気）� 67227（1番人気）
枠連票数 計 105276 的中 （3－3） 5345（6番人気）
馬連票数 計 326031 的中 �� 15832（3番人気）
馬単票数 計 177795 的中 �� 5806（4番人気）
ワイド票数 計 314115 的中 �� 16243（2番人気）�� 63724（1番人気）�� 14796（3番人気）
3連複票数 計 508344 的中 ��� 36169（1番人気）
3連単票数 計 624547 的中 ��� 7666（7番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．5―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．5―56．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．8
3 5（7，17）（6，9）（2，3，16）－（1，8，12）（10，15）4（13，18，11）14 4 5（7，17）（6，9）（2，3，16）（1，8，12）（10，15）（4，11）（14，18）13
市場取引馬

勝馬の
紹 介

カステヘルミ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2018．8．19 新潟3着

2016．2．14生 牝3黒鹿 母 ハンドスター 母母 ビーフレグラント 11戦2勝 賞金 24，400，000円
〔制裁〕 ハーキーステップ号の騎手義英真は，体重の調整ができず公表された負担重量で騎乗できなかったことについて令和元

年10月12日から令和元年11月10日まで騎乗停止。
ハーキーステップ号の騎手義英真は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4番）



2900710月5日 晴 稍重 （1新潟3） 第1日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
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
1：47．6

稍重
重

66 � キクノフェリックス 牡5黒鹿 57
54 ▲藤田菜七子菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 484± 01：51．3 3．1�

89 ショウナンパンサー �3鹿 55 川須 栄彦国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 498＋ 81：51．93� 7．3�
11 � メイショウカンキ 牡5鹿 57

54 ▲団野 大成松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 460＋ 2 〃 クビ 19．0�
55 グラファイト 牡4青鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 476＋ 21：52．32� 18．5�
44 キングスバレイ 牡3栗 55

52 ▲斎藤 新村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 506－ 21：52．4クビ 2．5�
78 ヨクエロマンボ �6芦 57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446－ 61：52．61	 17．2	
77 � ア リ ス カ ン 牡5黒鹿57 嘉藤 貴行髙瀬 真尚氏 田島 俊明 日高 本間牧場 508± 01：52．7
 25．4

22 ウインドオブホープ �6栗 57 吉田 隼人�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 536± 01：53．55 6．0�
810 ゴールデンライオン 牡3鹿 55 柴山 雄一石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 494－ 61：53．6
 42．4�
33 オ オ ゾ ラ 牡3鹿 55 丹内 祐次平口 信行氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 546± 01：54．34 42．2

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，714，100円 複勝： 30，541，400円 枠連： 5，775，900円
馬連： 28，911，000円 馬単： 16，209，500円 ワイド： 23，506，300円
3連複： 39，530，300円 3連単： 66，981，500円 計： 232，170，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 250円 � 420円 枠 連（6－8） 1，020円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，840円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，460円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 6，220円 3 連 単 ��� 19，780円

票 数

単勝票数 計 207141 的中 � 51906（2番人気）
複勝票数 計 305414 的中 � 67034（2番人気）� 29743（4番人気）� 15086（6番人気）
枠連票数 計 57759 的中 （6－8） 4364（4番人気）
馬連票数 計 289110 的中 �� 20119（5番人気）
馬単票数 計 162095 的中 �� 6578（7番人気）
ワイド票数 計 235063 的中 �� 14918（4番人気）�� 3964（16番人気）�� 3300（18番人気）
3連複票数 計 395303 的中 ��� 4766（20番人気）
3連単票数 計 669815 的中 ��� 2455（60番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．0―36．6―49．0―1：01．6―1：13．9―1：26．6―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�キクノフェリックス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム

2014．5．2生 牡5黒鹿 母 レディブライアン 母母 マルブツエンプレス 15戦2勝 賞金 33，950，000円
初出走 JRA

2900810月5日 晴 稍重 （1新潟3） 第1日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・左・外）（500万円以下）

牝；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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

710 シーオブザムーン 牝3青鹿 53
50 ▲藤田菜七子 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：58．7 5．1�

22 フラッフィーベア 牝3鹿 53
50 ▲菅原 明良 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 434＋ 41：58．91� 17．0�

56 ショウナンバビアナ 牝3青鹿53 丸山 元気国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 476± 01：59．32� 6．0�
33 レディーキティ 牝4鹿 55 荻野 極廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 404－ 61：59．51� 28．3�
68 クラヴィーア 牝3栗 53 吉田 隼人�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 21：59．6� 23．5	
79 ダイアナブライト 牝3鹿 53 中谷 雄太 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：59．81 8．1

67 ゲンティアナ 牝3鹿 53

50 ▲斎藤 新吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 422＋ 8 〃 アタマ 10．1�
811 サツキユニヴァース 牝5栗 55

52 ▲小林 凌大小野 博郷氏 蛯名 利弘 新ひだか 田中 裕之 460－ 22：00．01� 129．6�
55 ウインメルシー 牝3鹿 53

52 ☆横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 456－162：00．1クビ 13．8
11 アオイプリンセス 牝6鹿 55 津村 明秀新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 22：00．42 2．9�
44 	 シンボリブーケ 牝5鹿 55

54 ☆菊沢 一樹岡田 壮史氏 高橋 祥泰 日高 シンボリ牧場 484± 02：00．61� 265．6�
812	 オ ル ト シ ア 牝4鹿 55

52 ▲団野 大成�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 440－ 22：01．55 8．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，172，700円 複勝： 33，884，300円 枠連： 10，018，800円
馬連： 35，416，300円 馬単： 17，920，200円 ワイド： 29，651，900円
3連複： 49，927，500円 3連単： 65，951，000円 計： 266，942，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 510円 � 180円 枠 連（2－7） 3，550円

馬 連 �� 4，280円 馬 単 �� 7，100円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 670円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 41，500円

票 数

単勝票数 計 241727 的中 � 37540（2番人気）
複勝票数 計 338843 的中 � 46459（3番人気）� 13467（9番人気）� 56997（2番人気）
枠連票数 計 100188 的中 （2－7） 2182（12番人気）
馬連票数 計 354163 的中 �� 6408（20番人気）
馬単票数 計 179202 的中 �� 1891（32番人気）
ワイド票数 計 296519 的中 �� 4955（20番人気）�� 11963（4番人気）�� 4466（26番人気）
3連複票数 計 499275 的中 ��� 4872（31番人気）
3連単票数 計 659510 的中 ��� 1152（148番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．4―11．5―11．6―12．3―12．1―11．8―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．2―46．7―58．3―1：10．6―1：22．7―1：34．5―1：46．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F36．0
3 6－（4，5）（2，9，12）（11，8）3－（1，10）－7 4 6（4，5）－（2，9）（3，11，12）8（1，10）7

勝馬の
紹 介

シーオブザムーン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2018．12．9 中山1着

2016．4．11生 牝3青鹿 母 ムーンフェイズ 母母 アフターザサン 5戦2勝 賞金 15，600，000円



2900910月5日 曇 稍重 （1新潟3） 第1日 第9競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時15分 （500万円以下） （ダート・左）
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

813� パリテソーロ 牝3黒鹿 53
50 ▲藤田菜七子了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 米
A. Bayle, C.
Bigheart, S.
Gross et al

430－ 81：11．5 2．5�
710 ベルアーシュ 牝4芦 55 長岡 禎仁矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B464－141：11．82 20．8�
33 シ ー ク エ ル 牝4芦 55

54 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 新ひだか 岡田スタツド 548± 0 〃 クビ 17．7�

711 テンモントム 牡3鹿 55 黛 弘人 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B448＋121：11．9クビ 73．3�
68 グレースアンバー 牝3栗 53

50 ▲団野 大成吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 432＋ 61：12．22 27．9	
45 	 ウエスタンマリーヤ 牝4鹿 55 横山 和生西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 476＋ 2 〃 ハナ 59．1

69 マノアフォールズ 牡3鹿 55

52 ▲斎藤 新吉田 勝己氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム B456－141：12．3クビ 7．2�
56 サンタアズライト 
5栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 462－ 8 〃 クビ 75．1�
44 リアルモンテ 牡4鹿 57 宮崎 北斗伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 480－ 61：12．93� 84．9
22 � スポーカンテソーロ 牝3栗 53

52 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 米 Summer-

hill Farm 518± 0 〃 ハナ 2．1�
11 ド ナ プ リ モ 牝4青鹿 55

52 ▲菅原 明良山田 貢一氏 高木 登 日高 日西牧場 456± 01：13．0� 25．4�
57 タカノオージャ 牡3鹿 55 荻野 極山口多賀司氏 村山 明 新冠 守矢牧場 490＋ 41：14．48 76．8�
812 サフランブーケ 牝4鹿 55 柴山 雄一海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 460＋ 81：14．93 109．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，257，100円 複勝： 26，430，800円 枠連： 9，200，000円
馬連： 37，243，100円 馬単： 21，721，500円 ワイド： 29，506，200円
3連複： 56，037，800円 3連単： 88，488，100円 計： 290，884，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 170円 � 520円 � 420円 枠 連（7－8） 2，320円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 990円 �� 3，230円

3 連 複 ��� 12，070円 3 連 単 ��� 44，920円

票 数

単勝票数 計 222571 的中 � 69034（2番人気）
複勝票数 計 264308 的中 � 50792（2番人気）� 11283（6番人気）� 14523（5番人気）
枠連票数 計 92000 的中 （7－8） 3069（7番人気）
馬連票数 計 372431 的中 �� 9266（10番人気）
馬単票数 計 217215 的中 �� 3791（13番人気）
ワイド票数 計 295062 的中 �� 7707（10番人気）�� 7766（9番人気）�� 2268（27番人気）
3連複票数 計 560378 的中 ��� 3480（33番人気）
3連単票数 計 884881 的中 ��� 1428（124番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．6―12．6―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．4―47．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パリテソーロ �
�
父 Declaration of War �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2018．9．30 中山3着

2016．2．26生 牝3黒鹿 母 Patricias Prospect 母母 Macoumba 7戦2勝 賞金 18，350，000円

2901010月5日 曇 良 （1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，1勝クラス（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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

810 ピボットポイント 牡4鹿 57 中谷 雄太 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム B478＋182：14．8 25．9�
77 ドリームインパクト 牡3鹿 54 丸山 元気 DMMドリームクラブ� 国枝 栄 日高 下河辺牧場 498＋ 62：15．01� 1．8�
11 シュブリーム 牡3黒鹿54 嘉藤 貴行栗坂 崇氏 大和田 成 浦河 中神牧場 B458－ 62：15．21� 8．3�
33 � レッドリュンヌ 牝6栗 55 嶋田 純次Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 440＋102：15．3クビ 175．6�
66 シャイニーピース 牡5鹿 57 岩崎 翼小林 昌志氏 武 幸四郎 平取 雅 牧場 498± 0 〃 クビ 7．8	
44 ツクバソヴァール 牡3黒鹿54 丹内 祐次細谷 武史氏 杉浦 宏昭 伊達 高橋農場 B472＋ 82：15．4クビ 10．7

22 ワタシヲマッテル 牝4栗 55 勝浦 正樹小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 466－ 22：15．61� 23．6�
89 クィーンユニバンス 牝3鹿 52 吉田 隼人亀井 哲也氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 514＋122：15．91	 7．3�
78 ウインクリムゾン 牡5鹿 57 津村 明秀�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 460－ 6 〃 アタマ 19．5
55 レ オ 牡3芦 54 横山 武史山住 勲氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 520－ 82：16．32� 12．2�
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売 得 金
単勝： 27，293，700円 複勝： 51，743，300円 枠連： 9，772，500円
馬連： 45，173，700円 馬単： 27，807，000円 ワイド： 35，669，300円
3連複： 61，958，900円 3連単： 115，905，200円 計： 375，323，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，590円 複 勝 � 380円 � 110円 � 180円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 2，770円 馬 単 �� 9，890円

ワ イ ド �� 740円 �� 2，250円 �� 290円

3 連 複 ��� 5，730円 3 連 単 ��� 81，110円

票 数

単勝票数 計 272937 的中 � 8430（9番人気）
複勝票数 計 517433 的中 � 16721（9番人気）� 263445（1番人気）� 47233（2番人気）
枠連票数 計 97725 的中 （7－8） 12894（1番人気）
馬連票数 計 451737 的中 �� 12601（10番人気）
馬単票数 計 278070 的中 �� 2107（32番人気）
ワイド票数 計 356693 的中 �� 11863（8番人気）�� 3622（31番人気）�� 35691（2番人気）
3連複票数 計 619589 的中 ��� 8108（25番人気）
3連単票数 計1159052 的中 ��� 1036（248番人気）

ハロンタイム 13．1―11．4―12．0―12．9―13．1―12．7―12．6―12．1―12．0―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―24．5―36．5―49．4―1：02．5―1：15．2―1：27．8―1：39．9―1：51．9―2：03．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．9
1
3
10，4，6（2，9）3（5，8）（1，7）・（10，4）6（2，7）（9，1）（3，8）5

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

勝馬の
紹 介

ピボットポイント �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal デビュー 2017．10．15 京都5着

2015．5．25生 牡4鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 14戦2勝 賞金 23，308，000円



2901110月5日 曇 良 （1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，2勝クラス（1000万円以下）；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

55 エリティエール 牝5鹿 55 横山 武史 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 442－ 42：01．9 6．1�
22 ピースワンパラディ 牡3鹿 55 丸山 元気長谷川成利氏 大竹 正博 日高 高山牧場 468＋162：02．0� 1．3�
77 	 メイショウタカトラ 牡5黒鹿57 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 500± 02：02．32 18．5�
33 ス ヴ ァ ル ナ 牡4黒鹿57 津村 明秀 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 510－ 22：02．4� 4．4�
11 フィールインラヴ 牡4黒鹿57 柴山 雄一大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 448＋ 62：02．61
 38．9�
44 エイシンレーザー 牡4鹿 57 丹内 祐次平井 淑郎氏 川村 禎彦 新ひだか 松本牧場 484－ 22：02．81� 54．7	
66 スズカヴァンガード �8栗 57 西田雄一郎永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 500± 02：03．11� 62．5
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売 得 金
単勝： 40，200，100円 複勝： 54，910，600円 枠連： 発売なし
馬連： 64，535，100円 馬単： 44，597，500円 ワイド： 28，645，600円
3連複： 80，119，100円 3連単： 274，575，400円 計： 587，583，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 150円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 160円 �� 630円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 8，840円

票 数

単勝票数 計 402001 的中 � 51983（3番人気）
複勝票数 計 549106 的中 � 55014（3番人気）� 385678（1番人気）
馬連票数 計 645351 的中 �� 167571（2番人気）
馬単票数 計 445975 的中 �� 29242（4番人気）
ワイド票数 計 286456 的中 �� 59961（2番人気）�� 9232（8番人気）�� 17406（4番人気）
3連複票数 計 801191 的中 ��� 40089（5番人気）
3連単票数 計2745754 的中 ��� 22495（22番人気）

ハロンタイム 13．3―12．5―12．8―12．7―12．8―12．7―12．0―10．9―10．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―25．8―38．6―51．3―1：04．1―1：16．8―1：28．8―1：39．7―1：50．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリティエール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome Again デビュー 2017．2．25 中山9着

2014．4．19生 牝5鹿 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 10戦3勝 賞金 38，813，000円

2901210月5日 曇 良 （1新潟3） 第1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，1勝クラス（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 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

715 ファストアズエバー 牝3芦 53 西田雄一郎 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 458＋ 4 55．8 2．8�

612 アリエスムーン 牝8青鹿55 加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 448＋ 2 55．9� 32．6�
59 ペイシャドリーム 牝3鹿 53 的場 勇人北所 直人氏 高橋 義博 新冠 ラツキー牧場 462＋ 8 〃 アタマ 10．8�
818 コンピレーション 	5黒鹿57 嶋田 純次 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476± 0 〃 アタマ 4．7�
36 ウ ー マ ッ ハ 牝5鹿 55 勝浦 正樹鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 482－10 56．0
 16．6	
35 � セイウンアカマイ 牝4栗 55 藤田菜七子西山 茂行氏 上原 博之 米

Pollock Farms, T &
C Kentucky Inc &
Arthur Maberry

464＋ 2 56．1
 5．8

510 ポルボローネ 牝7栗 55 菊沢 一樹小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 440－ 8 56．2
 90．3�
48 セイウンミツコ 牝4黒鹿55 柴山 雄一西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 450± 0 56．3
 34．6�
24 � チャリオット 牝3芦 53 津村 明秀�ラ・メール 松下 武士 愛 La Mere

Co. Ltd 468＋ 6 〃 ハナ 59．2
611 ミヤジシルフィード 牡3芦 55 丸山 元気曽我 司氏 川村 禎彦 新冠 松浦牧場 478± 0 56．4
 13．6�
714 ト ラ ン プ 牡4鹿 57 丸田 恭介大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 450－ 4 〃 クビ 83．8�
713� スターライトキス 牝4栗 55 菅原 明良岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 500－ 8 56．5
 28．8�
816 スマートアイビス 牡4黒鹿57 丹内 祐次大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 静内山田牧場 504＋ 4 56．71 15．6�
817 ラインギャラント 牝4芦 55 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 442－10 〃 ハナ 31．7�
23 タ ン レ イ 牝3芦 53 横山 武史佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 436＋ 4 56．8� 28．8�
12 ハッピーランラン 牝5鹿 55 吉田 隼人馬場 幸夫氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B488－16 56．9クビ 65．7�
47 デルマオフクロサン 牝5黒鹿55 柴田 善臣浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 456＋ 4 57．11
 164．3�
11 サウンドカナロア 牡3鹿 55 川須 栄彦増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B466＋ 8 58．48 152．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 42，518，200円 複勝： 54，497，900円 枠連： 32，011，500円
馬連： 101，208，600円 馬単： 45，235，300円 ワイド： 72，115，200円
3連複： 186，246，800円 3連単： 224，940，600円 計： 758，774，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 640円 � 310円 枠 連（6－7） 1，220円

馬 連 �� 4，110円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 800円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 12，610円 3 連 単 ��� 58，090円

票 数

単勝票数 計 425182 的中 � 120377（1番人気）
複勝票数 計 544979 的中 � 148775（1番人気）� 16004（10番人気）� 38654（5番人気）
枠連票数 計 320115 的中 （6－7） 20321（4番人気）
馬連票数 計1012086 的中 �� 19067（13番人気）
馬単票数 計 452353 的中 �� 5546（18番人気）
ワイド票数 計 721152 的中 �� 13411（12番人気）�� 24238（4番人気）�� 5581（30番人気）
3連複票数 計1862468 的中 ��� 11077（34番人気）
3連単票数 計2249406 的中 ��� 2807（140番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―10．5―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．1―32．6―43．6

上り4F43．8－3F33．7
勝馬の
紹 介

ファストアズエバー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Tiznow デビュー 2018．7．29 小倉3着

2016．4．5生 牝3芦 母 ラヴアズギフト 母母 Fast as Light 11戦2勝 賞金 28，755，000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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 グラスレガシー号・ザラストキャンディ号・スカイズザリミット号



（1新潟3）第1日 10月5日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 159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
8，810，000円
14，620，000円
1，380，000円
21，150，000円
67，211，500円
5，737，600円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
291，349，200円
406，387，800円
115，769，600円
483，664，500円
264，649，800円
369，520，800円
745，691，600円
1，165，934，400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 3，842，967，700円

総入場人員 7，689名 （有料入場人員 6，547名）
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