
2903710月20日 晴 稍重 （1新潟3） 第4日 第1競走 ��
��1，600�2歳未勝利

発走9時50分 （芝・左・外）
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

11 ビオグラフィー 牝2鹿 54
52 △斎藤 新 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 462＋101：36．5 11．2�

33 パリスデージー 牝2黒鹿 54
53 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432± 01：36．81� 3．2�

22 ハローキャンディ 牝2鹿 54 吉田 隼人中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 428－ 21：37．11� 15．1�
79 ゴールドパラディン 牡2栗 55

52 ▲藤田菜七子 �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 B432＋ 21：37．2� 2．6�

710 グランレミー 牡2芦 55
52 ▲団野 大成間宮 秀直氏 佐々木晶三 新ひだか 土田農場 490± 01：37．3クビ 138．0	

44 シャンボールロッソ 牝2鹿 54 西田雄一郎 �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 428－ 41：37．51� 7．5

56 コンカルノー 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史中村 祐子氏 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 446± 01：37．81� 13．6�
811 アナザーチャンス 牡2栗 55

52 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B444＋ 61：38．01� 20．5�
68 ラルナジェナ 牝2青鹿54 丸山 元気 �サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－101：38．21� 14．3
67 ファナティックエロ 牡2芦 55 丸田 恭介�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 488－ 81：38．62� 56．9�
812 エスケイサムソン 牡2鹿 55 岩部 純二伊藤 輔則氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 440± 01：38．7� 273．9�
55 リュウノブルック 牡2鹿 55 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 浦河 宮内牧場 458± 01：39．33� 237．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，500，400円 複勝： 29，513，900円 枠連： 6，212，300円
馬連： 34，067，800円 馬単： 19，467，700円 ワイド： 28，873，200円
3連複： 55，341，700円 3連単： 71，013，500円 計： 266，990，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 360円 � 160円 � 410円 枠 連（1－3） 2，170円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 4，660円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，940円 �� 860円

3 連 複 ��� 7，130円 3 連 単 ��� 46，050円

票 数

単勝票数 計 225004 的中 � 16926（4番人気）
複勝票数 計 295139 的中 � 18532（6番人気）� 62908（2番人気）� 15791（7番人気）
枠連票数 計 62123 的中 （1－3） 2211（11番人気）
馬連票数 計 340678 的中 �� 13682（8番人気）
馬単票数 計 194677 的中 �� 3133（20番人気）
ワイド票数 計 288732 的中 �� 11679（7番人気）�� 3654（23番人気）�� 8720（12番人気）
3連複票数 計 553417 的中 ��� 5819（28番人気）
3連単票数 計 710135 的中 ��� 1118（160番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．4―12．9―12．2―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．7―37．1―50．0―1：02．2―1：13．5―1：24．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビオグラフィー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．14 中京12着

2017．4．9生 牝2鹿 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 2戦1勝 賞金 5，000，000円

2903810月20日 晴 重 （1新潟3） 第4日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時15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

69 レイテントロアー 牡2鹿 55 嘉藤 貴行矢野 亨憲氏 田中 清隆 日高 シンボリ牧場 474＋ 21：11．1 4．7�
46 マイネルワルツ 牡2栗 55

52 ▲菅原 明良 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 436± 01：11．73� 7．4�

711 ダ ウ ラ ギ リ 牡2芦 55
53 △斎藤 新 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 482＋ 41：12．02 3．4�

813 ペルシャンジュエル 牝2鹿 54
51 ▲藤田菜七子深澤 朝房氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 432－ 21：12．1� 4．7�

45 クリノファイヤー 牝2栗 54
51 ▲亀田 温心栗本 博晴氏 本間 忍 日高 浦新 徳司 462± 01：12．2� 51．6	

34 グレートコート 牡2芦 55
52 ▲小林 凌大伊東 純一氏 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 446＋ 81：13．05 6．9


33 ゾ ー ル シ カ 牝2芦 54
53 ☆横山 武史山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 430＋ 41：13．21� 158．5�

610 リリーミニスター �2芦 55
52 ▲団野 大成土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 464± 01：13．52 44．2�

57 キョウエイリヴァル 牡2鹿 55 西田雄一郎田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム 474＋101：13．6クビ 105．6
22 ゲンパチヴィガ 牡2栗 55 荻野 極平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 飛野牧場 B456＋ 21：14．13 28．1�
814 トーアテンソンシ 牡2栗 55 嶋田 純次高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 448＋ 61：14．73� 268．3�
712 メイショウサソリザ 牝2黒鹿54 柴田 善臣松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 本巣 敦 398－101：15．55 140．5�
58 エコロシャンティ 牝2鹿 54 勝浦 正樹原村 正紀氏 田島 俊明 新ひだか 米田牧場 422－ 21：15．71� 31．2�
11 ファールカルテ 牝2青鹿 54

53 ☆西村 淳也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 徹 新ひだか タツヤファーム 418－ 61：47．6大差 17．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，000，200円 複勝： 29，536，800円 枠連： 7，041，100円
馬連： 33，139，700円 馬単： 16，866，900円 ワイド： 28，298，000円
3連複： 50，582，800円 3連単： 58，592，200円 計： 245，057，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 200円 � 130円 枠 連（4－6） 1，510円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，890円

ワ イ ド �� 550円 �� 300円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 9，770円

票 数

単勝票数 計 210002 的中 � 37030（2番人気）
複勝票数 計 295368 的中 � 49896（2番人気）� 30661（5番人気）� 66747（1番人気）
枠連票数 計 70411 的中 （4－6） 3602（8番人気）
馬連票数 計 331397 的中 �� 15675（8番人気）
馬単票数 計 168669 的中 �� 4364（12番人気）
ワイド票数 計 282980 的中 �� 12502（7番人気）�� 26380（1番人気）�� 12779（6番人気）
3連複票数 計 505828 的中 ��� 22930（4番人気）
3連単票数 計 585922 的中 ��� 4344（31番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．7―12．5―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．6―47．1―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイテントロアー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．9．29 中山2着

2017．3．21生 牡2鹿 母 スイートマルセル 母母 スイートフルーレ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ファールカルテ号は，3コーナーで外側に逃避し，著しく遅れて入線したことについて令和元年10月

21日から令和元年11月10日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔その他〕 メイショウサソリザ号・エコロシャンティ号・ファールカルテ号は，1着馬がレコードタイムと同タイムであったため，

「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 新潟競馬 第４日



2903910月20日 晴 重 （1新潟3） 第4日 第3競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時45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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

44 オデュッセイア 牝4栗 55
52 ▲藤田菜七子吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478＋181：51．4 5．5�

11 グロリアーナ 牝3鹿 53
50 ▲大塚 海渡 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 508－ 61：51．72 3．3�

55 ドゥエルメス 牝3黒鹿53 勝浦 正樹大塚 亮一氏 畠山 吉宏 新冠 アサヒ牧場 510± 01：51．8� 8．9�
68 サツキワルツ 牝4鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 456－ 21：52．01 22．9�
33 シャルロッテミノル 牝3鹿 53

50 ▲団野 大成吉岡 實氏 中舘 英二 浦河 金成吉田牧場 534＋ 81：52．1� 40．5�
22 � チビノヴァルタン 牝6鹿 55 原田 和真梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B452± 0 〃 クビ 20．6	
56 ハートウォーミング 牝3青鹿53 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B436－ 61：52．52� 6．7

67 ココリジャスミン 牝3栗 53 丸山 元気美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 田上 徹 B466± 01：53．35 16．5�
710 チアフルローズ 牝3青鹿 53

51 △斎藤 新ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 466＋ 21：54．25 10．9

79 � ソ ル フ ァ 牝4鹿 55
54 ☆横山 武史 �ロードホースクラブ 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 502± 01：54．83� 8．8�

811 アレグレモエティー 牝3芦 53
52 ☆西村 淳也斉藤 等氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 458－ 21：55．12 29．4�

812� ホウオウサマンサ 牝4栗 55
52 ▲菅原 明良小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B464± 01：57．8大差 10．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，579，800円 複勝： 34，088，200円 枠連： 11，055，200円
馬連： 38，332，000円 馬単： 18，955，700円 ワイド： 32，107，800円
3連複： 59，029，400円 3連単： 66，687，100円 計： 283，835，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 230円 � 160円 � 220円 枠 連（1－4） 1，370円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，020円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，200円 3 連 単 ��� 15，880円

票 数

単勝票数 計 235798 的中 � 34162（2番人気）
複勝票数 計 340882 的中 � 35620（4番人気）� 63659（1番人気）� 37786（3番人気）
枠連票数 計 110552 的中 （1－4） 6209（5番人気）
馬連票数 計 383320 的中 �� 22977（1番人気）
馬単票数 計 189557 的中 �� 4659（5番人気）
ワイド票数 計 321078 的中 �� 19570（2番人気）�� 7689（14番人気）�� 10477（4番人気）
3連複票数 計 590294 的中 ��� 13805（3番人気）
3連単票数 計 666871 的中 ��� 3044（13番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．0―13．0―12．7―12．1―13．1―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．2―35．2―48．2―1：00．9―1：13．0―1：26．1―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オデュッセイア �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2017．10．28 東京11着

2015．2．3生 牝4栗 母 ドライアッド 母母 オークツリー 13戦2勝 賞金 22，250，000円
〔その他〕 ホウオウサマンサ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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〕 ホウオウサマンサ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年11月20日まで出走できない。

2904010月20日 晴 稍重 （1新潟3） 第4日 第4競走 2，850�障害3歳以上未勝利
発走11時15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

711 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 504－ 43：07．4 1．8�
33 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 B526＋ 43：07．82� 6．4�
712 ロ ス カ ボ ス �6黒鹿60 大江原 圭吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 488－ 63：08．75 7．9�
22 トゥルーウインド 牡7栗 60 五十嵐雄祐 �社台レースホース田中 剛 安平 追分ファーム 460＋ 83：09．01� 6．7�
58 メイショウジザイ 牡3鹿 58 山本 康志松本 好雄氏 和田 勇介 平取 びらとり牧場 514＋ 6 〃 アタマ 39．7�
34 シゲルブドウセキ 牡3栗 58 植野 貴也森中 蕃氏 高橋 裕 浦河 王蔵牧場 470＋ 43：13．4大差 21．8	
45 ソウラセブン 牝4青鹿58 江田 勇亮村田 滋氏 柄崎 孝 浦河 ディアレスト

クラブ 456＋ 43：15．010 80．0

610 ダンツカホウ 牝4黒鹿58 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 500－ 4 〃 クビ 34．2�
813� シンボリピカソ �4芦 60 上野 翔飯田 正剛氏 小野 次郎 日高 シンボリ牧場 468＋123：15．63� 162．6�
57 � クリノカナロアオー �4黒鹿60 伴 啓太栗本 博晴氏 星野 忍 様似 様似渡辺牧場 462－ 43：16．23� 96．7
46 フ ォ ー エ ロ 牡3青鹿58 石神 深一岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 赤石 久夫 466＋ 83：17．58 69．2�
11 クリノシャンボール 牡6黒鹿60 熊沢 重文栗本 博晴氏 川村 禎彦 新ひだか 水上 習孝 496－ 4 （競走中止） 9．3�
69 � ベルウッドヘルタ 牡4鹿 60 高野 和馬鈴木 照雄氏 高橋 文雅 浦河 中脇 満 502－ 8 （競走中止） 166．5�
814 レッドアーサー �5黒鹿60 草野 太郎 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462± 0 （競走中止） 30．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 13，902，900円 複勝： 14，986，400円 枠連： 9，031，200円
馬連： 23，585，300円 馬単： 16，018，600円 ワイド： 19，149，100円
3連複： 41，392，100円 3連単： 61，995，200円 計： 200，060，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（3－7） 360円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 250円 �� 270円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 2，520円

票 数

単勝票数 計 139029 的中 � 59033（1番人気）
複勝票数 計 149864 的中 � 47275（1番人気）� 21765（2番人気）� 17576（4番人気）
枠連票数 計 90312 的中 （3－7） 19374（1番人気）
馬連票数 計 235853 的中 �� 34229（1番人気）
馬単票数 計 160186 的中 �� 16168（1番人気）
ワイド票数 計 191491 的中 �� 21592（1番人気）�� 18647（2番人気）�� 6460（7番人気）
3連複票数 計 413921 的中 ��� 29234（2番人気）
3連単票数 計 619952 的中 ��� 17803（2番人気）
上り 1マイル 1：46．3 4F 51．9－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートボムシェル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．8．10 札幌1着

2012．2．7生 牡7栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 障害：4戦1勝 賞金 10，900，000円
〔競走中止〕 クリノシャンボール号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

レッドアーサー号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に，転倒した「クリノシャンボール」号に触れ，騎手が落馬したため
競走中止。
ベルウッドヘルタ号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため2周目4号障害〔ハードル〕手前で競走
中止。

〔制裁〕 スマートボムシェル号の騎手平沢健治は，2号障害を内側に斜飛したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番）



2904110月20日 晴 稍重 （1新潟3） 第4日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時05分 （芝・左・外）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：33．4
1：32．3

良
良

23 ブライティアランド 牝2芦 54 黛 弘人小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 474 ―1：38．8 17．0�
59 ブランシュフルール 牝2栗 54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438 ― 〃 クビ 11．9�
611 ダイナナフェアリー 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子村山 忠弘氏 根本 康広 日高 坂戸 節子 458 ―1：39．01 12．3�
814 リ リ レ フ ア 牝2鹿 54 中谷 雄太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448 ― 〃 クビ 2．2�
11 セレーネグランツ 牝2黒鹿 54

53 ☆横山 武史林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 438 ―1：39．1� 6．9�
46 ジ レ ー ネ 牝2黒鹿54 吉田 隼人	G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 410 ―1：39．31� 12．2

712 マ ヤ チ ャ ン 牝2鹿 54 高倉 稜瀬谷 �雄氏 中舘 英二 新ひだか チャンピオンズファーム 438 ―1：39．51� 62．1�
713 フィオーレカフェ 牝2黒鹿54 柴田 善臣西川 光一氏 和田 勇介 浦河 太陽牧場 406 ― 〃 クビ 120．1
34 トリプルシックス 牝2黒鹿54 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 466 ―1：39．6� 24．6�
815 ア ザ レ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 428 ―1：39．7クビ 147．2�
58 リアンフィーユ 牝2黒鹿 54

52 △斎藤 新 	CHEVAL AT-
TACHE 斎藤 誠 新ひだか 前田ファーム 456 ―1：39．8� 8．0�

610 マロニエコマン 牝2鹿 54
53 ☆西村 淳也吉田 照哉氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 458 ―1：39．9� 24．0�

47 セブンシースケイプ 牝2鹿 54 丸山 元気	G1レーシング 勢司 和浩 新冠 新冠橋本牧場 452 ―1：40．11 30．0�
35 アオイサンゴショウ 牝2栗 54 嘉藤 貴行芹澤 精一氏 田中 清隆 むかわ 市川牧場 416 ―1：40．31� 120．9�
22 オンザルース 牝2黒鹿 54

51 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 大北牧場 456 ―1：40．4� 167．2�
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売 得 金
単勝： 27，702，900円 複勝： 31，836，200円 枠連： 11，897，100円
馬連： 40，166，800円 馬単： 20，053，000円 ワイド： 32，861，500円
3連複： 59，212，900円 3連単： 66，495，500円 計： 290，225，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 370円 � 300円 � 440円 枠 連（2－5） 2，600円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 12，070円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 4，600円 �� 2，460円

3 連 複 ��� 47，750円 3 連 単 ��� 309，030円

票 数

単勝票数 計 277029 的中 � 13834（7番人気）
複勝票数 計 318362 的中 � 22771（5番人気）� 28994（4番人気）� 18292（7番人気）
枠連票数 計 118971 的中 （2－5） 3543（11番人気）
馬連票数 計 401668 的中 �� 5090（23番人気）
馬単票数 計 200530 的中 �� 1246（44番人気）
ワイド票数 計 328615 的中 �� 6206（17番人気）�� 1810（43番人気）�� 3425（31番人気）
3連複票数 計 592129 的中 ��� 930（125番人気）
3連単票数 計 664955 的中 ��� 156（739番人気）

ハロンタイム 13．2―12．4―13．3―13．3―12．7―11．5―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．6―38．9―52．2―1：04．9―1：16．4―1：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F33．9
3 11（4，12）（3，2，14）15（1，7，10）（6，13）5，9，8 4 11（4，12）（3，2，14）15，1（7，10，13）（5，6，9）8

勝馬の
紹 介

ブライティアランド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2017．2．15生 牝2芦 母 ノードブライティア 母母 スプリングネヴァー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 ラブエスポー号（疾病〔右前肢跛行〕のため）

2904210月20日 晴 重 （1新潟3） 第4日 第6競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走12時35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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

22 ワンダーコノシュア 牡3黒鹿 55
53 △斎藤 新山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 488－ 61：50．6 6．0�

55 サクラルーフェン 牡3黒鹿55 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 452－ 21：51．13 3．9�
11 ト ゥ ル ボ ー 牡3栗 55 勝浦 正樹�ノースヒルズ 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ B492＋101：51．95 24．6�
77 � デ ス ト ロ イ 牡5栗 57

54 ▲菅原 明良諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B508＋ 61：52．32 57．4�
66 スペースクラフト 	3芦 55

54 ☆横山 武史 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 488－ 61：52．4
 2．9	
44 � サウスブルーグラス 牡3黒鹿55 菱田 裕二越村 哲男氏 久保田貴士 米 Winches-

ter Farm 462＋10 〃 アタマ 4．5

88 ゴールドアックス 牡3鹿 55

52 ▲小林 凌大 �キャロットファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 420＋ 61：53．35 24．3�
89 ダンツスピリット 牡3黒鹿 55

54 ☆西村 淳也山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 B484± 01：53．51 19．7�
33 モッズストーン 	3栗 55 丸山 元気吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか 畠山牧場 B488＋101：55．5大差 8．1
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売 得 金
単勝： 21，265，200円 複勝： 23，643，800円 枠連： 5，669，200円
馬連： 29，094，600円 馬単： 16，355，500円 ワイド： 23，367，100円
3連複： 38，163，800円 3連単： 61，409，700円 計： 218，968，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 150円 � 340円 枠 連（2－5） 980円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，310円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，350円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 4，850円 3 連 単 ��� 25，700円

票 数

単勝票数 計 212652 的中 � 28148（4番人気）
複勝票数 計 236438 的中 � 43512（3番人気）� 44992（2番人気）� 13433（6番人気）
枠連票数 計 56692 的中 （2－5） 4462（4番人気）
馬連票数 計 290946 的中 �� 23644（4番人気）
馬単票数 計 163555 的中 �� 5293（10番人気）
ワイド票数 計 233671 的中 �� 17694（4番人気）�� 4181（17番人気）�� 5569（13番人気）
3連複票数 計 381638 的中 ��� 5892（18番人気）
3連単票数 計 614097 的中 ��� 1732（92番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―35．3―47．9―59．9―1：12．4―1：25．4―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワンダーコノシュア �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2019．3．2 小倉7着

2016．3．22生 牡3黒鹿 母 ブルーボンボヤージ 母母 ステディプロスペクト 10戦2勝 賞金 19，750，000円



2904310月20日 晴 稍重 （1新潟3） 第4日 第7競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （芝・左・外）（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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

33 ハンターバレー 牡3栗 55
52 ▲大塚 海渡村木 隆氏 宗像 義忠 日高 シンボリ牧場 478＋ 21：59．9 31．3�

66 サンレイポケット 牡4黒鹿 57
54 ▲亀田 温心永井 啓弍氏 高橋 義忠 様似 様似共栄牧場 488＋ 6 〃 アタマ 17．3�

77 ラ レ ゾ ン 牝5黒鹿 55
52 ▲菅原 明良 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 2 〃 ハナ 5．4�
810 スパークオブライフ 牝3黒鹿 53

50 ▲藤田菜七子西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 400± 02：00．43 2．6�
55 シークレットアイズ 牡3黒鹿 55

52 ▲団野 大成山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496＋ 42：00．5クビ 5．3�
44 アスクフラッシュ 牡3黒鹿55 荻野 極廣崎利洋HD	 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 502＋ 62：00．6� 10．3

11 カ ラ ル �5黒鹿 57

55 △斎藤 新 �シルクレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 474－ 62：01．23� 4．8�
78 テンペスタージ 牡3鹿 55

54 ☆横山 武史	G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 450－ 62：01．41� 28．3�
22 エッセンツァ 牝3黒鹿 53

52 ☆西村 淳也吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 536＋ 82：01．82� 13．9
89 マイネルベレーロ 牡5栗 57

54 ▲小林 凌大 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 22：01．9� 105．8�
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売 得 金
単勝： 30，797，600円 複勝： 31，011，400円 枠連： 7，624，000円
馬連： 38，823，200円 馬単： 21，833，700円 ワイド： 29，013，600円
3連複： 50，668，700円 3連単： 79，186，600円 計： 288，958，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，130円 複 勝 � 750円 � 340円 � 190円 枠 連（3－6） 17，630円

馬 連 �� 19，340円 馬 単 �� 46，650円

ワ イ ド �� 3，810円 �� 1，860円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 27，630円 3 連 単 ��� 307，000円

票 数

単勝票数 計 307976 的中 � 7849（9番人気）
複勝票数 計 310114 的中 � 8957（9番人気）� 22377（6番人気）� 53387（2番人気）
枠連票数 計 76240 的中 （3－6） 335（30番人気）
馬連票数 計 388232 的中 �� 1555（37番人気）
馬単票数 計 218337 的中 �� 351（77番人気）
ワイド票数 計 290136 的中 �� 1921（35番人気）�� 4015（23番人気）�� 6442（15番人気）
3連複票数 計 506687 的中 ��� 1375（80番人気）
3連単票数 計 791866 的中 ��� 187（558番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―11．9―12．1―12．0―12．2―11．9―11．6―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．5―36．4―48．5―1：00．5―1：12．7―1：24．6―1：36．2―1：47．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハンターバレー �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．10．8 東京7着

2016．2．11生 牡3栗 母 スイートライラ 母母 ピースフルロッジ 9戦1勝 賞金 12，500，000円

2904410月20日 晴 重 （1新潟3） 第4日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時35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
1：09．1
1：08．7

重
重

812 エースロッカー �4栗 57 岩部 純二西森 功氏 中川 公成 新冠 カミイスタット 488＋ 21：10．2 3．8�
45 	 ワールドイズマイン 牝3鹿 53

50 ▲藤田菜七子�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-
bles, LLC 448－ 21：10．3
 2．1�

711	 カーンテソーロ 牡3栗 55
53 △斎藤 新了德寺健二ホール

ディングス� 竹内 正洋 仏
Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

480＋ 21：11．15 7．1�
710 スズカアカデミー 牡5鹿 57

56 ☆森 裕太朗永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 504＋ 81：11．41
 35．6�
11 シアトルトウショウ 牝4青鹿55 丸山 元気トウショウ産業� 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 476－ 41：11．71
 7．6�
22 � リネンコジーン 牡4芦 57 丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 486＋ 41：12．02 144．3	
68 � スズカファイン 牡7栗 57 中谷 雄太永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 480－ 41：12．1� 210．8

33 ドゥモワゼル 牝5鹿 55

52 ▲菅原 明良小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 462－ 81：12．2
 24．6�
44 タガノジェロディ 牡3栗 55 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 八木牧場 466－ 61：12．3クビ 20．7�
69 ファインダッシュ 牡7黒鹿57 田中 勝春井山 登氏 的場 均 新冠 岩見牧場 B512－ 21：12．51 10．3
813 スターリバー 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 山田牧場 462－ 41：12．6
 186．6�
56 マ ッ タ ナ シ �5栗 57 西田雄一郎芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 472－181：12．7
 34．5�
57 ゴーフォンテン �5青鹿57 嶋田 純次吉橋 興生氏 石毛 善彦 えりも 寺井 文秀 528＋321：14．5大差 314．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，143，700円 複勝： 27，700，200円 枠連： 9，196，900円
馬連： 38，561，100円 馬単： 23，442，400円 ワイド： 28，114，900円
3連複： 54，707，800円 3連単： 86，191，200円 計： 297，058，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 120円 � 180円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 240円 �� 420円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 5，490円

票 数

単勝票数 計 291437 的中 � 60239（2番人気）
複勝票数 計 277002 的中 � 54112（2番人気）� 74589（1番人気）� 30691（4番人気）
枠連票数 計 91969 的中 （4－8） 16021（1番人気）
馬連票数 計 385611 的中 �� 60221（1番人気）
馬単票数 計 234424 的中 �� 13663（4番人気）
ワイド票数 計 281149 的中 �� 32839（1番人気）�� 15979（5番人気）�� 17740（4番人気）
3連複票数 計 547078 的中 ��� 38622（2番人気）
3連単票数 計 861912 的中 ��� 11362（9番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．7―12．2―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．4―46．6―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エースロッカー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．1．27 京都7着

2015．3．27生 �4栗 母 ヒシシャトル 母母 ヒシレイホウ 13戦2勝 賞金 23，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴーフォンテン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月20日まで平地競

走に出走できない。



2904510月20日 晴 稍重 （1新潟3） 第4日 第9競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・左・外）（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

79 キングテセウス 牡3栗 55 丸山 元気保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 502＋101：48．2 3．5�
11 リーガルメイン 牡3鹿 55

54 ☆西村 淳也前田 晋二氏 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 448－ 41：48．41 4．0�

66 アースドラゴン 牡3鹿 55
52 ▲藤田菜七子松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 476± 01：48．61� 12．0�

33 ヒドゥンパラメータ 牡5鹿 57 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 462－10 〃 クビ 7．5�
78 シトラスクーラー �6鹿 57

54 ▲菅原 明良�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 ハナ 10．7�
44 アメリカンウェイク 牝3鹿 53 中谷 雄太 	キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 512＋ 81：48．7� 7．9

67 メイケイハリアー 牡3芦 55 吉田 隼人名古屋競馬� 木原 一良 登別 青藍牧場 468－ 6 〃 アタマ 6．4�
811 レッドルーヴル 牝3黒鹿53 荻野 極 �東京ホースレーシング 笹田 和秀 浦河 大道牧場 462＋ 21：49．01	 17．0�
55 ジュンテオドーラ 牝5鹿 55

52 ▲大塚 海渡河合 純二氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 474＋ 8 〃 クビ 94．0
810 ウインクリムゾン 牡5鹿 57 原田 和真�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 462＋ 21：49．53 62．9�
22 チェリッシュユー 牝3黒鹿 53

50 ▲団野 大成ゴドルフィン 古賀 慎明 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474－ 81：50．03 22．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，688，800円 複勝： 33，721，800円 枠連： 9，151，400円
馬連： 43，456，800円 馬単： 20，103，600円 ワイド： 30，889，800円
3連複： 58，410，700円 3連単： 78，214，800円 計： 298，637，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 170円 � 300円 枠 連（1－7） 680円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 370円 �� 880円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，640円 3 連 単 ��� 15，300円

票 数

単勝票数 計 246888 的中 � 55900（1番人気）
複勝票数 計 337218 的中 � 64356（1番人気）� 54347（3番人気）� 23394（7番人気）
枠連票数 計 91514 的中 （1－7） 10359（2番人気）
馬連票数 計 434568 的中 �� 37217（1番人気）
馬単票数 計 201036 的中 �� 8739（1番人気）
ワイド票数 計 308898 的中 �� 23727（1番人気）�� 8628（14番人気）�� 6670（19番人気）
3連複票数 計 584107 的中 ��� 12023（10番人気）
3連単票数 計 782148 的中 ��� 3704（31番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．4―12．5―12．6―12．0―11．3―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．5―49．0―1：01．6―1：13．6―1：24．9―1：36．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キングテセウス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．11．4 東京3着

2016．3．18生 牡3栗 母 グローリアスデイズ 母母 グレースアドマイヤ 7戦2勝 賞金 20，600，000円

2904610月20日 晴 稍重 （1新潟3） 第4日 第10競走 ��
��1，400�

と お か ま ち

十 日 町 特 別
発走14時40分 （芝・左）
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
1：19．0
1：19．0

良
良

23 ハーフバック 牝3黒鹿53 高倉 稜本間 充氏 杉山 晴紀 日高 本間牧場 472＋121：22．6 15．5�
35 ブルスクーロ 牡3鹿 55 中谷 雄太 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B512± 01：22．7� 5．8�
611 ノーブルアース 牝4黒鹿55 吉田 隼人吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 480＋ 81：22．8	 5．5�
12 アスタービーナス 牝4鹿 55 
島 良太加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 408－ 6 〃 ハナ 47．6�
818 ミッキースピリット 牡3鹿 55 丸山 元気野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：22．9	 2．1�
11 カフジジュピター 牡3鹿 55 黛 弘人加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋ 4 〃 アタマ 45．0	
715 ロードイヒラニ 牡4青鹿57 川須 栄彦 
ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 470－ 61：23．0クビ 20．8�
817 マ ロ リ ン 牝3鹿 53 斎藤 新吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム 468± 01：23．1� 74．2�
612 ストラトスフィア 牝3鹿 53 柴山 雄一
フクキタル 
島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 464＋ 81：23．31� 20．5
36 サンライズマジック 牡5鹿 57 西村 淳也松岡 隆雄氏 石坂 正 日高 下河辺牧場 486＋ 41：23．51 27．4�
24 ミヤコローズ 牝3鹿 53 藤田菜七子吉田喜代司氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 428＋ 6 〃 アタマ 15．0�
59 ウインレフィナード 牡3黒鹿55 横山 武史
ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 448＋ 41：23．6クビ 44．6�
48  スズレジーム 牝5鹿 55 勝浦 正樹森 達郎氏 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 456＋ 4 〃 ハナ 239．0�
510 ウインスピリタス 牡3鹿 55 菱田 裕二
ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 482＋101：23．81� 15．5�
47 カネコメアサヒ 牡3栗 55 丸田 恭介髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 438＋16 〃 ハナ 189．2�
816 ナラトゥリス 牝4黒鹿55 横山 和生 �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 458－ 4 〃 クビ 142．7�
713 オーロスターキス 牝4栗 55 杉原 誠人加藤 徹氏 小島 茂之 新ひだか 本桐牧場 490＋161：24．22� 147．2�
714� マイネルエイブ 牡3鹿 55 菅原 明良 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 米 Robert B.
Trussell Jr. 490－ 41：24．3クビ 307．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 35，019，700円 複勝： 42，165，500円 枠連： 22，024，000円
馬連： 74，021，200円 馬単： 33，817，500円 ワイド： 55，031，400円
3連複： 114，176，400円 3連単： 134，064，900円 計： 510，320，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 340円 � 200円 � 190円 枠 連（2－3） 1，690円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 10，320円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 1，150円 �� 580円

3 連 複 ��� 7，330円 3 連 単 ��� 50，120円

票 数

単勝票数 計 350197 的中 � 17997（6番人気）
複勝票数 計 421655 的中 � 27051（4番人気）� 59656（3番人気）� 64641（2番人気）
枠連票数 計 220240 的中 （2－3） 10063（7番人気）
馬連票数 計 740212 的中 �� 15274（10番人気）
馬単票数 計 338175 的中 �� 2457（35番人気）
ワイド票数 計 550314 的中 �� 12705（10番人気）�� 12047（11番人気）�� 25352（3番人気）
3連複票数 計1141764 的中 ��� 11676（17番人気）
3連単票数 計1340649 的中 ��� 1939（150番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―11．9―11．9―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．4―35．2―47．1―59．0―1：10．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F35．5
3 ・（5，12，18）16（2，6，15）（14，17）（1，8）（10，13）4（9，11）3，7 4 ・（5，12，18）16（2，6，15）（1，14，17）（8，13）（10，11）（4，9）3，7

勝馬の
紹 介

ハーフバック �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．7．29 新潟9着

2016．3．12生 牝3黒鹿 母 キトゥンブルー 母母 キトゥントリックス 7戦2勝 賞金 18，740，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ブルベアオーロ号



2904710月20日 晴 重 （1新潟3） 第4日 第11競走 ��
��1，200�

ほくりく

北陸ステークス
発走15時20分 （ダート・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．7

重
重

11 テーオージーニアス 牡4鹿 57 川須 栄彦小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 502－ 41：09．2 3．8�
815� リュウノユキナ 牡4芦 57 菅原 隆一蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 500＋ 61：09．51	 7．7�
47 ルッジェーロ 
4黒鹿57 柴田 善臣村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 510± 01：09．82 14．9�
22 � ワンダーアマービレ 牝5鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 466＋ 4 〃 アタマ 11．0�
713 シアーライン 牡6鹿 57 丸山 元気吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 520－ 61：10．54 6．1�
712 スビールアスール 牝5黒鹿55 横山 武史�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 486＋ 21：10．81� 12．3	
46 ベルエスメラルダ 牝5黒鹿55 藤田菜七子内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 B438＋ 6 〃 クビ 36．6

58 メイショウコゴミ 牝4鹿 55 横山 和生松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 460＋ 41：10．9クビ 11．0�
814 プレシャスルージュ 
7黒鹿57 中谷 雄太 �シルクレーシング 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B472＋ 4 〃 ハナ 77．3
23 � リ モ ン デ ィ 牡5鹿 57 柴山 雄一吉田 和美氏 黒岩 陽一 豪 Ramsey Pas-

toral Co Pty Ltd 554－ 2 〃 クビ 41．3�
35 アヴァンティスト 牡3栗 55 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 新ひだか 谷岡牧場 470＋ 21：11．0クビ 10．6�
59 メイショウサチシオ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹松本 好雄氏 石橋 守 浦河 磯野牧場 512＋10 〃 クビ 6．2�
34 マンカストラップ 牡5青鹿57 菅原 明良�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 488－ 8 〃 アタマ 104．0�
610 コカボムクイーン 牝4黒鹿55 中井 裕二三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 500＋ 81：11．42� 31．5�
611 ブ ロ ワ 牝6黒鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 474－ 4 〃 アタマ 103．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，027，500円 複勝： 65，354，700円 枠連： 38，150，600円
馬連： 157，890，800円 馬単： 59，537，900円 ワイド： 93，108，600円
3連複： 247，449，000円 3連単： 282，716，600円 計： 992，235，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 280円 � 330円 枠 連（1－8） 1，350円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 590円 �� 910円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 20，870円

票 数

単勝票数 計 480275 的中 � 100293（1番人気）
複勝票数 計 653547 的中 � 121967（1番人気）� 54906（5番人気）� 45241（7番人気）
枠連票数 計 381506 的中 （1－8） 21754（4番人気）
馬連票数 計1578908 的中 �� 92043（2番人気）
馬単票数 計 595379 的中 �� 19507（3番人気）
ワイド票数 計 931086 的中 �� 42432（3番人気）�� 26096（8番人気）�� 12696（29番人気）
3連複票数 計2474490 的中 ��� 33673（18番人気）
3連単票数 計2827166 的中 ��� 9819（38番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．1―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．8―45．6―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオージーニアス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2017．11．19 京都12着

2015．4．10生 牡4鹿 母 リーグルメアリー 母母 Really Rising 17戦4勝 賞金 65，802，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ゲキリン号・タガノアム号・タガノヴィッター号・ノーフィアー号・ヘルディン号・ヤマニンレジスタ号

2904810月20日 晴 稍重 （1新潟3） 第4日 第12競走 ��
��1，000�

ひ よ く

飛 翼 特 別
発走16時00分 （芝・直線）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．10．20以降1．10．15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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

715� ブリッジオーヴァー 牝5黒鹿52 斎藤 新下河辺俊行氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 470＋ 6 55．4 8．6�
818 リンシャンカイホウ 牡4鹿 55 柴山 雄一�三嶋牧場 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム B444＋ 8 〃 アタマ 5．5�
713� ヒロイックアゲン 牝5黒鹿54 柴田 善臣浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 474－14 55．5� 3．4�
816 マリノディアナ 牝4青鹿51 丸田 恭介和田 志保氏 水野 貴広 日高 クラウン日高牧場 446＋ 8 55．6	 9．8�
59 
 ライバーバード 牡5芦 54 荻野 極馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Marablue

Farm, LLC B506－12 〃 クビ 33．4�
11 リノワールド 牝4栗 52 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 422＋ 6 55．81 109．4	
612 フジマサアクトレス 牝6鹿 52 西田雄一郎藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B482－ 2 55．9� 8．1

35 サヤカチャン 牝4鹿 53 高倉 稜瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 464－ 8 〃 クビ 24．2�
12 キョウワヒラリー 牝5鹿 53 中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B508＋ 4 56．0	 73．9
24 � ルマーカーブル 牡3鹿 52 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 512－14 56．1	 54．6�
23 ダノンチャンス �5鹿 54 横山 武史�ダノックス 田中 博康 日高 下河辺牧場 B502± 0 56．2クビ 22．8�
611 ケ ワ ロ ス 牝4鹿 52 �島 良太山住 勲氏 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 434－12 〃 クビ 41．8�
36 アイルチャーム 牝3栗 51 団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 446－ 8 56．3� 39．9�
48 スノードーナツ 牝5黒鹿52 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 486± 0 56．51 135．2�
817 セレナライティア 牝4栗 51 菅原 明良島川 利子氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 6 56．81	 30．4�
510� ノヴァルーナ 牝5鹿 53 西村 淳也林 正道氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476－ 4 56．9	 51．4�
714 ファストアズエバー 牝3芦 51 中谷 雄太 �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 460＋ 2 57．32� 11．3�
47 ガーシュウィン 牡5鹿 54 藤田菜七子田島榮二郎氏 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 492＋ 2 57．4� 11．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 55，194，500円 複勝： 68，979，700円 枠連： 39，481，600円
馬連： 127，607，400円 馬単： 49，781，000円 ワイド： 87，906，900円
3連複： 222，650，500円 3連単： 251，585，400円 計： 903，187，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 290円 � 190円 � 150円 枠 連（7－8） 360円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 730円 �� 370円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 20，610円

票 数

単勝票数 計 551945 的中 � 51329（4番人気）
複勝票数 計 689797 的中 � 50904（5番人気）� 97346（2番人気）� 136548（1番人気）
枠連票数 計 394816 的中 （7－8） 83517（1番人気）
馬連票数 計1276074 的中 �� 38183（8番人気）
馬単票数 計 497810 的中 �� 7115（17番人気）
ワイド票数 計 879069 的中 �� 18823（10番人気）�� 30002（5番人気）�� 65770（1番人気）
3連複票数 計2226505 的中 ��� 51675（3番人気）
3連単票数 計2515854 的中 ��� 8847（26番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．5―10．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．0―32．5―43．3

上り4F43．5－3F33．4
勝馬の
紹 介

�ブリッジオーヴァー �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ドクターデヴィアス

2014．2．23生 牝5黒鹿 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン 7戦2勝 賞金 24，735，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 キョウワヒラリー号の騎手中井裕二は，競走中盤で外側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：3番・14番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ジュリーハーツ号・メープル号
（非抽選馬） 7頭 アンインジュリー号・オトナノジジョウ号・サウンドドゥイット号・ディアサルファー号・ファド号・

ホウオウスクラム号・ラブローレル号

３レース目



（1新潟3）第4日 10月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 161頭 本 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

201，800，000円
19，130，000円
1，760，000円
22，290，000円
65，969，000円
5，000，800円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
352，823，200円
432，538，600円
176，534，600円
678，746，700円
316，233，500円
488，721，900円
1，051，785，800円
1，298，152，700円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，795，537，000円

総入場人員 15，590名 （有料入場人員 13，442名）
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