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2900110月9日 晴 良 （3新潟5） 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 7，900，000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

58 マ リ オ 牡6鹿 60 平沢 健治サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 502－ 63：04．7 1．8�
46 テイエムディラン 牡6黒鹿60 西谷 誠竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 482－ 43：05．44 3．8�
69 � ショベルヘッド �3鹿 58 五十嵐雄祐長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Siena

Farms LLC 470± 03：06．88 14．9�
813 サムライスピアー 牡3栗 58 草野 太郎玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 絵笛牧場 448＋ 83：06．9� 123．6�
711 トゥーフラッシー 牝5鹿 58 大江原 圭西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 476± 03：07．0� 38．7�
34 テーオーソクラテス 牡4鹿 60 小坂 忠士小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 83：07．42 84．9�
814 タイキフロリゼル 牡3芦 58 北沢 伸也	大樹ファーム 橋田 満 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 476＋ 63：07．61	 30．2

57 ラブオナヴィータ 牝4鹿 58 蓑島 靖典由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 464± 03：08．34 122．0�
22 ウインガヴァナー 牡3黒鹿58 森 一馬�ウイン 西園 正都 浦河 笹島 政信 502± 03：08．51
 10．0
610 ニホンピロマドン 牡6鹿 60 中村 将之小林百太郎氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 524＋123：08．82 55．5�
712 ショウナンラッキー 牡3鹿 58 小野寺祐太国本 哲秀氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 03：09．43
 22．1�
45 アサクサトラマル 牡3黒鹿58 上野 翔田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 462＋ 23：09．5� 96．7�
33 メイショウアツイタ 牡3黒鹿58 難波 剛健松本 好雄氏 高橋 義忠 安平 ゼットステーブル 494＋103：09．6クビ 68．0�
11 ヴァイトブリック 牡5青鹿60 石神 深一 	キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 504－ 63：12．7大差 9．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 14，172，000円 複勝： 20，382，900円 枠連： 6，046，600円
馬連： 23，614，900円 馬単： 14，462，900円 ワイド： 23，054，800円
3連複： 45，804，900円 3連単： 55，910，800円 計： 203，449，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 120円 � 270円 枠 連（4－5） 340円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 150円 �� 540円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 3，300円

票 数

単勝票数 計 141720 的中 � 62046（1番人気）
複勝票数 計 203829 的中 � 80672（1番人気）� 43713（2番人気）� 9456（6番人気）
枠連票数 計 60466 的中 （4－5） 13601（1番人気）
馬連票数 計 236149 的中 �� 58616（1番人気）
馬単票数 計 144629 的中 �� 23435（1番人気）
ワイド票数 計 230548 的中 �� 51591（1番人気）�� 9051（6番人気）�� 7048（9番人気）
3連複票数 計 458049 的中 ��� 24680（3番人気）
3連単票数 計 559108 的中 ��� 12262（3番人気）
上り 1マイル 1：42．3 4F 49．6－3F 37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ リ オ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2017．10．29 京都1着

2015．3．7生 牡6鹿 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 障害：2戦1勝 賞金 11，100，000円

2900210月9日 晴 良 （3新潟5） 第1日 第2競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時25分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

58 タマモパッション 牝4鹿 55 吉田 隼人タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 506＋ 61：51．8 2．4�
22 ジョイフルダンサー 牝3鹿 53

52 ☆亀田 温心大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 438－ 21：52．86 5．2�
713 フローズンカクテル 牝3栗 53 �島 克駿吉田 千津氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 452－ 41：53．22� 3．5�
11 ラブエスポー 牝4鹿 55

52 ▲原 優介増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 470－ 21：53．73 85．9�
611 ルミナスナイト 牝4栗 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 81：53．91� 95．6�
815 ハイラブサンケイ 牝3栗 53 菊沢 一樹服部 新平氏 大根田裕之 浦河 �川フアーム 524＋20 〃 アタマ 15．6	
47 � テンナイトパール 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 494－ 41：54．0� 133．2

712 サツキティアラ 牝3鹿 53

50 ▲小林 脩斗 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ
アーム 476＋ 41：54．31� 13．5�

46 ピクシーカット 牝3黒鹿 53
51 ◇藤田菜七子吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 480＋141：54．4クビ 10．3�

814 パレドジュスティス 牝3芦 53 小崎 綾也 社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 466± 01：54．5� 27．9�
610� ピチカートポルカ 牝5鹿 55

54 ☆富田 暁 社台レースホース小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520＋101：54．92� 68．6�

59 メデタシメデタシ 牝4鹿 55 斎藤 新堂守 貴志氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 466＋ 21：55．11 49．0�
34 ジャストマリッジ 牝5栗 55

52 ▲松本 大輝 �友駿ホースクラブ 羽月 友彦 新ひだか カタオカフアーム 436＋141：55．31� 59．2�
23 ア デ ウ ス 牝3鹿 53

51 △秋山 稔樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 456＋141：55．72� 50．8�
35 サツキワルツ 牝6鹿 55

54 ☆木幡 育也小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 462－ 8 （競走中止） 198．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，599，100円 複勝： 35，908，000円 枠連： 7，369，000円
馬連： 39，256，700円 馬単： 19，780，900円 ワイド： 39，953，600円
3連複： 69，174，700円 3連単： 74，276，500円 計： 314，318，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（2－5） 550円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 250円 �� 160円 �� 310円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 3，250円

票 数

単勝票数 計 285991 的中 � 92458（1番人気）
複勝票数 計 359080 的中 � 105758（1番人気）� 43054（3番人気）� 81569（2番人気）
枠連票数 計 73690 的中 （2－5） 10276（2番人気）
馬連票数 計 392567 的中 �� 49384（2番人気）
馬単票数 計 197809 的中 �� 13291（3番人気）
ワイド票数 計 399536 的中 �� 36979（2番人気）�� 73403（1番人気）�� 28365（3番人気）
3連複票数 計 691747 的中 ��� 75688（1番人気）
3連単票数 計 742765 的中 ��� 16528（2番人気）

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

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―1：02．6―1：14．9―1：27．3―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．9
1
3
2（12，11）8，13（1，10，15）（4，9）14（6，7）－3
2（12，11）8，13（1，15）（10，9）（4，14）7，3，6

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

勝馬の
紹 介

タマモパッション �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2019．9．15 阪神3着

2017．4．23生 牝4鹿 母 チャームドリーム 母母 ドリーミーアイ 17戦2勝 賞金 31，450，000円
〔競走中止〕 サツキワルツ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ジョイフルダンサー号の騎手亀田温心は，負担重量について注意義務を怠り過怠金50，000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 トーホウエンジェル号

第５回 新潟競馬 第１日



2900310月9日 晴 良 （3新潟5） 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 5，100，000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

45 ボルタドマール 牡2鹿 55
53 △秋山 稔樹今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 514＋ 61：12．1 1．9�

710 アスターヘキサゴン 牡2栗 55 吉田 隼人加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 482＋18 〃 クビ 3．5�
68 ビップソリオ 牡2黒鹿 55

52 ▲小林 凌大鈴木 邦英氏 田島 俊明 洞�湖 レイクヴィラファーム 508－ 41：12．52� 77．6�
711 デュアルパーパス 牡2栗 55 津村 明秀�ターフ・スポート鈴木 伸尋 浦河 グランデファーム 454－ 41：12．92� 8．0�
69 スピードドリブン 牡2鹿 55 丹内 祐次小田 吉男氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 500－ 21：13．75 7．8�
33 キリシマタウン 牡2栗 55

52 ▲小林 脩斗西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 434－ 21：14．01� 119．6	
812 ハクアイボリイ 牡2鹿 55 �島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 浦河 多田 善弘 468－ 61：14．32 43．1

22 キーマーキュリー 牡2鹿 55 小崎 綾也北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 栄進牧場 B476－ 21：14．61� 223．5�
57 ピ オ ニ ー ル 牝2黒鹿54 斎藤 新下河辺隆行氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 426＋ 21：14．7� 23．8�
11 ブタノカックーニ 牡2鹿 55 菅原 隆一田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 大栄牧場 472＋121：15．23 151．3
56 シャイニードラゴン 牡2鹿 55 菊沢 一樹小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 428＋ 21：15．3� 144．2�
44 スティルバイト 牝2鹿 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 南部 功 412－10 〃 アタマ 271．6�
813 オ グ ロ 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 高昭牧場 438－ 61：16．04 34．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，958，200円 複勝： 28，710，400円 枠連： 6，812，500円
馬連： 29，571，200円 馬単： 16，789，400円 ワイド： 25，805，900円
3連複： 51，988，000円 3連単： 70，424，200円 計： 256，059，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 650円 枠 連（4－7） 190円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，160円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 9，910円

票 数

単勝票数 計 259582 的中 � 111836（1番人気）
複勝票数 計 287104 的中 � 109292（1番人気）� 48812（2番人気）� 5734（8番人気）
枠連票数 計 68125 的中 （4－7） 27202（1番人気）
馬連票数 計 295712 的中 �� 67631（1番人気）
馬単票数 計 167894 的中 �� 18666（2番人気）
ワイド票数 計 258059 的中 �� 50304（1番人気）�� 4756（11番人気）�� 2505（21番人気）
3連複票数 計 519880 的中 ��� 11472（8番人気）
3連単票数 計 704242 的中 ��� 5148（26番人気）

ハロンタイム 12．0―11．2―11．9―12．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．2―35．1―47．6―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボルタドマール �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．6．6 東京10着

2019．2．7生 牡2鹿 母 ハルマッタン 母母 マチカネハヤテ 6戦1勝 賞金 11，170，000円
〔発走状況〕 シャイニードラゴン号は，発進不良〔外側に逃避〕。

2900410月9日 晴 良 （3新潟5） 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

77 ザ メ イ ダ ン 牡5黒鹿60 上野 翔大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム B488± 03：02．6 25．1�
11 ノーザンクリス 牡6芦 60 五十嵐雄祐加藤 晃央氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 526＋ 23：03．23� 6．0�
89 マイサンシャイン 牡5栗 60 平沢 健治三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 494＋103：03．3� 6．3�
88 マイネルオフィール 牡9鹿 62 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 502－18 〃 アタマ 5．0�
44 シャンボールナイト �6青鹿60 石神 深一 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 466－ 23：03．93� 5．5�
66 イーグルフェザー �8鹿 60 小野寺祐太 	社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 482＋143：04．21	 29．0

22 
 セデックカズマ 牡5黒鹿60 森 一馬合同会社雅苑興業 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 506＋ 23：04．83� 3．5�
33 メイショウゴウリキ 牡6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 480＋ 23：05．01� 6．4�
55 モ サ 牡5鹿 60 北沢 伸也岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大

作ステーブル 500－ 83：06．48 26．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 14，968，000円 複勝： 19，977，200円 枠連： 5，389，200円
馬連： 21，898，700円 馬単： 12，002，400円 ワイド： 17，420，300円
3連複： 37，466，100円 3連単： 52，785，800円 計： 181，907，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 510円 � 200円 � 190円 枠 連（1－7） 8，610円

馬 連 �� 7，020円 馬 単 �� 14，260円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，930円 �� 660円

3 連 複 ��� 12，260円 3 連 単 ��� 102，050円

票 数

単勝票数 計 149680 的中 � 4770（7番人気）
複勝票数 計 199772 的中 � 8013（7番人気）� 28494（4番人気）� 31348（2番人気）
枠連票数 計 53892 的中 （1－7） 485（22番人気）
馬連票数 計 218987 的中 �� 2415（23番人気）
馬単票数 計 120024 的中 �� 631（52番人気）
ワイド票数 計 174203 的中 �� 2426（19番人気）�� 2259（21番人気）�� 7126（12番人気）
3連複票数 計 374661 的中 ��� 2291（50番人気）
3連単票数 計 527858 的中 ��� 375（349番人気）
上り 1マイル 1：43．3 4F 49．8－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ザ メ イ ダ ン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．6．16 東京7着

2016．4．25生 牡5黒鹿 母 リープオブフェイス 母母 ラバヤデール 障害：13戦2勝 賞金 30，250，000円



2900510月9日 晴 良 （3新潟5） 第1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

711 スマートプレジール 牝2鹿 54 �島 克駿大川 徹氏 浅見 秀一 新ひだか 静内山田牧場 492 ―1：12．5 3．5�
11 レッドコーラル 牝2栗 54

51 ▲松本 大輝田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 450 ―1：13．35 5．7�
814 トキメキナイト 牡2青鹿 55

53 △秋山 稔樹田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 474 ―1：13．61� 11．0�
712 メイショウウキグモ 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 466 ―1：14．13 8．9�
57 マキアージュ 牝2鹿 54 丹内 祐次中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 バンブー牧場 458 ― 〃 クビ 6．0�
46 フェアレーター 牡2鹿 55 吉田 隼人草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 448 ―1：14．52� 7．8�
22 リュウノアン 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 460 ―1：15．03 33．8	

813 カガファクター 牡2芦 55 斎藤 新香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 460 ―1：15．1� 31．3

45 サンオークレア 牝2鹿 54 中井 裕二 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 444 ―1：16．9大差 24．0�
34 チ ェ リ ー 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 日高 横井 哲 454 ―1：17．53� 57．8
33 ホルディリディア 牡2栗 55

54 ☆木幡 育也�和田牧場 和田正一郎 浦河 村下農場 484 ― 〃 アタマ 75．3�
610 ナックファクター 牡2鹿 55 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 様似 猿倉牧場 508 ― 〃 ハナ 62．2�
58 マインヨハシレ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人峰 哲馬氏 萱野 浩二 浦河 グラストレーニ
ングセンター 382 ―1：18．77 89．9�

69 トーアコンゴウ 牡2鹿 55
52 ▲原 優介高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 468 ―1：21．7大差 13．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，902，300円 複勝： 29，021，700円 枠連： 8，069，700円
馬連： 30，552，400円 馬単： 15，971，900円 ワイド： 29，988，300円
3連複： 50，435，200円 3連単： 52，786，500円 計： 238，728，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 180円 � 250円 枠 連（1－7） 650円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 480円 �� 550円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 13，430円

票 数

単勝票数 計 219023 的中 � 52098（1番人気）
複勝票数 計 290217 的中 � 66973（1番人気）� 39228（3番人気）� 24785（6番人気）
枠連票数 計 80697 的中 （1－7） 9547（1番人気）
馬連票数 計 305524 的中 �� 25629（1番人気）
馬単票数 計 159719 的中 �� 7590（1番人気）
ワイド票数 計 299883 的中 �� 16660（4番人気）�� 14205（5番人気）�� 6842（13番人気）
3連複票数 計 504352 的中 ��� 13096（7番人気）
3連単票数 計 527865 的中 ��� 2849（18番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．8―12．4―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．3―47．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートプレジール �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 スマートファルコン 初出走

2019．2．22生 牝2鹿 母 スマートブローラ 母母 ドリームピーチ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マインヨハシレ号・トーアコンゴウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月

9日まで平地競走に出走できない。

2900610月9日 晴 良 （3新潟5） 第1日 第6競走 1，600�2歳未勝利
発走12時45分 （芝・左・外）

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
1：33．3
1：32．3

良
良

710 ソ リ タ リ オ 牡2栗 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：34．3 1．5�
22 ニャンチンノン 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 藤春 修二 440－ 21：34．72� 34．1�
57 ロードオルデン 牡2鹿 55 津村 明秀 �ロードホースクラブ 辻野 泰之 浦河 大北牧場 456＋ 2 〃 クビ 6．8�
813 フラッシュアーク 牝2芦 54

51 ▲原 優介小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 454＋141：35．12� 81．2�
68 テイエムビシャモン 牡2黒鹿 55

54 ☆富田 暁竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 484＋ 21：35．2クビ 38．6	
11 ナ ザ レ 牝2鹿 54 松田 大作 �ニッシンホール

ディングス 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム B448－ 4 〃 クビ 40．5

44 バオバブスピリット 牝2青鹿54 斎藤 新 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 新冠 株式会社
安達牧場 424－ 41：35．41� 8．2�

69 ト リ グ ラ フ 牡2鹿 55
53 △秋山 稔樹山口 裕介氏 松山 将樹 浦河 鵜木 唯義 426＋ 4 〃 クビ 104．6�

711 クラシックステップ 牡2鹿 55 横山 和生 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：35．5� 8．8
45 レインボーエンゼル 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗�イーデン産業 小野 次郎 新ひだか 静内杉下牧場 468－ 41：35．71 164．6�
56 フロウィングダンス 牝2栗 54 �島 克駿 �シルクレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 432－ 61：35．91� 10．9�
33 ディスフルタール 牝2鹿 54 菊沢 一樹柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 440± 01：36．11� 131．9�
812 フォーユーランラン 牝2鹿 54 勝浦 正樹村田 滋氏 粕谷 昌央 日高 奥山 博 432－ 41：36．31� 375．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，781，900円 複勝： 76，127，200円 枠連： 6，115，300円
馬連： 30，269，900円 馬単： 18，441，000円 ワイド： 29，667，900円
3連複： 47，603，300円 3連単： 78，145，400円 計： 317，151，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 390円 � 160円 枠 連（2－7） 1，200円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 590円 �� 250円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 2，650円 3 連 単 ��� 10，780円

票 数

単勝票数 計 307819 的中 � 154203（1番人気）
複勝票数 計 761272 的中 � 507643（1番人気）� 15186（7番人気）� 57200（2番人気）
枠連票数 計 61153 的中 （2－7） 3934（6番人気）
馬連票数 計 302699 的中 �� 14609（6番人気）
馬単票数 計 184410 的中 �� 6834（9番人気）
ワイド票数 計 296679 的中 �� 12246（6番人気）�� 34800（1番人気）�� 4598（16番人気）
3連複票数 計 476033 的中 ��� 13468（10番人気）
3連単票数 計 781454 的中 ��� 5253（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．7―35．4―47．7―59．9―1：11．1―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ソ リ タ リ オ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．6．27 東京2着

2019．2．16生 牡2栗 母 サブトゥエンティ 母母 ラ イ ラ プ ス 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔制裁〕 フラッシュアーク号の騎手原優介は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜こうとしたことについて過

怠金10，000円。（被害馬：6番）



2900710月9日 晴 良 （3新潟5） 第1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）

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
1：09．1
1：08．5

重
重

712 エイユーストロング 牡3青鹿 55
52 ▲横山 琉人笹部 義則氏 鈴木 孝志 様似 富田 恭司 472＋121：12．2 6．0�

610� ワンダーヘイルネス �5鹿 57
56 ☆富田 暁山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 476－ 41：12．3� 18．5�

23 クイーンズテイスト 牝5黒鹿 55
53 △秋山 稔樹 �社台レースホース辻 哲英 千歳 社台ファーム 490－ 2 〃 アタマ 3．7�

814� トランペットシェル 牡4芦 57
56 ☆木幡 育也谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 492－ 61：12．4� 13．9�

11 ラグラスドシエル 牝3黒鹿53 �島 克駿 KAJIMOTOホー
ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか 小河 豊水 432－ 61：12．5� 18．6	

34 � レオパルドミノル 牡3青鹿55 菊沢 一樹吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 488－18 〃 ハナ 15．4

46 � トウカイラルゴ 牡4黒鹿 57

56 ☆亀田 温心内村 正則氏 長谷川浩大 日高 碧雲牧場 B494－ 21：12．6� 28．9�
59 フロストエッジ 牝3栗 53

50 ▲小林 凌大�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 488－ 4 〃 アタマ 10．7�

815 テーオーエルサ 牝3鹿 53 加藤 祥太小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか タイヘイ牧場 490＋221：12．7クビ 6．6
35 ネイチャーカレン 牡4黒鹿 57

55 ◇藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 高橋 修 460－ 21：12．8� 16．8�
58 � シ ュ ロ ス 牡5栗 57

54 ▲原 優介嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 510＋ 41：12．9� 60．1�
713 メイショウフンケイ 牡3栗 55

52 ▲松本 大輝松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 522＋121：13．32� 19．6�
22 � ラカマロネス 牝6鹿 55 斎藤 新一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 B464－101：13．51� 6．0�
47 ペイシャシオン 牡3栗 55 川又 賢治北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 本桐牧場 474 ―1：13．6� 199．3�
611� ディーププリモ 牡5鹿 57

53 ★永島まなみライオンレースホース� 根本 康広 登別 登別上水牧場 476－ 81：13．81� 299．3�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，660，100円 複勝： 42，097，600円 枠連： 9，663，800円
馬連： 40，782，200円 馬単： 18，393，200円 ワイド： 41，246，900円
3連複： 71，801，300円 3連単： 75，083，800円 計： 327，728，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 210円 � 350円 � 140円 枠 連（6－7） 3，440円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 6，840円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 630円 �� 890円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 28，650円

票 数

単勝票数 計 286601 的中 � 37786（2番人気）
複勝票数 計 420976 的中 � 47439（3番人気）� 24102（7番人気）� 102550（1番人気）
枠連票数 計 96638 的中 （6－7） 2177（13番人気）
馬連票数 計 407822 的中 �� 6222（20番人気）
馬単票数 計 183932 的中 �� 2016（22番人気）
ワイド票数 計 412469 的中 �� 6827（16番人気）�� 17471（3番人気）�� 11959（7番人気）
3連複票数 計 718013 的中 ��� 9681（12番人気）
3連単票数 計 750838 的中 ��� 1900（50番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―12．1―12．6―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―35．1―47．7―59．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイユーストロング �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2020．10．10 京都4着

2018．5．7生 牡3青鹿 母 エイユーモモチャン 母母 ヘリテージゴールド 6戦2勝 賞金 15，600，000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 スリーモーリス号

2900810月9日 晴 良 （3新潟5） 第1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）

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
53．7
53．7

良
良

714� モ テ モ テ 牝5鹿 55
54 ☆亀田 温心�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 466± 0 54．8 6．4�

817� リ ュ ッ カ 牝4鹿 55 津村 明秀星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 416＋ 8 55．01� 3．6�
818 グレイトミッション 牝3栗 53 丹内 祐次 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 B444－ 6 55．1� 3．4�
715 ピュリフィアン 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 418＋ 2 55．31� 15．0�
612 ホーキーポーキー 牝3栗 53 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 454－ 6 〃 アタマ 12．4�
713 セ ル レ ア 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ	パニオロ 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B458＋ 6 55．51� 20．8

816� モメチョッタ 牝5黒鹿55 菅原 隆一清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 462＋14 55．6� 44．0�
59 � スターライトキス 牝6栗 55 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 510－ 8 〃 ハナ 151．9�
23 クリノアンカーマン �4鹿 57

54 ▲横山 琉人栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 470＋ 8 〃 アタマ 318．7
611 マッチャパフェ 牝4鹿 55

52 ▲小林 脩斗保坂 和孝氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 456＋14 55．7クビ 23．3�
47 ソルトキャピタル 牡4鹿 57 松田 大作杉浦 敏夫氏 武 英智 日高 オリオンファーム 506＋ 2 55．91� 54．5�
11 エ イ リ ア ス �4鹿 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 0 56．0� 37．0�
12 ミユキダイアモンド 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大長井 純一氏 小西 一男 新ひだか 木村 秀則 450± 0 56．11 184．2�
510 サトノポーラスター �4栗 57 中井 裕二 	サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 488± 0 56．2� 70．7�
48 � パラティーノヒル 牝4栗 55

52 ▲原 優介Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 402－ 8 〃 アタマ 11．0�

35 � エンジェルティアラ 牝4栗 55
53 △秋山 稔樹 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 岡田スタツド B482＋ 6 56．3クビ 36．7�
36 ス ト レ ガ 牝4栗 55 斎藤 新清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 462± 0 56．51� 16．9�
24 ムーンティアーズ 牝3黒鹿 53

52 ☆木幡 育也 �キャロットファーム 中川 公成 安平 ノーザンファーム 424＋ 2 〃 クビ 57．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 35，223，900円 複勝： 42，030，300円 枠連： 15，840，100円
馬連： 54，029，800円 馬単： 21，739，600円 ワイド： 52，332，700円
3連複： 118，681，200円 3連単： 112，062，600円 計： 451，940，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 190円 � 140円 � 150円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 390円 �� 470円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 12，830円

票 数

単勝票数 計 352239 的中 � 43964（3番人気）
複勝票数 計 420303 的中 � 49903（3番人気）� 84806（1番人気）� 74193（2番人気）
枠連票数 計 158401 的中 （7－8） 34685（1番人気）
馬連票数 計 540298 的中 �� 32360（3番人気）
馬単票数 計 217396 的中 �� 5152（8番人気）
ワイド票数 計 523327 的中 �� 33645（2番人気）�� 27208（3番人気）�� 43235（1番人気）
3連複票数 計1186812 的中 ��� 46160（1番人気）
3連単票数 計1120626 的中 ��� 6331（11番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．7―10．7―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―33．0―43．7

上り4F42．9－3F32．5
勝馬の
紹 介

�モ テ モ テ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 オペラハウス

2016．4．12生 牝5鹿 母 シマノラピス 母母 シマノエメラルド 14戦1勝 賞金 13，220，000円
地方デビュー 2019．5．31 名古屋

※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 サンライズシューズ号



2900910月9日 晴 良 （3新潟5） 第1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）

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

11 カズロレアート 牡3黒鹿55 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B478－ 41：51．5 1．9�
79 パイプライナー 牡4芦 57 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 506＋ 21：51．71� 5．2�
78 キースローガン 牡4栗 57

56 ☆富田 暁北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 472－ 6 〃 アタマ 5．8�
811 ラズルダズル 牡4鹿 57 �島 克駿 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B460－ 61：51．91� 10．5�
67 チャムランテソーロ 	4鹿 57

54 ▲小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 伊坂 重信 日高 下河辺牧場 B468＋ 81：53．17 29．0	

44 トリストラム 牡3鹿 55 勝浦 正樹�レッドマジック田島 俊明 むかわ 上水牧場 490－ 4 〃 クビ 37．0

33 ヴォーグマチネ 牡3鹿 55 津村 明秀志村 幸彦氏 牧 光二 新冠 坂元 芳春 B486± 01：54．48 34．4�
55 イサチルダイチ 牡5鹿 57 木幡 初也小坂 功氏 竹内 正洋 新冠 八島 夕起子 510＋101：54．71� 132．5�
22 コスモノアゼット 牡3鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 506＋161：56．08 5．9
66 
 ア ニ マ ー ダ 牡4青鹿 57

54 ▲原 優介庄司 紫紀氏 鈴木慎太郎 新ひだか ヒサイファーム 472－ 81：57．8大差 255．2�
（10頭）

810� スカイナイル 牝3芦 53
50 ▲小林 凌大 �社台レースホース牧浦 充徳 米 Teruya

Yoshida 486＋20 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，150，700円 複勝： 26，245，200円 枠連： 6，464，400円
馬連： 30，023，400円 馬単： 16，155，600円 ワイド： 23，176，900円
3連複： 41，865，500円 3連単： 73，920，600円 計： 242，002，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（1－7） 230円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 220円 �� 200円 �� 310円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 2，270円

票 数

単勝票数 差引計 241507（返還計 2170） 的中 � 101001（1番人気）
複勝票数 差引計 262452（返還計 2932） 的中 � 84367（1番人気）� 37294（3番人気）� 41967（2番人気）
枠連票数 差引計 64644（返還計 197） 的中 （1－7） 21607（1番人気）
馬連票数 差引計 300234（返還計 7915） 的中 �� 48370（2番人気）
馬単票数 差引計 161556（返還計 3077） 的中 �� 16235（3番人気）
ワイド票数 差引計 231769（返還計 5033） 的中 �� 27508（2番人気）�� 32396（1番人気）�� 16576（4番人気）
3連複票数 差引計 418655（返還計 19398） 的中 ��� 45414（3番人気）
3連単票数 差引計 739206（返還計 24407） 的中 ��� 23515（3番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．2―11．8―12．1―12．9―14．2―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―34．5―46．3―58．4―1：11．3―1：25．5―1：38．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．2
1
3
2－6，9（1，5）11，4，7，8－3
2＝（1，9，11）7（4，8）－（6，5）3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カズロレアート �
�
父 スピルバーグ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．18 新潟2着

2018．3．17生 牡3黒鹿 母 センティナリー 母母 ジェイズジュエリー 5戦2勝 賞金 19，260，000円
〔競走除外〕 スカイナイル号は，疾病〔左後肢跛行〕のため装鞍所で競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アニマーダ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月9日まで平地競走に

出走できない。

2901010月9日 晴 良 （3新潟5） 第1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；負担重量は，3歳54�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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．4
2：20．6

良
良

68 ブリングトゥライフ 牝3鹿 52 川又 賢治�G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 456－202：26．5 24．3�
711 サ ル マ ン 牡3芦 54 斎藤 新吉田 晴哉氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 504± 02：26．71� 40．7�
812 ケンハービンジャー 牡3鹿 54 吉田 隼人中西 宏彰氏 本田 優 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 438± 02：26．8� 5．9�
33 コートダルジャン 牝3鹿 52 �島 克駿 �キャロットファーム 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 22：26．9	 2．2�
44 コンフィアンス 牝3鹿 52 丹内 祐次 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 460＋ 82：27．0� 14．4	
710 ノーウィック 牡4鹿 57 横山 和生エースレーシング 四位 洋文 浦河 三嶋牧場 B484－ 22：27．21� 7．9

45 マケルナマサムネ 牡3鹿 54 松田 大作塩澤 正樹氏 杉山 佳明 洞
湖 レイクヴィラファーム B452± 02：27．3� 7．7�
56 インペリアルツアー 牡3黒鹿54 原 優介 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 452＋ 4 〃 アタマ 16．8�
813 シエラネバダ �6芦 57 富田 暁金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498± 0 〃 アタマ 7．1
57 セ ー リ ン グ 牡4鹿 57 亀田 温心栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント

ファーム 448－ 42：27．5� 69．7�
11 ジ ャ ッ キ ー 牡7栗 57 津村 明秀本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 B482－ 22：28．13	 73．0�
69 � マ ン ド ゥ 牡4黒鹿57 中井 裕二 �スリーエイチレーシング 茶木 太樹 新ひだか 千代田牧場 452－ 62：28．52	 105．0�
22 メ ル カ デ オ 牡3青鹿54 横山 琉人�G1レーシング 斎藤 誠 安平 追分ファーム B492－ 82：28．6クビ 132．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，054，700円 複勝： 44，849，100円 枠連： 13，203，000円
馬連： 58，441，300円 馬単： 23，937，800円 ワイド： 47，247，800円
3連複： 89，074，600円 3連単： 112，388，100円 計： 419，196，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，430円 複 勝 � 610円 � 1，230円 � 240円 枠 連（6－7） 4，770円

馬 連 �� 30，640円 馬 単 �� 67，490円

ワ イ ド �� 9，530円 �� 1，550円 �� 3，580円

3 連 複 ��� 57，990円 3 連 単 ��� 485，000円

票 数

単勝票数 計 300547 的中 � 9877（8番人気）
複勝票数 計 448491 的中 � 18258（8番人気）� 8400（9番人気）� 57251（3番人気）
枠連票数 計 132030 的中 （6－7） 2143（15番人気）
馬連票数 計 584413 的中 �� 1478（45番人気）
馬単票数 計 239378 的中 �� 266（96番人気）
ワイド票数 計 472478 的中 �� 1256（51番人気）�� 8025（18番人気）�� 3382（32番人気）
3連複票数 計 890746 的中 ��� 1152（109番人気）
3連単票数 計1123881 的中 ��� 168（714番人気）

ハロンタイム 12．4―12．1―11．2―12．0―13．1―13．8―12．8―12．0―11．8―11．9―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―24．5―35．7―47．7―1：00．8―1：14．6―1：27．4―1：39．4―1：51．2―2：03．1―2：14．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリングトゥライフ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2020．6．21 東京12着

2018．2．15生 牝3鹿 母 アニマトゥール 母母 リュートフルシティ 11戦1勝 賞金 13，515，000円
〔発走状況〕 ブリングトゥライフ号は，枠入り不良。



2901110月9日 晴 良 （3新潟5） 第1日 第11競走 ��
��1，800�

む ら か み

村 上 特 別
発走15時25分 （芝・左・外）
3歳以上，2勝クラス；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 245，000円 70，000円 35，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．8

良
良

55 アイコンテーラー 牝3栗 53 亀田 温心中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 464＋ 61：47．5 3．2�
89 フローズンスタイル 牝4黒鹿55 藤田菜七子吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 456－ 41：47．82 11．7�
88 マリノソフィア 牝4黒鹿55 吉田 隼人矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 466＋ 81：47．9� 2．6�
77 ジオフロント 牡3鹿 55 	島 克駿 �サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B454＋ 41：48．32� 2．7�
11 イ ベ リ ア 牡6黒鹿57 富田 暁森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 502－ 21：48．4クビ 35．9�
33 シーオブザムーン 牝5青鹿55 津村 明秀 �サンデーレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 476± 01：48．51 25．2	
22 
 ブラックデビル �6鹿 57 小林 凌大岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 474＋14 〃 クビ 21．8

66 サイモンサーマル �6鹿 57 秋山 稔樹澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 492＋ 41：49．67 105．0�

（8頭）
44 フ ラ ル 牝5鹿 55 横山 和生�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 44，700，000円 複勝： 43，832，100円 枠連： 12，730，500円
馬連： 89，651，200円 馬単： 41，278，400円 ワイド： 51，960，300円
3連複： 112，369，300円 3連単： 194，548，600円 計： 591，070，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 210円 � 110円 枠 連（5－8） 390円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 530円 �� 180円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，110円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 差引計 447000（返還計 14963） 的中 � 109119（3番人気）
複勝票数 差引計 438321（返還計 25192） 的中 � 79100（3番人気）� 37743（4番人気）� 133228（1番人気）
枠連票数 差引計 127305（返還計 18158） 的中 （5－8） 25041（2番人気）
馬連票数 差引計 896512（返還計109696） 的中 �� 39217（6番人気）
馬単票数 差引計 412784（返還計 53911） 的中 �� 11751（9番人気）
ワイド票数 差引計 519603（返還計 76487） 的中 �� 21094（6番人気）�� 91674（2番人気）�� 33720（4番人気）
3連複票数 差引計1123693（返還計320494） 的中 ��� 75697（3番人気）
3連単票数 差引計1945486（返還計518738） 的中 ��� 20003（26番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．3―12．9―12．4―12．0―10．9―10．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．9―49．8―1：02．2―1：14．2―1：25．1―1：35．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．3
3 9－5（1，8）（3，7）－2，6 4 9，5（1，8）（3，7）－2－6

勝馬の
紹 介

アイコンテーラー 
�
父 ドゥラメンテ 

�
母父 ケイムホーム デビュー 2020．11．1 京都12着

2018．5．2生 牝3栗 母 ボイルトウショウ 母母 ミッドナイトオアシス 8戦3勝 賞金 30，690，000円
〔競走除外〕 フラル号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。

2901210月9日 晴 良 （3新潟5） 第1日 第12競走 1，200�
あ さ ひ だ け

朝 日 岳 特 別
発走16時00分 （芝・左）

3歳以上，1勝クラス；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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

59 ルミナスライン 牝3鹿 53 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 清水 英克 日高 荒井ファーム 442＋ 21：09．2 8．9�
713 ステラダイヤ 牝3鹿 53 亀田 温心 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 494＋ 21：09．3� 15．0�
24 � タイクーンバゴ 牡4青鹿57 富田 暁�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 500＋ 41：09．61� 13．9�
714 アスクキングコング 牡3黒鹿55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 452± 01：09．81� 8．3�
611 テーオーディエス 牝3鹿 53 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 浦河 チェスナット

ファーム 434－ 6 〃 アタマ 25．6	
47 リーガルマナー �4鹿 57 �島 克駿吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム B494＋ 41：09．9� 17．8

816 イ ヴ 牝4栗 55 津村 明秀石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B486－ 41：10．0� 13．7�
36 カ レ ン ヒ メ 牝4芦 55 横山 和生鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 440＋26 〃 クビ 6．8�
48 スマートルグラン 牝3鹿 53 藤田菜七子大川 徹氏 鹿戸 雄一 新ひだか 静内山田牧場 442＋ 4 〃 アタマ 7．7
715 ノーセキュリティ 牡4鹿 57 勝浦 正樹竹中 一彰氏 飯田 祐史 浦河 赤田牧場 492－ 2 〃 ハナ 19．9�
510� ブレスドレイン 牝5黒鹿55 松田 大作�和田牧場 松永 康利 日高 スマイルファーム 520－ 61：10．1クビ 181．3�
12 ナンヨーローズ 牡3黒鹿55 中井 裕二中村 德也氏 畠山 吉宏 平取 北島牧場 450＋ 4 〃 アタマ 59．4�
818 デルマカンノン 牝3鹿 53 斎藤 新浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 450＋ 81：10．2クビ 7．6�
35 � ブラックアーシャ 牝5黒鹿55 秋山 稔樹古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 486－16 〃 クビ 60．1�
612 キングドンドルマ 牡6青鹿57 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 468＋ 41：10．52 175．2�
817� プライムエルフ 牝4鹿 55 木幡 初也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石栗 龍彦 日高 槇本牧場 418－ 11：11．03 168．8�
23 フ ァ タ リ テ 牡5鹿 57 川又 賢治奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 456＋101：11．21� 65．8�
11 ゲ ノ ム 牡3鹿 55 吉田 隼人今村 明浩氏 高柳 大輔 日高 白井牧場 452＋ 4 （競走中止） 5．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 49，214，800円 複勝： 70，930，200円 枠連： 23，343，400円
馬連： 101，149，200円 馬単： 37，644，000円 ワイド： 89，983，600円
3連複： 179，765，700円 3連単： 182，023，600円 計： 734，054，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 270円 � 410円 � 390円 枠 連（5－7） 1，700円

馬 連 �� 6，520円 馬 単 �� 13，210円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 2，310円 �� 3，640円

3 連 複 ��� 42，450円 3 連 単 ��� 253，290円

票 数

単勝票数 計 492148 的中 � 44153（6番人気）
複勝票数 計 709302 的中 � 73151（3番人気）� 43229（8番人気）� 46677（7番人気）
枠連票数 計 233434 的中 （5－7） 10593（9番人気）
馬連票数 計1011492 的中 �� 12023（30番人気）
馬単票数 計 376440 的中 �� 2136（60番人気）
ワイド票数 計 899836 的中 �� 10598（30番人気）�� 10062（32番人気）�� 6322（54番人気）
3連複票数 計1797657 的中 ��� 3176（168番人気）
3連単票数 計1820236 的中 ��� 521（1014番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．7―11．7―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．9―46．6―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 9（4，13）14（6，18）（10，7）16（11，12）（5，15）17，8，2－3＝1 4 9，13（4，14）（6，18）（10，7，16）（11，12）15（5，8）（2，17）－3＝1

勝馬の
紹 介

ルミナスライン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2020．7．18 福島9着

2018．6．4生 牝3鹿 母 マイネエストレヤ 母母 センシューリーブ 12戦2勝 賞金 23，362，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走中止〕 ゲノム号は，競走中に疾病〔右下腿骨粉砕骨折〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※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） 4頭 ココクラッシュ号・シアープレジャー号・プレミアムコマチ号・レッドルピナス号
（非抽選馬） 2頭 ハイライフ号・レッドヴィエント号



（3新潟5）第1日 10月9日（土曜日） 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

199，860，000円
7，270，000円
20，760，000円
1，460，000円
22，130，000円
64，872，500円
5，757，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
348，385，700円
480，111，900円
121，047，500円
549，240，900円
256，597，100円
471，839，000円
916，029，800円
1，134，356，500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 4，277，608，400円

総入場人員 2，769名 （有料入場人員 1，341名）
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