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2904910月26日 晴 重 （1新潟3） 第5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

11 � アサクサゲンキ �4鹿 60 熊沢 重文田原 慶子氏 音無 秀孝 米
Alexander －
Groves －
Matz, LLC.

468－ 23：07．2 7．3�
57 � ルグランフリソン 牡6鹿 60 白浜 雄造前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 486± 03：07．3� 2．1�
22 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 510＋103：08．04 11．6�
33 フラットレー �4青鹿60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494＋ 43：08．1� 4．4�
34 スリーミュージアム 牡6鹿 60 大江原 圭永井商事� 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 442＋ 63：08．31 5．6	
814	 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 486－ 23：09．25 24．2

46 	 メイショウワンモア 牝5鹿 58 森 一馬松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 470＋ 43：09．62
 19．4�
69 ピンキージョーンズ 牝5栗 58 草野 太郎 �ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 460± 03：10．87 75．7�
45 	 サトノジェームス 牡5鹿 60 金子 光希 �サトミホースカンパニー 的場 均 日高 下河辺牧場 464－ 63：12．07 140．5
712	 マッシブアプローズ 牡3鹿 58 石神 深一小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 協和牧場 514＋143：12．63
 120．8�
711 ミ チ ビ キ 牝3黒鹿56 大庭 和弥 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 ビッグレッドファーム 482＋103：12．92 216．1�
610 バトルアグレッシブ 牡3黒鹿 58

56 ▲三津谷隼人宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 488－ 43：14．38 88．8�
58 サクラザチェンジ 牡3栗 58 上野 翔岡田 繁幸氏 武藤 善則 新ひだか 増本牧場 B490＋ 6 〃 クビ 40．0�
813 マ リ ー 牝3青鹿56 伴 啓太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 新ひだか 藤原牧場 472＋ 43：20．2大差 307．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 13，157，600円 複勝： 20，581，800円 枠連： 7，514，900円
馬連： 23，283，100円 馬単： 14，261，200円 ワイド： 19，534，500円
3連複： 42，967，300円 3連単： 55，628，500円 計： 196，928，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 110円 � 240円 枠 連（1－5） 830円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 370円 �� 1，010円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，090円 3 連 単 ��� 12，230円

票 数

単勝票数 計 131576 的中 � 14276（4番人気）
複勝票数 計 205818 的中 � 18588（4番人気）� 70974（1番人気）� 16195（5番人気）
枠連票数 計 75149 的中 （1－5） 6974（3番人気）
馬連票数 計 232831 的中 �� 21911（3番人気）
馬単票数 計 142612 的中 �� 6179（6番人気）
ワイド票数 計 195345 的中 �� 14557（3番人気）�� 4590（11番人気）�� 10020（5番人気）
3連複票数 計 429673 的中 ��� 15413（6番人気）
3連単票数 計 556285 的中 ��� 3297（37番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 50．4－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アサクサゲンキ �
�
父 Stormy Atlantic �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2017．7．8 中京4着

2015．4．17生 �4鹿 母 Amelia 母母 Aquilegia 障害：2戦1勝 賞金 9，800，000円
※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 トーコーブリザード号・リネンエイコウ号

2905010月26日 曇 不良 （1新潟3） 第5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
1：53．0
1：50．9

重
不良

66 アスターマリンバ 牡2黒鹿55 �島 克駿加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 520－ 61：54．2 4．0�
79 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 466＋ 21：54．52 1．7�

44 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 458＋ 21：54．71� 50．1�

55 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 B504＋101：55．02 17．1�
78 ドラゴンウォリアー 牡2鹿 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 小倉 光博 490－ 21：55．1� 14．6�
810 カモンベイビー 牡2栗 55 中谷 雄太鈴木美江子氏 松下 武士 新冠 村田牧場 462± 01：55．52� 12．9	
33 エリモグリッター 牡2鹿 55 勝浦 正樹山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 10．6

11 アンストッパブル 牡2鹿 55 吉田 隼人吉澤 克己氏 角田 晃一 浦河 辻 牧場 B470－ 4 〃 ハナ 103．1�
22 マイネルシエル 牡2青 55 石川裕紀人 �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 496－ 21：56．03 43．2�
67 グラッツィエディオ 牝2栗 54

51 ▲菅原 明良安原 浩司氏 戸田 博文 新ひだか 岡田牧場 B468－ 4 〃 クビ 136．5
811 クールモンテ 牡2青鹿55 大庭 和弥村島 昭男氏 高橋 文雅 新ひだか 原口牧場 488－ 8 （競走中止） 264．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，728，000円 複勝： 62，089，500円 枠連： 5，770，200円
馬連： 27，534，200円 馬単： 18，618，000円 ワイド： 24，566，300円
3連複： 38，997，800円 3連単： 68，252，900円 計： 266，556，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 110円 � 460円 枠 連（6－7） 250円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 150円 �� 1，350円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 10，360円

票 数

単勝票数 計 207280 的中 � 42918（2番人気）
複勝票数 計 620895 的中 � 47994（2番人気）� 463723（1番人気）� 7092（7番人気）
枠連票数 計 57702 的中 （6－7） 17246（1番人気）
馬連票数 計 275342 的中 �� 75293（1番人気）
馬単票数 計 186180 的中 �� 17410（2番人気）
ワイド票数 計 245663 的中 �� 57192（1番人気）�� 3584（15番人気）�� 7471（9番人気）
3連複票数 計 389978 的中 ��� 13738（7番人気）
3連単票数 計 682529 的中 ��� 4774（31番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．8―50．4―1：03．4―1：15．7―1：28．6―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスターマリンバ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．10．12 京都2着

2017．2．23生 牡2黒鹿 母 アスターヒューモア 母母 Saratoga Humor 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔競走中止〕 クールモンテ号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

第３回 新潟競馬 第５日



2905110月26日 曇 不良 （1新潟3） 第5日 第3競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
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
1：09．1
1：08．7

重
重

47 エアコンヴィーナ 牝4黒鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �ラッキーフィールド大竹 正博 様似 猿倉牧場 452± 01：10．5 3．1�

610 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± 01：10．82 16．3�

611 ボナヴィーゴ 牡4黒鹿 57
55 △斎藤 新吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 494＋101：11．12 3．4�

814 ジューンステータス 牡3青鹿 55
54 ☆西村 淳也吉川 潤氏 今野 貞一 浦河 吉田 又治 488－ 8 〃 ハナ 21．8�

34 ロードシュタルク 牡3栗 55 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 442－ 3 〃 ハナ 125．2�
815 カシノブレンド �3芦 55 西田雄一郎柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 444－ 41：11．2� 6．8	
22 コトブキハウンド 牡4鹿 57 伊藤 工真尾上 松壽氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 494＋161：11．41 40．4

713 ホ マ レ 牝4鹿 55

52 ▲菅原 明良 �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 増本 良孝 458± 01：11．61� 8．7�

35 サンマルベスト 牡3栗 55 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 466± 01：11．7	 34．0�

46 ナ デ ィ ア 牝4鹿 55 
島 克駿�ノースヒルズ 笹田 和秀 新冠 株式会社
ノースヒルズ 420－ 41：12．12 37．3

58 � メイショウハチク 牡5鹿 57
54 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 B472＋ 4 〃 ハナ 6．2�

11 � ノーブルレゼル 牡4鹿 57 加藤 祥太 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 浦河 桑田フアーム 456－ 21：12．2	 222．6�
59 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 460－ 21：12．3� 283．5�
712 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 420－ 41：12．51� 69．9�
23 � ア イ ア ス �3栗 55 丹内 祐次畑 末廣郎氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 506－ 41：12．71 134．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，767，200円 複勝： 34，413，300円 枠連： 10，110，500円
馬連： 37，547，300円 馬単： 21，526，200円 ワイド： 31，748，900円
3連複： 55，800，300円 3連単： 70，342，100円 計： 287，255，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 250円 � 150円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 2，340円 馬 単 �� 3，530円

ワ イ ド �� 850円 �� 320円 �� 940円

3 連 複 ��� 2，630円 3 連 単 ��� 13，950円

票 数

単勝票数 計 257672 的中 � 65683（1番人気）
複勝票数 計 344133 的中 � 75737（1番人気）� 27781（6番人気）� 60701（2番人気）
枠連票数 計 101105 的中 （4－6） 15629（1番人気）
馬連票数 計 375473 的中 �� 12429（9番人気）
馬単票数 計 215262 的中 �� 4566（14番人気）
ワイド票数 計 317489 的中 �� 9078（10番人気）�� 28280（2番人気）�� 8104（11番人気）
3連複票数 計 558003 的中 ��� 15904（5番人気）
3連単票数 計 703421 的中 ��� 3654（25番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．4―11．7―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．7―46．4―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エアコンヴィーナ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Afleet Alex デビュー 2018．4．22 東京5着

2015．3．26生 牝4黒鹿 母 エアレモネード 母母 Chez La Femme 8戦2勝 賞金 19，000，000円

2905210月26日 雨 重 （1新潟3） 第5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

33 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± 03：05．6 4．5�
68 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 406＋ 63：05．7� 9．4�
812 タイセイアプローズ 牡7鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 480＋ 23：05．8� 6．3�
11 クリノサンスーシ 牝6鹿 58 北沢 伸也栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 木村牧場 462＋ 23：05．9� 4．1�
67 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± 03：06．32 10．9�
811 デュアルメジャー �7青鹿60 草野 太郎 	サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 500＋ 83：06．62 20．7

55 バイオンディップス 牡7黒鹿60 石神 深一丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 528＋ 43：06．81	 28．0�
710 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± 03：07．11� 8．1�
56 
 ホリデーモード �4黒鹿60 五十嵐雄祐下河辺隆行氏 矢野 英一 米 Shimok-

obe Farm 486＋ 43：07．95 15．9
79 カ ム イ 牡6鹿 60 小野寺祐太川島 吉男氏 大和田 成 新ひだか 木田牧場 482＋ 63：08．85 100．0�
22 メイショウゴウリキ 牡4黒鹿60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 494＋283：09．43� 65．8�
44 テンザワールド 牡5栗 60 西谷 誠天白 泰司氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 434＋ 43：11．1大差 7．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，676，300円 複勝： 24，002，300円 枠連： 8，596，500円
馬連： 26，241，700円 馬単： 14，329，000円 ワイド： 20，478，400円
3連複： 44，672，500円 3連単： 52，172，500円 計： 207，169，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 260円 � 180円 枠 連（3－6） 1，040円

馬 連 �� 1，650円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 560円 �� 510円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 15，550円

票 数

単勝票数 計 166763 的中 � 29524（2番人気）
複勝票数 計 240023 的中 � 45227（1番人気）� 20212（6番人気）� 35907（3番人気）
枠連票数 計 85965 的中 （3－6） 6378（3番人気）
馬連票数 計 262417 的中 �� 12290（5番人気）
馬単票数 計 143290 的中 �� 3667（9番人気）
ワイド票数 計 204784 的中 �� 9426（5番人気）�� 10628（3番人気）�� 5116（11番人気）
3連複票数 計 446725 的中 ��� 12517（5番人気）
3連単票数 計 521725 的中 ��� 2431（27番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 51．3－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オールマンリバー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．26 京都2着

2012．3．27生 牡7黒鹿 母 ペディクラリス 母母 マチカネベニザクラ 障害：5戦2勝 賞金 27，800，000円



2905310月26日 曇 重 （1新潟3） 第5日 第5競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走12時15分 （芝・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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

33 � プリンスチャーム 牡2鹿 55
54 ☆横山 武史ゴドルフィン 栗田 徹 英 Aston Mul-

lins Stud 442＋ 21：22．8 4．1�
22 クリノアマリリス 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成栗本 守氏 荒川 義之 日高 下河辺牧場 420± 01：23．11� 4．0�
813 ブ ル ー パ ー 牝2青鹿 54

52 △斎藤 新小林 祐一氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 454－ 61：23．95 15．3�
46 キョウエイリヴァル 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良田中 晴夫氏 武藤 善則 日高 春木ファーム 468－ 61：24．0クビ 37．8�
712 ヒナノコバン 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 448± 0 〃 ハナ 86．4�
69 アチェロイス 牝2栗 54

53 ☆菊沢 一樹岡田 牧雄氏 菊沢 隆徳 日高 広富牧場 426＋ 8 〃 クビ 13．1�
711 ユ ニ テ ィ コ 牝2鹿 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 浦河 バンブー牧場 450－ 81：24．53 4．1	
814 イ ン プ ル ソ 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子 
コスモヴューファーム 松山 将樹 新ひだか 三木田 明仁 464＋ 21：24．6クビ 7．7�
57 キ ー ナ ッ ツ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 小泉牧場 446＋ 21：24．92 94．3�
11 ヤマタケピースフル 牡2鹿 55 丸田 恭介山中 和子氏 萱野 浩二 新ひだか 畠山牧場 B456－ 21：25．1� 39．5
34 アオイスイセイ 牡2黒鹿55 秋山真一郎星加 浩一氏 坂口 智康 浦河 田中スタッド 462＋ 61：26．48 11．5�
610 ピュアハート 牝2鹿 54 横山 和生山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 494－ 41：26．93 116．5�
45 レ ー ル ガ ン 牡2栗 55

54 ☆西村 淳也榊原 浩一氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド B460＋161：31．3大差 131．0�
58 ロードカバチ 牡2青鹿55 荻野 極 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか 泊 寿幸 426－ 2 （競走中止） 107．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，458，500円 複勝： 32，120，000円 枠連： 9，459，500円
馬連： 38，335，400円 馬単： 19，692，500円 ワイド： 32，288，900円
3連複： 55，379，000円 3連単： 65，043，100円 計： 277，776，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 140円 � 310円 枠 連（2－3） 570円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，430円 �� 930円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 18，720円

票 数

単勝票数 計 254585 的中 � 51234（3番人気）
複勝票数 計 321200 的中 � 53218（3番人気）� 69352（1番人気）� 19864（7番人気）
枠連票数 計 94595 的中 （2－3） 12808（1番人気）
馬連票数 計 383354 的中 �� 39029（2番人気）
馬単票数 計 196925 的中 �� 8422（4番人気）
ワイド票数 計 322889 的中 �� 26285（2番人気）�� 5384（18番人気）�� 8521（13番人気）
3連複票数 計 553790 的中 ��� 9815（12番人気）
3連単票数 計 650431 的中 ��� 2519（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．0―34．1―45．8―57．9―1：09．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 3，6（2，11，14）－9，12，13（4，7）－1－8，10＝5 4 3（2，6）（11，14）－9（12，13）7，4－1－8－10＝5

勝馬の
紹 介

�プリンスチャーム �
�
父 Iffraaj �

�
母父 Camacho デビュー 2019．7．14 福島4着

2017．3．29生 牡2鹿 母 Princess Cammie 母母 Hawattef 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔競走中止〕 ロードカバチ号は，競走中に疾病〔左第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ブルーパー号の騎手斎藤新は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アオイスイセイ号・ピュアハート号・レールガン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和元年11月26日まで平地競走に出走できない。

2905410月26日 曇 不良 （1新潟3） 第5日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12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 チャチャチャ 牝3栗 53
50 ▲藤田菜七子ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 436± 01：51．2 1．9�

67 ダイアナブライト 牝3鹿 53
51 △斎藤 新 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 436－ 41：51．62� 6．9�

22 カ グ ラ ヒ メ 牝3青鹿53 横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 シンボリ牧場 458± 0 〃 クビ 6．9�

710 アラゴネーゼ 牝3芦 53 丸山 元気�G1レーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 478－121：51．81� 6．1�
79 コ ス タ ネ ラ 牝4栗 55 秋山真一郎 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 446－ 61：52．01� 24．0	
55 クラウンロマン 牝6芦 55 吉田 隼人矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 B466± 01：52．63� 44．6

811 メジャーマジック 牝4鹿 55

54 ☆西村 淳也 �社台レースホース橋口 慎介 千歳 社台ファーム 510＋ 61：52．7クビ 55．2�
56 メイショウケンプウ 牝6黒鹿 55

52 ▲団野 大成松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 日の出牧場 448－ 21：53．33� 56．8�
812 エバーパッション 牝6青鹿 55

54 ☆菊沢 一樹宇田 豊氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462＋24 〃 ハナ 91．4
33 イタリアンホワイト 牝5芦 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 相沢 郁 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B522＋ 21：53．72� 16．6�
68 ネオファルコン 牝3鹿 53

52 ☆横山 武史西田 俊二氏 鈴木 伸尋 浦河 田中スタッド 454－ 61：53．8クビ 14．6�
11 ヘイセイラスト 牝3鹿 53 加藤 祥太�谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 B524＋ 41：54．12 17．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，448，000円 複勝： 51，516，400円 枠連： 7，945，000円
馬連： 32，809，200円 馬単： 21，838，400円 ワイド： 28，905，800円
3連複： 51，908，600円 3連単： 75，827，400円 計： 295，198，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 170円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 310円 �� 230円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 3，950円

票 数

単勝票数 計 244480 的中 � 98347（1番人気）
複勝票数 計 515164 的中 � 298051（1番人気）� 32163（4番人気）� 41837（3番人気）
枠連票数 計 79450 的中 （4－6） 14043（1番人気）
馬連票数 計 328092 的中 �� 31923（3番人気）
馬単票数 計 218384 的中 �� 14470（3番人気）
ワイド票数 計 289058 的中 �� 24192（3番人気）�� 35399（1番人気）�� 7264（10番人気）
3連複票数 計 519086 的中 ��� 30670（3番人気）
3連単票数 計 758274 的中 ��� 13887（6番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．7―12．6―11．9―12．1―12．8―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．6―49．2―1：01．1―1：13．2―1：26．0―1：38．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．0
1
3
1（4，7，8）2，5，11，10，3－（9，12）－6
1（4，8，10）（2，5，7）－11，3（9，12）6

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

勝馬の
紹 介

チャチャチャ �
�
父 Daiwa Major �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2019．3．16 阪神2着

2016．3．2生 牝3栗 母 Rythmic 母母 Northern Melody 7戦2勝 賞金 23，500，000円



2905510月26日 曇 不良 （1新潟3） 第5日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・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
1：09．1
1：08．7

重
重

46 キョウエイオビエド 牡4芦 57
54 ▲大塚 海渡田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 478－ 61：10．7 25．1�

712 ブルーファンク 牝3栗 53
51 △斎藤 新市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 444－ 6 〃 クビ 4．9�
47 � クリノクノイチ 牝4黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 454－ 21：10．8� 54．1�
22 クイーンズテイスト 牝3黒鹿 53

52 ☆菊沢 一樹 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 472－ 81：10．9� 20．0�
34 ザベストエバー 牡5黒鹿 57

54 ▲菅原 明良古賀 慎一氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B460－ 21：11．0クビ 7．2	
815 コパノジョウオー 牝3栗 53

50 ▲藤田菜七子小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 480－10 〃 クビ 4．0

23 � モ ハ ー 牝5栗 55 荻野 極北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 488± 01：11．31� 5．8�
814 メイショウヤシャ 牡3栗 55

52 ▲団野 大成松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 464－ 61：11．4� 14．2
35 ブライトエンパイア 牡4鹿 57 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 438－ 6 〃 クビ 32．7�
11 � プリンセスヨウク 牝5鹿 55

52 ▲三津谷隼人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B450± 01：11．61� 19．2�
59 ファイアーボーラー 牡3黒鹿 55

54 ☆西村 淳也 �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 460＋ 21：11．92 5．2�
713 トモジャスティス 牡4黒鹿 57

56 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 千葉 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 512－101：12．0クビ 31．5�

611� ラブヘネシー 牝4栗 55
52 ▲小林 凌大増田 陽一氏 星野 忍 新冠 武田 修一 444± 01：12．21� 274．4�

610� ゴールデンビコー 牝4鹿 55 石川裕紀人村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 446＋ 21：12．3� 307．7�
58 � ゴルディアス 牡3栗 55

52 ▲山田 敬士�下屋敷牧場 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 444＋ 21：13．25 368．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，547，700円 複勝： 38，279，200円 枠連： 11，076，000円
馬連： 42，894，000円 馬単： 19，180，100円 ワイド： 37，673，500円
3連複： 64，995，800円 3連単： 71，458，000円 計： 314，104，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 460円 � 200円 � 990円 枠 連（4－7） 2，830円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 12，610円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 8，020円 �� 3，990円

3 連 複 ��� 56，880円 3 連 単 ��� 334，230円

票 数

単勝票数 計 285477 的中 � 9081（9番人気）
複勝票数 計 382792 的中 � 20062（6番人気）� 64317（2番人気）� 8436（12番人気）
枠連票数 計 110760 的中 （4－7） 3023（13番人気）
馬連票数 計 428940 的中 �� 6800（20番人気）
馬単票数 計 191801 的中 �� 1140（52番人気）
ワイド票数 計 376735 的中 �� 6091（18番人気）�� 1193（62番人気）�� 2422（44番人気）
3連複票数 計 649958 的中 ��� 857（159番人気）
3連単票数 計 714580 的中 ��� 155（895番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．4―12．2―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．2―46．4―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイオビエド �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．12．28 中山5着

2015．4．28生 牡4芦 母 スマートウェーブ 母母 フロムファースト 12戦2勝 賞金 15，850，000円

2905610月26日 曇 重 （1新潟3） 第5日 第8競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・直線）（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
53．7
53．7

良
良

817 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 460－ 2 56．5 3．0�
48 グラスレガシー 牝4黒鹿 55

53 △斎藤 新半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B516± 0 56．71� 30．1�
816� モアナブルー 牝5栗 55

52 ▲菅原 明良平川 浩之氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 464－12 56．91� 17．0�
36 � エムオールビー 牝3青鹿53 丹内 祐次大浅 貢氏 尾形 和幸 安平 	橋本牧場 402－ 2 57．0� 13．2�
11 ヤマニンベルベーヌ 牝5栗 55 横山 和生土井 肇氏 粕谷 昌央 新冠 錦岡牧場 474＋ 2 57．1
 43．5�
815 ジャスティンラヴ 牝5黒鹿55 川須 栄彦山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 418＋ 8 57．2
 30．6	
612 ノーブルワークス 牝3鹿 53

52 ☆西村 淳也 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 448－ 4 57．3クビ 5．3

47 バカラクイーン 牝3栗 53

50 ▲藤田菜七子�三嶋牧場 武井 亮 浦河 谷口牧場 472－ 6 〃 ハナ 7．5�
35 ロカマドール 牝3鹿 53 西田雄一郎中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか 三石橋本牧場 448＋12 〃 クビ 23．4�
510 エ ス ト 牝3鹿 53 丸山 元気大島 昌也氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468± 0 〃 ハナ 7．0
611 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 450＋ 2 57．51� 17．0�
23 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 484＋ 2 58．03 24．6�
714 ゴールドタンバリン 牝4栗 55

52 ▲大塚 海渡吉田 和美氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 430－ 2 58．1クビ 20．9�
12 スカイポート 牝3鹿 53 �島 克駿�和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 442－ 8 〃 クビ 285．6�
713� パ ド ク ロ ア 牝3黒鹿53 木幡 初也辻 高史氏 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 4 58．2� 148．2�
24 エイシンノホシ 牝3鹿 53 荻野 極�栄進堂 高橋 康之 浦河 栄進牧場 472－ 2 58．41� 49．4�

59 ラ ラ ケ リ ア 牝3栗 53
50 ▲団野 大成フジイ興産� 斉藤 崇史 むかわ 真壁 信一 404－20 59．03� 51．9�

（法942）
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売 得 金
単勝： 32，567，800円 複勝： 43，854，900円 枠連： 19，135，200円
馬連： 59，542，900円 馬単： 27，096，200円 ワイド： 49，200，200円
3連複： 109，688，700円 3連単： 118，858，800円 計： 459，944，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 570円 � 410円 枠 連（4－8） 910円

馬 連 �� 4，410円 馬 単 �� 6，690円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 750円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 16，210円 3 連 単 ��� 79，420円

票 数

単勝票数 計 325678 的中 � 85260（1番人気）
複勝票数 計 438549 的中 � 103290（1番人気）� 15836（9番人気）� 23689（7番人気）
枠連票数 計 191352 的中 （4－8） 16158（3番人気）
馬連票数 計 595429 的中 �� 10459（16番人気）
馬単票数 計 270962 的中 �� 3037（21番人気）
ワイド票数 計 492002 的中 �� 7754（17番人気）�� 17603（6番人気）�� 2806（51番人気）
3連複票数 計1096887 的中 ��� 5075（54番人気）
3連単票数 計1188588 的中 ��� 1085（244番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．8―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―33．5―44．5

上り4F44．3－3F33．8
勝馬の
紹 介

ペイシャドリーム �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2018．12．9 阪神6着

2016．4．25生 牝3鹿 母 ドリームプレイ 母母 シネマライフ 7戦2勝 賞金 18，470，000円



2905710月26日 曇 重 （1新潟3） 第5日 第9競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
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
1：47．6

稍重
重

33 レシプロケイト 牡3栗 55 柴山 雄一ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502± 01：51．5 6．9�

810 マックスアン 牡3栗 55
52 ▲藤田菜七子 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 460± 01：51．71� 2．8�

79 マ ン ナ ム 牡4鹿 57
56 ☆西村 淳也永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B486－ 21：52．02 8．2�

811 フラッグアドミラル 牡5黒鹿 57
54 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 472－ 21：52．1� 9．4�

78 トミケンエンデレア 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 500－ 21：52．31� 4．7�
66 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 474－ 2 〃 アタマ 19．9	
55 カセノウィナー 牡3栗 55 丸山 元気平川 進氏 土田 稔 新冠 村上 雅規 490－ 4 〃 ハナ 6．8

22 ハイエストクイーン 牝4黒鹿 55

54 ☆横山 武史山田 弘氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 490－ 21：52．4クビ 146．1�
67 シゲルクロダイヤ 牡3鹿 55

54 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 498＋101：52．61	 28．1�
11 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 538＋ 21：53．55 13．2
44 トゥプエデス 牡3黒鹿55 松田 大作佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 B442＋ 41：53．71� 133．3�
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売 得 金
単勝： 27，832，100円 複勝： 35，577，500円 枠連： 10，842，000円
馬連： 43，857，500円 馬単： 21，168，800円 ワイド： 33，447，800円
3連複： 57，595，200円 3連単： 79，642，300円 計： 309，963，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 140円 � 280円 枠 連（3－8） 870円

馬 連 �� 1，120円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，350円 �� 500円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 21，440円

票 数

単勝票数 計 278321 的中 � 32029（4番人気）
複勝票数 計 355775 的中 � 44695（4番人気）� 79737（1番人気）� 26077（6番人気）
枠連票数 計 108420 的中 （3－8） 9610（2番人気）
馬連票数 計 438575 的中 �� 30300（2番人気）
馬単票数 計 211688 的中 �� 6013（8番人気）
ワイド票数 計 334478 的中 �� 22114（2番人気）�� 5827（20番人気）�� 17584（4番人気）
3連複票数 計 575952 的中 ��� 10321（14番人気）
3連単票数 計 796423 的中 ��� 2692（75番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．0―12．7―12．6―12．4―12．6―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―35．6―48．3―1：00．9―1：13．3―1：25．9―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レシプロケイト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2019．4．7 福島5着

2016．3．5生 牡3栗 母 アフェクショネット 母母 Loving Kindness 8戦2勝 賞金 19，000，000円

2905810月26日 曇 稍重 （1新潟3） 第5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，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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：20．6

良
良

78 ピッツィカート �6鹿 57 西村 淳也 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：29．0 3．6�
33 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± 02：29．21� 3．5�
89 モ イ 牝3黒鹿52 団野 大成 Him Rock Racing

ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 378＋ 22：29．41� 10．1�
66 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 B468－ 4 〃 ハナ 7．0�
810 クルミネイト 牝3鹿 52 石川裕紀人 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B442－ 42：29．5クビ 7．1	
22 	 アンドレアス �4青鹿57 横山 武史寺田千代乃氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 442－ 92：29．6� 55．4

55 	 ピエナアラシ 牡5鹿 57 秋山真一郎本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 494＋122：29．7
 17．0�
11 コマノジャスパ 牡4黒鹿57 加藤 祥太長谷川芳信氏 藤沢 則雄 むかわ 新井牧場 448＋ 82：30．12� 6．3�
77 トーセンヴィガー 牡4鹿 57 横山 和生島川 哉氏 中川 公成 安平 ノーザンファーム 480＋ 42：31．05 24．7�
44 ギャラントグリフ �6黒鹿57 菅原 明良岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 日高 鹿戸 正幸 524＋ 6 〃 ハナ 24．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，585，400円 複勝： 36，801，000円 枠連： 12，180，000円
馬連： 49，942，200円 馬単： 26，208，900円 ワイド： 33，987，500円
3連複： 68，758，500円 3連単： 100，484，000円 計： 354，947，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 130円 � 210円 枠 連（3－7） 590円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 240円 �� 610円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 8，090円

票 数

単勝票数 計 265854 的中 � 58368（2番人気）
複勝票数 計 368010 的中 � 75970（2番人気）� 87262（1番人気）� 33726（6番人気）
枠連票数 計 121800 的中 （3－7） 15797（1番人気）
馬連票数 計 499422 的中 �� 58627（1番人気）
馬単票数 計 262089 的中 �� 14757（2番人気）
ワイド票数 計 339875 的中 �� 40940（1番人気）�� 13050（9番人気）�� 15020（7番人気）
3連複票数 計 687585 的中 ��� 27850（4番人気）
3連単票数 計1004840 的中 ��� 9000（14番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．3―12．5―12．8―12．7―12．4―12．3―12．2―12．4―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．8―25．1―37．4―49．9―1：02．7―1：15．4―1：27．8―1：40．1―1：52．3―2：04．7―2：16．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ピッツィカート �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．11．1 京都2着

2013．2．16生 �6鹿 母 ディクシージャズ 母母 ディクシースプラッシュ 29戦2勝 賞金 46，494，000円



2905910月26日 曇 稍重 （1新潟3） 第5日 第11競走 ��
��1，600�

かしわざき

柏 崎 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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

66 メイショウグロッケ 牝5鹿 55 蛯名 正義松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 458＋ 41：34．2 8．9�
33 メイショウイサナ 牡4栗 57 柴山 雄一松本 好雄氏 南井 克巳 安平 �橋本牧場 514－ 81：34．94 20．6�
11 エピックスター 	4鹿 57 藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 438－ 4 〃 クビ 7．6�
55 エクセランフィーユ 牝3鹿 53 丸山 元気 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 406－ 41：35．0
 1．8�
44 クリアザトラック 牡5鹿 57 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 452－ 41：35．42
 16．3

77 ア ビ ー ム 牝4青鹿55 横山 和生 	ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 466－ 21：35．82
 5．1�
22 ストロングレヴィル 牡5黒鹿57 石川裕紀人村木 篤氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－101：38．2大差 7．0�
88 ブルベアオーロ 牡3黒鹿55 �島 克駿 	ブルアンドベア 川村 禎彦 新ひだか 小野 秀治 456± 01：56．2大差 43．4
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売 得 金
単勝： 45，460，000円 複勝： 44，717，600円 枠連： 発売なし
馬連： 95，203，600円 馬単： 49，434，300円 ワイド： 50，458，000円
3連複： 105，213，600円 3連単： 237，324，500円 計： 627，811，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 350円 � 570円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，820円 馬 単 �� 11，470円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 940円 �� 1，760円

3 連 複 ��� 12，910円 3 連 単 ��� 80，890円

票 数

単勝票数 計 454600 的中 � 40788（5番人気）
複勝票数 計 447176 的中 � 33510（5番人気）� 18683（7番人気）� 50789（4番人気）
馬連票数 計 952036 的中 �� 12672（19番人気）
馬単票数 計 494343 的中 �� 3230（34番人気）
ワイド票数 計 504580 的中 �� 8635（18番人気）�� 14076（10番人気）�� 7261（22番人気）
3連複票数 計1052136 的中 ��� 6109（38番人気）
3連単票数 計2373245 的中 ��� 2127（209番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．2―11．8―11．7―11．5―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．5―34．7―46．5―58．2―1：09．7―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 4，7（2，3，6）（1，5）＝8 4 4，7，6（2，3，5）1＝8

勝馬の
紹 介

メイショウグロッケ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．3．25 阪神5着

2014．4．19生 牝5鹿 母 メイショウグラナダ 母母 ウィズストリングス 23戦4勝 賞金 62，240，000円
〔その他〕 ブルベアオーロ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕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。

2906010月26日 曇 稍重 （1新潟3） 第5日 第12競走 ��
��2，000�

ま つ は ま

松 浜 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）
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 273，000円 78，000円 39，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

77 トーセングラン 牡3鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 424＋ 22：00．2 4．1�

33 マイネルミュトス 牡3青 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 468± 02：00．41� 6．5�

55 	 クリノオスマン 
5栗 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 452－ 42：00．61 3．3�
66 エテレインミノル 牡5鹿 57 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 504＋ 42：00．7� 3．0�
88 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± 02：01．55 8．2	
11 ウインインペリアル 牡4栗 57 柴山 雄一�ウイン �島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 508＋ 42：01．82 31．6

22 	 ヒラボクプレミアム 牡4青 57 横山 武史�平田牧場 田中 剛 日高 下河辺牧場 448－ 32：03．9大差 26．2�
44 ディスモーメント 牡3黒鹿55 中谷 雄太大塚 亮一氏 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 512± 02：04．96 26．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，532，900円 複勝： 35，104，500円 枠連： 発売なし
馬連： 60，519，000円 馬単： 30，871，800円 ワイド： 36，385，500円
3連複： 68，322，900円 3連単： 141，748，800円 計： 406，485，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 170円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，270円

ワ イ ド �� 400円 �� 280円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 8，540円

票 数

単勝票数 計 335329 的中 � 65380（3番人気）
複勝票数 計 351045 的中 � 70860（2番人気）� 44978（4番人気）� 68391（3番人気）
馬連票数 計 605190 的中 �� 34978（6番人気）
馬単票数 計 308718 的中 �� 10180（10番人気）
ワイド票数 計 363855 的中 �� 22389（6番人気）�� 34592（3番人気）�� 24665（5番人気）
3連複票数 計 683229 的中 ��� 35895（5番人気）
3連単票数 計1417488 的中 ��� 12032（29番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―11．9―12．1―11．7―12．4―12．5―11．6―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―36．1―48．2―59．9―1：12．3―1：24．8―1：36．4―1：47．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセングラン 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Galileo デビュー 2018．6．23 東京3着

2016．4．2生 牡3鹿 母 スタイルアンドクラス 母母 Pipalong 10戦2勝 賞金 28，123，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（1新潟3）第5日 10月26日（土曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重後稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 147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
6，420，000円
13，620，000円
1，060，000円
22，050，000円
60，221，500円
5，335，200円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
320，761，500円
459，058，000円
102，629，800円
537，710，100円
284，225，400円
398，675，300円
764，300，200円
1，136，782，900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 4，004，143，200円

総入場人員 9，507名 （有料入場人員 8，153名）
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