
2901310月11日 晴 良 （2新潟4） 第2日 第1競走 1，400�2歳未勝利
発走9時55分 （芝・左）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：20．9
1：20．3

稍重
良

611 ス ト ラ イ プ 牝2黒鹿 54
53 ☆斎藤 新佐藤 壽男氏 尾形 和幸 新ひだか 荒木 貴宏 504＋ 41：21．9 4．9�

610 セ リ シ ア 牝2芦 54
53 ☆岩田 望来西田 彰宏氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 472＋ 21：22．64 2．3�

35 スマートルグラン 牝2鹿 54 田中 勝春大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 422－ 21：22．7� 7．0�
23 エレフセリア 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 426± 01：23．02 52．9�
47 カバーガール 牝2黒鹿54 西村 淳也石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 472± 0 〃 ハナ 9．8�
11 クラーロイメル 牝2青鹿 54

53 ☆団野 大成ケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 440－ 41：23．31� 11．9	
814 ハイレリーフ 牝2青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B434－ 21：23．4� 38．3

34 アッシュグレー 牝2芦 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 パカパカ

ファーム 438－ 21：23．5� 32．1�
59 サツキティアラ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ
アーム 460＋ 81：23．6� 13．7

712 トーセンイヴ 牝2栗 54
52 △亀田 温心島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 434＋121：24．02� 72．9�
815 ハイテレスヴェター 牝2青鹿54 柴田 善臣小林 弘明氏 本間 忍 日高 大江牧場 456－12 〃 クビ 54．0�
58 ワールドクルーズ 牝2鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 和田 雄二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋ 61：24．1� 23．8�
46 モーニングアップ 牝2黒鹿54 黛 弘人西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 61：24．52� 401．2�
713 ナ ム ラ モ ヨ 牝2青鹿 54

52 △菅原 明良奈村 睦弘氏 稲垣 幸雄 新ひだか 八田ファーム 468＋ 21：24．6� 80．6�
22 ラッキーフレイム 牝2鹿 54 丸田 恭介松谷 翔太氏 石栗 龍彦 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 440－ 61：24．81� 274．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，467，500円 複勝： 51，647，300円 枠連： 9，428，600円
馬連： 49，382，100円 馬単： 23，243，200円 ワイド： 52，520，300円
3連複： 87，928，000円 3連単： 82，023，300円 計： 389，640，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 120円 � 170円 枠 連（6－6） 960円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 380円 �� 690円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，900円 3 連 単 ��� 11，650円

票 数

単勝票数 計 334675 的中 � 56223（2番人気）
複勝票数 計 516473 的中 � 73590（2番人気）� 142674（1番人気）� 68207（3番人気）
枠連票数 計 94286 的中 （6－6） 7591（4番人気）
馬連票数 計 493821 的中 �� 41649（2番人気）
馬単票数 計 232432 的中 �� 8429（7番人気）
ワイド票数 計 525203 的中 �� 35421（2番人気）�� 17548（6番人気）�� 50861（1番人気）
3連複票数 計 879280 的中 ��� 34683（2番人気）
3連単票数 計 820233 的中 ��� 5101（21番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．4―33．1―45．0―57．6―1：09．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．9
3 14－1（7，13）（4，11，10）（5，8）（2，6）15，9，12－3 4 14，1（7，13）10（4，11）5，8（2，6）（9，15）12－3

勝馬の
紹 介

ス ト ラ イ プ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2020．8．15 新潟6着

2018．3．25生 牝2黒鹿 母 グレイスフラワー 母母 ジャッキーテースト 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔騎手変更〕 ストライプ号の騎手吉田隼人は，第1日第8競走での落馬負傷のため斎藤新に変更。
〔制裁〕 エレフセリア号の騎手丹内祐次は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：6番）
※モーニングアップ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2901410月11日 晴 良 （2新潟4） 第2日 第2競走 1，200�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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

814 ノアヴィグラス 牝2栗 54
52 ◇藤田菜七子佐山 公男氏 古賀 史生 浦河 酒井牧場 466＋ 81：12．5 3．1�

22 プリティインピンク 牝2黒鹿 54
51 ▲山田 敬士新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 422＋ 41：13．13� 17．5�

34 ジュンコーハク 牝2鹿 54
53 ☆岩田 望来八木 光博氏 川村 禎彦 新冠 アラキフアーム 458＋ 2 〃 ハナ 16．7�

610 ビービーダルク 牝2鹿 54
53 ☆団野 大成�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 454－ 81：13．52� 24．8�

611 サトノアポロン 牡2鹿 55
54 ☆斎藤 新 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 484＋141：13．6クビ 2．1	

11 セイウンノウヒメ 牝2青 54 原田 和真西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 �川 啓一 450－ 2 〃 アタマ 179．9

815 ベストインクラス 牡2鹿 55 宮崎 北斗グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 492＋ 81：13．91� 117．5�
46 キミョウキテレツ 牝2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 中地 義次 446＋ 41：14．0� 140．6�
713 アピールデザイン 牝2黒鹿 54

52 △菅原 明良西村新一郎氏 村山 明 新冠 大林ファーム 428－ 81：14．1� 21．7
23 メイショウホガラカ 牝2黒鹿54 菱田 裕二松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 松栄牧場 430＋ 41：14．31� 12．5�
58 サウンドウイッシュ 牡2黒鹿 55

53 △亀田 温心増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 494＋ 2 〃 クビ 87．4�
712 サンランシング 牝2青鹿54 田中 勝春 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社

ケイズ 466± 0 〃 ハナ 70．5�
47 リーヴルネッサンス 牡2栗 55 西村 淳也 �CHEVAL AT-

TACHE 今野 貞一 平取 川向高橋育
成牧場 446＋ 21：14．93� 78．7�

59 コスモザクロ 牡2芦 55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 和田 勇介 新ひだか 野坂牧場 426± 01：15．32� 121．7�
35 スマートジュリアン 牝2青鹿54 柴山 雄一大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 456－ 81：15．72 20．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，254，900円 複勝： 33，651，300円 枠連： 8，266，800円
馬連： 40，385，900円 馬単： 19，335，700円 ワイド： 36，271，900円
3連複： 64，662，400円 3連単： 76，161，400円 計： 306，990，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 260円 � 290円 枠 連（2－8） 710円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 640円 �� 550円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 18，760円

票 数

単勝票数 計 282549 的中 � 74292（2番人気）
複勝票数 計 336513 的中 � 78386（2番人気）� 29115（4番人気）� 25245（5番人気）
枠連票数 計 82668 的中 （2－8） 8959（3番人気）
馬連票数 計 403859 的中 �� 14297（8番人気）
馬単票数 計 193357 的中 �� 4851（8番人気）
ワイド票数 計 362719 的中 �� 14732（6番人気）�� 17717（3番人気）�� 4818（18番人気）
3連複票数 計 646624 的中 ��� 8771（15番人気）
3連単票数 計 761614 的中 ��� 2942（52番人気）

ハロンタイム 11．9―11．3―12．0―12．7―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．2―35．2―47．9―1：00．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．3―3F37．3
3 14，4（2，9，10）（7，11）（1，13）6，8（15，3）（5，12） 4 14，4（2，9，10）（1，7，11）（6，13，3）（5，12，8）15
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノアヴィグラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．7．18 福島3着

2018．4．8生 牝2栗 母 ダブルアクセル 母母 ホクトペンダント 4戦1勝 賞金 9，500，000円
〔騎手変更〕 リーヴルネッサンス号の騎手吉田隼人は，第1日第8競走での落馬負傷のため西村淳也に変更。
〔発走状況〕 セイウンノウヒメ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 メイショウホガラカ号の騎手菱田裕二は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ハンデンローズ号

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４回 新潟競馬 第２日



2901510月11日 晴 良 （2新潟4） 第2日 第3競走 1，800�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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

810 ダ ッ チ マ ン �3青鹿 55
54 ☆岩田 望来小田切 光氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 450± 01：51．7 4．6�

78 キングスバーンズ 牡3栗 55 横山 武史丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B522± 01：51．8� 3．9�
55 アベックフォルス 牡3鹿 55

52 ▲秋山 稔樹田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 484± 01：52．22� 4．2�
66 サイモンルモンド �3栗 55

54 ☆斎藤 新澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 436＋ 41：52．73 38．1�
811� ゼットセントラル �4黒鹿57 藤懸 貴志高橋 悦見氏 平田 修 新冠 小泉牧場 502＋12 〃 ハナ 43．3�
11 キャルブルー 牡3黒鹿55 川島 信二里見 治紀氏 村山 明 日高 宝寄山 拓樹 508＋ 81：53．01� 97．4�
33 マイネルアストリア 牡3鹿 55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 508＋101：53．1クビ 22．0

67 � プ ロ ー ス 牡4栗 57 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 508＋121：53．2� 49．7�
44 ヨクエロマンボ �7芦 57 柴田 善臣平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458＋ 21：53．51� 3．9�
22 ナオミラフィネ 牝3栗 53

52 ☆団野 大成塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋161：56．1大差 10．9
79 スティングレイ 牡4鹿 57 西村 淳也安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 530＋141：58．1大差 13．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，630，200円 複勝： 36，202，100円 枠連： 5，184，600円
馬連： 37，350，900円 馬単： 17，702，900円 ワイド： 32，418，800円
3連複： 53，596，100円 3連単： 67，359，500円 計： 275，445，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 150円 � 140円 枠 連（7－8） 550円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 380円 �� 360円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 7，510円

票 数

単勝票数 計 256302 的中 � 44487（4番人気）
複勝票数 計 362021 的中 � 54378（4番人気）� 60469（3番人気）� 70448（2番人気）
枠連票数 計 51846 的中 （7－8） 7227（2番人気）
馬連票数 計 373509 的中 �� 33149（3番人気）
馬単票数 計 177029 的中 �� 6709（7番人気）
ワイド票数 計 324188 的中 �� 21419（6番人気）�� 23432（4番人気）�� 23034（5番人気）
3連複票数 計 535961 的中 ��� 31227（3番人気）
3連単票数 計 673595 的中 ��� 6499（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．0―48．9―1：01．5―1：14．0―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4F50．2―3F37．7
1
3
・（3，8）（9，10）5－1，2－11－7－（4，6）・（3，8）10，5，1－6，7（9，11）－（2，4）

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

勝馬の
紹 介

ダ ッ チ マ ン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2019．7．28 小倉6着

2017．5．14生 �3青鹿 母 モットヒカリヲ 母母 メ ロ ン パ ン 21戦2勝 賞金 28，120，000円
〔騎手変更〕 ナオミラフィネ号の騎手吉田隼人は，第1日第8競走での落馬負傷のため団野大成に変更。
〔発走状況〕 スティングレイ号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スティングレイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月11日まで平地競

走に出走できない。

2901610月11日 晴 良 （2新潟4） 第2日 第4競走 2，850�障害3歳以上未勝利
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
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：01．4良

69 ポルトラーノ �4鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 498－ 43：05．3 2．0�
33 ショウボート 牡8栗 60 上野 翔馬場 幸夫氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 500± 03：06．04 8．4�
45 � ディレットーレ �6黒鹿60 森 一馬米井 勝氏 本田 優 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 23：06．1� 4．8�
813 ジャストアジゴロ 牡4黒鹿60 白浜 雄造原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 450± 03：06．2� 10．1�
11 クラウンディバイダ �7黒鹿60 大庭 和弥�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 466＋103：07．05 51．0	
711 プロトスター �5栗 60 伴 啓太 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 494＋203：07．32 40．4

68 ダノンレグナム 牡4鹿 60 西谷 誠�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 B500± 0 〃 ハナ 13．3�
710� メイショウハチク �6鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 456－103：07．93� 41．0�
812 スリーランディア 牝6鹿 58 北沢 伸也永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 43：09．6大差 6．7
22 レーヴドオルフェ 牡3栗 58 小野寺祐太平川 浩之氏 菊川 正達 新冠 村上 欽哉 498＋ 83：11．08 159．7�
44 スマートシャヒーン 牡6芦 60 熊沢 重文大川 徹氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500－ 83：15．4大差 37．6�
57 � クラウンデフィート 牡3青 58 大江原 圭矢野 雅子氏 柄崎 孝 日高 クラウン日高牧場 474＋ 83：15．5� 300．6�
56 � コ ン シ ー ド �4栗 60 蓑島 靖典河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 462－ 6 〃 アタマ 190．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，266，400円 複勝： 20，253，400円 枠連： 6，396，000円
馬連： 26，381，600円 馬単： 15，938，700円 ワイド： 21，230，700円
3連複： 49，177，100円 3連単： 65，289，400円 計： 222，933，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 130円 枠 連（3－6） 700円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 290円 �� 240円 �� 340円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 2，650円

票 数

単勝票数 計 182664 的中 � 72236（1番人気）
複勝票数 計 202534 的中 � 63448（1番人気）� 26504（3番人気）� 35457（2番人気）
枠連票数 計 63960 的中 （3－6） 7022（3番人気）
馬連票数 計 263816 的中 �� 28682（2番人気）
馬単票数 計 159387 的中 �� 12031（2番人気）
ワイド票数 計 212307 的中 �� 18018（2番人気）�� 24289（1番人気）�� 15098（3番人気）
3連複票数 計 491771 的中 ��� 45213（1番人気）
3連単票数 計 652894 的中 ��� 17832（2番人気）
上り 1マイル 1：44．5 4F 50．4－3F 37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポルトラーノ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．9．23 中山2着

2016．2．29生 �4鹿 母 ポルトフィーノ 母母 エアグルーヴ 障害：3戦1勝 賞金 11，100，000円
〔騎手変更〕 スマートシャヒーン号の騎手五十嵐雄祐は，第1日第1競走での落馬負傷のため熊沢重文に変更。



2901710月11日 晴 良 （2新潟4） 第2日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時15分 （ダート・左）

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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

23 リ ヴ ウ ェ ル 牡2黒鹿 55
54 ☆岩田 望来西森 功氏 深山 雅史 浦河 市正牧場 500 ―1：13．5 10．4�

46 ホープケツァール 牝2栗 54 田中 勝春 �愛馬レーシングクラブ 奥村 武 新ひだか 矢野牧場 472 ― 〃 クビ 14．8�
713 デ ク ラ ー ク 牡2鹿 55

52 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 プログレスファーム 454 ―1：13．92� 25．1�

814 インゴットバード 牡2鹿 55 勝浦 正樹小島 吉彦氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム 496 ―1：14．11� 5．2�
34 ストロングカレント 牡2鹿 55 西村 淳也 �CHEVAL AT-

TACHE 小崎 憲 新冠 村上牧場 472 ―1：14．2クビ 3．2�
47 ミルトブラック 牡2鹿 55 木幡 初也永山 勝敏氏 武市 康男 新ひだか 坂本 春雄 B500 ―1：15．37 23．0	
610 セ レ ー ジ ャ 牝2鹿 54

52 △菅原 明良平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 444 ―1：15．4クビ 9．6

58 リーガルゲイリー 牝2黒鹿54 西田雄一郎芳賀 滿男氏 青木 孝文 新ひだか フジワラフアーム 444 ―1：15．61� 147．7�
815 ア ウ リ イ 牝2鹿 54 横山 武史�磯波勇F 武井 亮 新ひだか カタオカフアーム 438 ―1：16．02� 10．2�
11 コーンフィールド 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子 社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 506 ―1：16．21� 6．0�
22 カシノローズ 牝2鹿 54 原田 和真柏木 務氏 天間 昭一 日高 戸川牧場 408 ―1：16．41� 47．1�
712 スマートリン 牡2鹿 55 宮崎 北斗鈴木 伸昭氏 清水 英克 新ひだか 高橋 修 494 ―1：17．03� 119．6�
59 プ レ ゼ ン ト 牝2鹿 54 菱田 裕二下河邉 博氏 青木 孝文 新ひだか 三石川上牧場 460 ―1：17．74 34．9�
611 マロンビクトリー 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士金森圭史朗氏 加藤 和宏 浦河 辻 牧場 442 ―1：18．01� 125．1�
35 グレイテストゲーム 牡2青鹿 55

52 ▲服部 寿希田頭 勇貴氏 中野 栄治 日高 モリナガファーム 458 ―1：18．32 154．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，060，000円 複勝： 29，689，700円 枠連： 8，668，700円
馬連： 35，450，000円 馬単： 20，424，000円 ワイド： 35，350，200円
3連複： 57，417，300円 3連単： 58，353，900円 計： 274，413，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 350円 � 450円 � 730円 枠 連（2－4） 4，170円

馬 連 �� 7，680円 馬 単 �� 14，100円

ワ イ ド �� 2，570円 �� 3，410円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 45，520円 3 連 単 ��� 253，330円

票 数

単勝票数 計 290600 的中 � 23586（6番人気）
複勝票数 計 296897 的中 � 23455（5番人気）� 17482（7番人気）� 10057（8番人気）
枠連票数 計 86687 的中 （2－4） 1611（18番人気）
馬連票数 計 354500 的中 �� 3576（27番人気）
馬単票数 計 204240 的中 �� 1086（48番人気）
ワイド票数 計 353502 的中 �� 3568（26番人気）�� 2671（36番人気）�� 2138（43番人気）
3連複票数 計 574173 的中 ��� 946（118番人気）
3連単票数 計 583539 的中 ��� 167（659番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．3―12．5―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―36．2―48．7―1：00．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．6―3F37．3
3 13，6（3，14）4（7，9）－15（2，8）10（1，12）＝11，5 4 13，6（3，14）－4，7，9（15，2）8－10（1，12）＝（5，11）

勝馬の
紹 介

リ ヴ ウ ェ ル �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Indian Charlie 初出走

2018．5．8生 牡2黒鹿 母 ドラゴンアリー 母母 アリゲーターアリー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ストロングカレント号の騎手吉田隼人は，第1日第8競走での落馬負傷のため西村淳也に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 カゼノシルエット号・カラハリ号・キャットリング号・クロマツミッチー号・ケプチャン号・シャロン号・

シーオブドリームス号・ピクシーズパラソル号・ファインヒューズ号・プーフルフル号・ベルウッドサンキュ号・
ヘーベー号・マイサンライズ号・マザーフェイヴァー号・マルブツブリッツ号・ミュークルークス号・
ローズトピアリー号

2901810月11日 晴 良 （2新潟4） 第2日 第6競走 1，000�2歳未勝利
発走12時45分 （芝・直線）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
55．0
55．0

良
良

48 セピアノーツ 牝2芦 54
52 ◇藤田菜七子谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 472＋10 55．7 7．7�

715 テ セ ウ ス 牡2青鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム B424＋ 4 55．91� 31．2�
818 コスモサンレミ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 440＋ 2 56．0� 1．9�
59 ヒムカノロッキー 牡2黒鹿55 小崎 綾也杉浦 和也氏 湯窪 幸雄 宮崎 田上 勝雄 470＋ 6 56．1クビ 59．9�
714 ウキウキホリデー 牝2芦 54

53 ☆斎藤 新 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 460＋ 8 〃 ハナ 4．8�
816 ラグランジア 牝2鹿 54 西田雄一郎岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 440－ 2 〃 クビ 12．8	
23 スイーツマジック 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 488＋ 2 56．31� 26．2

817 ベアフューチャー 牡2鹿 55 木幡 初也熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 480＋12 56．51� 58．3�
35 ボ ニ ー ト 牝2芦 54

53 ☆菊沢 一樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 浦河 山口 義彦 410± 0 56．71� 143．7�
713 ス タ ー マ ン 牡2黒鹿55 丸田 恭介坂巻 勝彦氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 438－ 4 57．23 30．3
510 トーティシェル 牝2鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 398－ 4 〃 クビ 233．5�
611 ネオペトリコール 牝2青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹平川 浩之氏 粕谷 昌央 新ひだか 高橋フアーム 400＋ 4 57．3� 94．0�
12 イデアエスクロー 牡2鹿 55 横山 武史益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 466－ 2 〃 ハナ 55．0�
47 ヒルノエルニド 牝2黒鹿 54

52 △亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 浦河 辻 牧場 430－ 4 〃 アタマ 459．7�
11 レゾンデートル 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗�ミルファーム 加藤 和宏 新冠 上井農場 426＋ 6 57．51 242．3�
36 キュンキュンハート 牝2鹿 54 宮崎 北斗堀口 晴男氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 竜馬 414＋ 6 57．81� 333．7�
612 パドマーヴァティ 牝2鹿 54 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 402－ 2 57．9� 67．0�
24 イッツアメモリー 牝2黒鹿 54

52 △菅原 明良�ミルファーム 清水 英克 浦河 南部 功 422＋ 8 〃 クビ 15．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 38，248，600円 複勝： 42，063，500円 枠連： 12，313，900円
馬連： 50，090，500円 馬単： 27，303，800円 ワイド： 45，388，900円
3連複： 99，335，400円 3連単： 117，572，300円 計： 432，316，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 250円 � 440円 � 110円 枠 連（4－7） 1，730円

馬 連 �� 12，640円 馬 単 �� 17，830円

ワ イ ド �� 2，970円 �� 370円 �� 990円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 76，440円

票 数

単勝票数 計 382486 的中 � 41485（3番人気）
複勝票数 計 420635 的中 � 31912（3番人気）� 15103（8番人気）� 164819（1番人気）
枠連票数 計 123139 的中 （4－7） 5509（7番人気）
馬連票数 計 500905 的中 �� 3070（29番人気）
馬単票数 計 273038 的中 �� 1148（43番人気）
ワイド票数 計 453889 的中 �� 3600（31番人気）�� 35287（2番人気）�� 11336（9番人気）
3連複票数 計 993354 的中 ��� 12868（13番人気）
3連単票数 計1175723 的中 ��� 1115（213番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．8―10．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．1―32．9―43．8

上り4F43．8－3F33．6
勝馬の
紹 介

セピアノーツ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2020．7．19 福島5着

2018．4．11生 牝2芦 母 モンルージュ 母母 ソープオペラクイーン 4戦1勝 賞金 5，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モーニングアップ号



2901910月11日 晴 良 （2新潟4） 第2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）

若手騎手；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

89 ローズベリル 牝5黒鹿 55
53 ◇藤田菜七子 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B492－ 61：52．3 7．3�

55 フームスムート 牡3黒鹿55 横山 武史ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 494－121：52．61� 5．6�

66 フラッグアドミラル 牡6黒鹿 57
55 △菅原 明良岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 464± 01：52．7� 4．1�

44 メイショウヨソユキ 牝4黒鹿55 加藤 祥太松本 好雄氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 456＋ 21：52．8� 23．4�
11 ソプラドール 牝3栗 53

52 ☆斎藤 新�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ B472＋ 61：53．01� 2．7	

22 � ヒロシゲサンライズ 牡3鹿 55
53 △亀田 温心阿尾 浩和氏 北出 成人 浦河 笹島 政信 488＋141：53．1� 15．0


77 メイショウコバコ 牝3栗 53
52 ☆菊沢 一樹松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 486＋161：53．31� 139．5�

33 � クラウドナイン 牡4鹿 57
54 ▲小林 脩斗平田 修氏 久保田貴士 浦河 高松牧場 420－ 41：53．83 172．4�

810 テンチシンメイ 牡3鹿 55 西村 淳也岡 浩二氏 小笠 倫弘 日高 アイズスタッド株式会社 B498－101：54．33 16．1
78 ライトマイファイア 牡3鹿 55

54 ☆岩田 望来三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 508＋ 81：55．57 6．8�
（10頭）

売 得 金
単勝： 31，293，100円 複勝： 33，018，200円 枠連： 5，723，700円
馬連： 34，752，900円 馬単： 19，242，900円 ワイド： 32，512，000円
3連複： 52，169，700円 3連単： 86，706，600円 計： 295，419，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 200円 � 170円 � 140円 枠 連（5－8） 1，540円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 5，170円

ワ イ ド �� 770円 �� 550円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 21，570円

票 数

単勝票数 計 312931 的中 � 33869（5番人気）
複勝票数 計 330182 的中 � 36346（5番人気）� 49428（3番人気）� 70508（2番人気）
枠連票数 計 57237 的中 （5－8） 2876（7番人気）
馬連票数 計 347529 的中 �� 12156（10番人気）
馬単票数 計 192429 的中 �� 2787（23番人気）
ワイド票数 計 325120 的中 �� 10164（10番人気）�� 14817（7番人気）�� 25981（3番人気）
3連複票数 計 521697 的中 ��� 14611（9番人気）
3連単票数 計 867066 的中 ��� 2913（79番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．4―13．5―12．7―12．5―12．9―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．7―49．2―1：01．9―1：14．4―1：27．3―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローズベリル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2017．7．2 中京9着

2015．1．24生 牝5黒鹿 母 モルガナイト 母母 タンザナイト 11戦2勝 賞金 22，350，000円

2902010月11日 晴 良 （2新潟4） 第2日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時45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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

78 サトノマックス 牡6鹿 57
56 ☆岩田 望来里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B486－141：47．0 7．7�

33 フォワードアゲン �3黒鹿55 柴田 善臣浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 信田牧場 422－ 2 〃 クビ 3．1�
66 アキノコマチ 牝4鹿 55

53 △菅原 明良穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432－ 81：47．21� 3．5�
11 カナロアガール 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子広尾レース� 田村 康仁 平取 清水牧場 484＋161：47．52 4．8�
79 イ ル ミ ナ ル 牝3鹿 53 横山 武史 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 414± 01：47．6クビ 5．3	
22 シ ン ド ラ ー 牝3鹿 53 杉原 誠人吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B500－ 21：47．7� 26．7

810 グレルグリーン 牡4黒鹿 57

56 ☆斎藤 新斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 456－ 81：47．8� 50．5�
44 プロスペリティ 牝4黒鹿 55

54 ☆団野 大成 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 448－101：47．9� 63．9�
67 サイモンオーキッド 牝4鹿 55 西村 淳也澤田 昭紀氏 松田 国英 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 01：49．49 107．6
811� アイヴィーサ 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 石毛 善彦 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 496－ 41：49．61 274．3�
55 フォギーデイ 牝3青鹿53 勝浦 正樹岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 466＋ 61：49．7� 22．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，808，500円 複勝： 40，451，200円 枠連： 7，691，600円
馬連： 43，514，100円 馬単： 22，419，500円 ワイド： 35，595，200円
3連複： 60，302，700円 3連単： 90，826，600円 計： 336，609，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 180円 � 120円 � 130円 枠 連（3－7） 690円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 420円 �� 510円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，250円 3 連 単 ��� 10，320円

票 数

単勝票数 計 358085 的中 � 36768（5番人気）
複勝票数 計 404512 的中 � 46194（5番人気）� 96840（1番人気）� 84550（2番人気）
枠連票数 計 76916 的中 （3－7） 8584（4番人気）
馬連票数 計 435141 的中 �� 24961（7番人気）
馬単票数 計 224195 的中 �� 5451（16番人気）
ワイド票数 計 355952 的中 �� 20460（6番人気）�� 16271（8番人気）�� 42122（1番人気）
3連複票数 計 603027 的中 ��� 36057（2番人気）
3連単票数 計 908266 的中 ��� 6379（37番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．7―35．1―47．3―59．8―1：12．1―1：23．7―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F34．9
3 2－（4，5）7（6，9）（3，11）（1，8）－10 4 2（4，5）7，6（3，9）（11，8）1，10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サトノマックス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Indygo Shiner デビュー 2017．2．12 東京1着

2014．2．1生 牡6鹿 母 ラシャルマンテ 母母 La Magie 16戦2勝 賞金 36，005，000円
〔騎手変更〕 プロスペリティ号の騎手吉田隼人は，第1日第8競走での落馬負傷のため団野大成に変更。



2902110月11日 晴 良 （2新潟4） 第2日 第9競走 ��1，200�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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

68 エターナルダイヤ 牡3栗 55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 486± 01：11．8 11．0�
710 シンゼンマックス 牡4栗 57

55 △菅原 明良原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 490＋101：11．9� 3．9�
45 � ワールドイズマイン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子�レッドマジック金成 貴史 米 R. M. J. Sta-
bles, LLC 456＋ 21：12．21� 4．3�

57 ドンマニフィコ 牡3芦 55 西村 淳也山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 442± 0 〃 クビ 8．9�
813� キュウドウクン 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 476＋141：12．3� 45．0�
56 	 プラチナポセイドン 牡4芦 57 丸田 恭介�ラ・メール 奥村 武 安平 ノーザンファーム 478＋101：12．4� 9．1	
711 タマモクレマチス 牝4鹿 55

53 △亀田 温心タマモ� 木原 一良 新ひだか 野坂牧場 456－ 61：12．61
 38．0

33 �	 ベストマジック 牡4鹿 57

56 ☆岩田 望来馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米
Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

B506－ 61：12．91� 7．6�
44 イイデファイナル 牡6芦 57

56 ☆団野 大成松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 510－ 61：13．0� 38．5�
22 プ ロ ン タ ン 牝3栗 53 田中 勝春島川 哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋18 〃 クビ 33．2�
69 ラブアドベンチャー 牝3鹿 53 横山 武史�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋ 61：13．21 5．3�
11 スマートルミエール 牡3鹿 55 黛 弘人大川 徹氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 450± 0 〃 クビ 36．3�
812 ジュンノサップ 牡4鹿 57

54 ▲秋山 稔樹河合 純二氏 畠山 吉宏 日高 日高大洋牧場 490＋ 21：13．83� 186．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，926，300円 複勝： 42，737，500円 枠連： 10，989，600円
馬連： 54，257，400円 馬単： 25，494，800円 ワイド： 47，136，100円
3連複： 86，633，700円 3連単： 112，830，000円 計： 414，005，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 240円 � 150円 � 150円 枠 連（6－7） 740円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 580円 �� 520円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 14，740円

票 数

単勝票数 計 339263 的中 � 24603（7番人気）
複勝票数 計 427375 的中 � 35663（5番人気）� 81581（2番人気）� 84402（1番人気）
枠連票数 計 109896 的中 （6－7） 11416（3番人気）
馬連票数 計 542574 的中 �� 22000（8番人気）
馬単票数 計 254948 的中 �� 4492（21番人気）
ワイド票数 計 471361 的中 �� 19767（7番人気）�� 22544（4番人気）�� 42729（1番人気）
3連複票数 計 866337 的中 ��� 39341（2番人気）
3連単票数 計1128300 的中 ��� 5547（27番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．7―12．3―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．6―46．9―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エターナルダイヤ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2019．7．6 函館5着

2017．2．17生 牡3栗 母 エターナルムーン 母母 ノーブルエターナル 13戦2勝 賞金 20，630，000円
〔騎手変更〕 プラチナポセイドン号の騎手吉田隼人は，第1日第8競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。

2902210月11日 晴 良 （2新潟4） 第2日 第10競走 2，000�
ま つ は ま

松 浜 特 別
発走14時50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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

11 ルヴェルソー 牝3黒鹿53 柴田 善臣 �グリーンファーム田中 博康 千歳 社台ファーム 444± 02：00．6 3．6�
810 ヴォリアーモ 牝3鹿 53 横山 武史 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466＋122：00．81� 3．6�
55 アイブランコ 牡3栗 55 団野 大成ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 504－ 42：01．12 3．7�
66 � アルスラーン 牡5黒鹿57 亀田 温心小泉 修氏 小西 一男 新ひだか 前谷 武志 502－ 42：01．31� 12．4�
44 ケ ル ベ ロ ス 牡7黒鹿57 菊沢 一樹�ORTEGA 大江原 哲 新冠 松浦牧場 444－ 82：01．62 25．9	
78 バトーブラン 牝3芦 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 82：01．8� 13．4

22 ヤマカツパトリシア 牝3青 53 斎藤 新山田 博康氏 池添 学 新ひだか フジワラフアーム 440－ 22：02．12 5．3�
89 � コルドゥーン 牡4青鹿57 丸田 恭介西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 458－122：03．16 113．8�
77 ポーラーサン 牡3鹿 55 菱田 裕二窪田 康志氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 470＋ 82：03．2� 30．5
33 � ア イ ル ビ ー 牡3鹿 55 木幡 初也�GET NEXT 武市 康男 浦河 大北牧場 474＋142：03．41� 56．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，118，500円 複勝： 36，123，400円 枠連： 9，241，000円
馬連： 49，442，100円 馬単： 25，247，800円 ワイド： 38，691，700円
3連複： 72，357，300円 3連単： 112，441，700円 計： 373，663，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 140円 � 130円 枠 連（1－8） 700円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 290円 �� 290円 �� 310円

3 連 複 ��� 870円 3 連 単 ��� 4，520円

票 数

単勝票数 計 301185 的中 � 66320（1番人気）
複勝票数 計 361234 的中 � 75974（1番人気）� 64518（3番人気）� 73492（2番人気）
枠連票数 計 92410 的中 （1－8） 10206（2番人気）
馬連票数 計 494421 的中 �� 51102（2番人気）
馬単票数 計 252478 的中 �� 12188（6番人気）
ワイド票数 計 386917 的中 �� 34797（1番人気）�� 33617（2番人気）�� 31626（5番人気）
3連複票数 計 723573 的中 ��� 62298（1番人気）
3連単票数 計1124417 的中 ��� 18000（5番人気）

ハロンタイム 13．4―11．6―12．0―12．3―12．7―12．5―11．9―11．0―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．0―37．0―49．3―1：02．0―1：14．5―1：26．4―1：37．4―1：48．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルヴェルソー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 チチカステナンゴ デビュー 2019．12．7 中山2着

2017．1．25生 牝3黒鹿 母 リボントリコロール 母母 リボンアート 8戦2勝 賞金 24，390，000円



2902310月11日 晴 良 （2新潟4） 第2日 第11競走 ��1，200�
ほくりく

北陸ステークス
発走15時25分 （芝・左）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），1．10．5以降2．10．4まで1回以上出走馬，除未出
走馬および未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

612 ロードアクア 牡4鹿 55 田中 健 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 462＋ 21：08．7 15．4�
24 � ヒロイックアゲン 牝6黒鹿54 団野 大成浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 496＋101：08．91� 5．1�
12 シセイヒテン 牡5青 55 西村 淳也猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ

ファーム 456＋ 6 〃 クビ 25．3�
36 アルミューテン 牝6栗 52 黛 弘人伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 506＋ 2 〃 アタマ 15．5�
23 ナンヨーアミーコ �7栗 55 柴田 善臣中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 426－ 41：09．11� 37．7�
817 アヌラーダプラ 牝3鹿 52 横山 武史 	キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 ハナ 3．7

11 ビ ア イ 牝3青鹿51 原田 和真副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 鳥井 征士 B490＋ 41：09．2� 17．4�
35 ホープフルサイン 牡4黒鹿55 丹内 祐次 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B482－ 2 〃 ハナ 14．0�
714� タイセイブランシュ 牝4芦 52 勝浦 正樹田中 成奉氏 新開 幸一 新ひだか 前川 勝春 466－ 41：09．3クビ 34．7
816� シルヴェーヌ 牝5鹿 52 田中 勝春西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 454－ 81：09．62 68．9�
715 サラドリーム 牝5黒鹿52 藤田菜七子 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 444＋161：09．7クビ 36．1�
59 スターリーステージ 牝5鹿 53 岩田 望来吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 486＋18 〃 ハナ 23．6�
48 メイショウカリン 牝6鹿 53 加藤 祥太松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 502＋ 41：09．91 47．6�
713	 フォッサマグナ 牡4黒鹿55 杉原 誠人吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall

Stud 480－ 4 〃 クビ 5．8�
47 コウエイダリア 牝6黒鹿51 藤懸 貴志伊東 政清氏 新谷 功一 日高 浜本牧場 508＋ 81：10．0クビ 30．3�
611 ショウナンマッシブ 牡6鹿 54 斎藤 新国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 480＋ 4 〃 クビ 37．9�
510 ヒルノマリブ 牝3鹿 51 亀田 温心�ヒルノ 北出 成人 新冠 山岡ファーム 492＋ 41：10．21� 33．7�
818 アダムバローズ 牡6黒鹿56 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 新ひだか 服部 健太郎 516－ 21：10．51� 14．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 67，810，600円 複勝： 99，752，100円 枠連： 46，418，000円
馬連： 184，553，000円 馬単： 66，698，300円 ワイド： 139，494，600円
3連複： 339，352，600円 3連単： 335，622，200円 計： 1，279，701，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 590円 � 210円 � 660円 枠 連（2－6） 2，310円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 7，790円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 4，600円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 22，040円 3 連 単 ��� 135，700円

票 数

単勝票数 計 678106 的中 � 35183（6番人気）
複勝票数 計 997521 的中 � 39840（9番人気）� 153415（2番人気）� 35075（12番人気）
枠連票数 計 464180 的中 （2－6） 15512（11番人気）
馬連票数 計1845530 的中 �� 42686（8番人気）
馬単票数 計 666983 的中 �� 6417（21番人気）
ワイド票数 計1394946 的中 �� 26972（8番人気）�� 7662（57番人気）�� 18207（16番人気）
3連複票数 計3393526 的中 ��� 11545（62番人気）
3連単票数 計3356222 的中 ��� 1793（395番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．5―11．6―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．3―45．9―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードアクア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．6．17 東京1着

2016．4．8生 牡4鹿 母 オーシュペール 母母 レディマーメイド 13戦4勝 賞金 66，178，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の15頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）15頭 アカネサス号・エクレアスパークル号・キルロード号・クインズチャパラ号・クラウンルシフェル号・

コロラトゥーレ号・シュエットヌーベル号・ショウナンアリアナ号・スカイパッション号・セプタリアン号・
ダイトウキョウ号・ナーゲルリング号・ペイシャドリーム号・マルカテノール号・ムスコローソ号

2902410月11日 晴 良 （2新潟4） 第2日 第12競走 ��1，800�
す が な だ け

菅 名 岳 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

22 キッズアガチャー 牡3鹿 55 丸田 恭介瀬谷 �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 542＋ 61：52．2 6．2�

66 ベルジュネス �4鹿 57 丹内 祐次岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B470－ 2 〃 クビ 9．5�
810 コ ス タ ネ ラ 牝5栗 55 岩田 望来 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 462－ 21：52．41� 2．4�
33 フラッシングジェム 牝4青鹿55 団野 大成 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 476＋ 21：52．82� 46．8�
11 インザバブル 牡7鹿 57 菅原 明良	G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 2 〃 アタマ 34．4

44 スピアザゴールド �7鹿 57 斎藤 新 �キャロットファーム 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 488－101：53．01� 16．6�
55 ア ヴ ァ ン ト 牡6栗 57 西村 淳也佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 486－ 41：53．1� 39．7�
79 カフジキング 牡7鹿 57 菱田 裕二加藤 守氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 464－ 61：53．2クビ 6．2
67 ラブリーイレブン 牝5栗 55 横山 武史吉野加壽代氏 坂口 智康 日高 浜本牧場 446－ 6 〃 アタマ 4．7�
78 ダンツチョイス 牝5栗 55 亀田 温心山元 哲二氏 本田 優 日高 天羽牧場 460－ 21：54．58 17．1�
811 シャインアロー �8栗 57 大庭 和弥岡田 勇氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 456－ 61：55．67 254．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，530，300円 複勝： 48，910，100円 枠連： 14，926，100円
馬連： 84，077，900円 馬単： 40，661，300円 ワイド： 66，875，900円
3連複： 126，799，700円 3連単： 196，749，300円 計： 623，530，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 210円 � 250円 � 140円 枠 連（2－6） 1，120円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 780円 �� 420円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 15，550円

票 数

単勝票数 計 445303 的中 � 57261（4番人気）
複勝票数 計 489101 的中 � 53761（4番人気）� 42121（5番人気）� 118126（1番人気）
枠連票数 計 149261 的中 （2－6） 10282（4番人気）
馬連票数 計 840779 的中 �� 29978（8番人気）
馬単票数 計 406613 的中 �� 7576（17番人気）
ワイド票数 計 668759 的中 �� 20971（9番人気）�� 42478（3番人気）�� 33938（5番人気）
3連複票数 計1267997 的中 ��� 41853（8番人気）
3連単票数 計1967493 的中 ��� 9169（45番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．0―13．6―12．5―12．0―12．6―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．9―50．5―1：03．0―1：15．0―1：27．6―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キッズアガチャー �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2019．10．27 京都7着

2017．3．5生 牡3鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 14戦3勝 賞金 39，380，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 スピアザゴールド号の騎手吉田隼人は，第1日第8競走での落馬負傷のため斎藤新に変更。

３レース目



（2新潟4）第2日 10月11日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

198，350，000円
3，020，000円
25，680，000円
1，420，000円
21，960，000円
67，408，000円
5，167，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
416，414，900円
514，499，800円
145，248，600円
689，638，400円
323，712，900円
583，486，300円
1，149，732，000円
1，401，936，200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 5，224，669，100円

総入場人員 618名 （有料入場人員 435名）
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