
2901310月10日 晴 良 （3新潟5） 第2日 第1競走 1，200�2歳未勝利
発走9時55分 （ダート・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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

610 ショウナンワオン 牝2鹿 54 中井 裕二�湘南 武市 康男 日高 木村牧場 460－ 61：11．7 26．3�
11 ロープスピニング 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 416－ 21：11．9� 15．7�
34 コスモツカサ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 438＋ 41：12．43 1．7�
46 フレッシュラムール 牝2黒鹿54 菅原 明良吉田 晴哉氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 434± 01：12．5� 22．7�
22 クイーンアポーン 牝2鹿 54 菊沢 一樹�ジェイアール 土田 稔 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 462－ 61：12．71� 53．8	
712 パ ン ケ ー キ 牝2青 54

53 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 坂元 芳春 414＋ 41：13．33� 27．7

23 グ レ タ 牝2芦 54

52 △秋山 稔樹上野 直樹氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 456－ 81：13．61� 12．5�
815 グリーンエンジェル 牝2黒鹿 54

53 ☆富田 暁中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 山野牧場 500＋14 〃 クビ 4．4�
35 ウインタースイート 牝2栗 54 嶋田 純次�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 春木ファーム 410－ 21：13．7� 355．6
47 アトラクティッド 牝2鹿 54 宮崎 北斗山上 和良氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 422－ 41：13．8� 41．0�
59 モンテッソーリ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大小原準一郎氏 田島 俊明 新ひだか 坂本 智広 406＋ 21：14．11� 243．8�
611 フタミジョウワ 牝2鹿 54 津村 明秀瀬谷 �雄氏 牧 光二 新冠 協和牧場 452－ 21：14．74 25．7�
713 エ ン ラ イ 牝2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 446＋ 41：14．91 293．5�
58 ユーディアライト 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 小河 豊水 374－ 41：15．11� 190．5�
814 ハルノトゥーリ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介丸山 竜一氏 小桧山 悟 浦河 大北牧場 468－ 81：17．4大差 46．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，066，500円 複勝： 44，491，700円 枠連： 9，625，500円
馬連： 42，527，900円 馬単： 26，412，100円 ワイド： 44，741，400円
3連複： 71，722，900円 3連単： 87，422，300円 計： 363，010，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，630円 複 勝 � 430円 � 230円 � 110円 枠 連（1－6） 6，090円

馬 連 �� 13，850円 馬 単 �� 31，040円

ワ イ ド �� 4，050円 �� 990円 �� 520円

3 連 複 ��� 7，970円 3 連 単 ��� 100，600円

票 数

単勝票数 計 360665 的中 � 11630（7番人気）
複勝票数 計 444917 的中 � 15623（9番人気）� 34339（3番人気）� 189696（1番人気）
枠連票数 計 96255 的中 （1－6） 1224（20番人気）
馬連票数 計 425279 的中 �� 2379（32番人気）
馬単票数 計 264121 的中 �� 638（66番人気）
ワイド票数 計 447414 的中 �� 2659（42番人気）�� 11516（11番人気）�� 23404（3番人気）
3連複票数 計 717229 的中 ��� 6745（28番人気）
3連単票数 計 874223 的中 ��� 630（272番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．3―12．4―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―33．8―46．2―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンワオン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．9．20 中山13着

2019．4．30生 牝2鹿 母 ショウナンマハ 母母 フェアノータム 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハルノトゥーリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月10日まで平地競走

に出走できない。
※ウインタースイート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2901410月10日 晴 良 （3新潟5） 第2日 第2競走 ��1，000�2歳未勝利
発走10時25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

59 � オカンモシャチョウ 牝2栗 54
51 ▲松本 大輝 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Cindy Nassal

& Bill Nassal 446－ 6 55．6 10．3�
715 ギンノカミカザリ 牝2芦 54

51 ▲小沢 大仁阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 444－ 4 55．92 6．3�
714 ヴェルデヴェント 牝2芦 54 菊沢 一樹井手 慶祐氏 鈴木慎太郎 日高 スマイルファーム 442－ 8 56．11� 13．8�
713 コスモサルム 牡2栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム 464± 0 56．31 31．4�
11 マブセレナード 牝2青鹿54 原田 和真マブレーシング 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 462＋10 〃 アタマ 10．8	
818 ルクスランページ 牡2栗 55 小崎 綾也�ルクス 村山 明 日高 いとう牧場 460－ 4 56．51� 3．5

23 ダイチラファール 牡2黒鹿 55

53 △秋山 稔樹服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 436＋ 4 56．6� 46．4�
611 ウ ル オ イ 牝2黒鹿54 藤懸 貴志�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 432＋ 4 56．7� 77．7�
816 デ フ ィ デ リ 牡2青鹿 55

52 ▲原 優介伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 452－ 2 〃 クビ 23．0

47 チ ア リ ン グ 牝2鹿 54 菅原 明良�ミルファーム 本間 忍 浦河 村中牧場 446－ 6 56．8� 9．5�
612 テリオスリノ 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 凌大鈴木美江子氏 松下 武士 森 笹川大晃牧場 426－ 4 56．9クビ 4．4�
36 グレースミューズ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 川島牧場 432－ 2 〃 クビ 190．7�
48 レディビートル 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 382± 0 57．11� 176．4�
12 メロンチャン 牝2黒鹿54 柴山 雄一�ミルファーム 大和田 成 新ひだか 小倉 光博 464＋ 2 57．2� 191．0�
510 ワールドブルックス 牡2芦 55

54 ☆亀田 温心本間 茂氏 本田 優 日高 天羽牧場 488－ 2 57．41 82．4�
817 プロメテウス 牡2鹿 55

54 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 440＋ 6 58．57 55．6�
24 アピーリングライフ 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 琉人﨏 文彦氏 天間 昭一 新ひだか 畠山牧場 394－ 2 58．81� 349．1�
（17頭）

35 トラストパッキャオ 牝2栗 54
51 ▲小林 脩斗菅波 雅巳氏 高木 登 新冠 松浦牧場 454－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 28，596，000円 複勝： 39，386，700円 枠連： 12，683，200円
馬連： 46，285，600円 馬単： 20，387，100円 ワイド： 41，393，100円
3連複： 95，323，100円 3連単： 89，021，800円 計： 373，076，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 360円 � 240円 � 390円 枠 連（5－7） 1，830円

馬 連 �� 3，200円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 2，540円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 12，530円 3 連 単 ��� 76，010円

票 数

単勝票数 差引計 285960（返還計 5720） 的中 � 23517（5番人気）
複勝票数 差引計 393867（返還計 7221） 的中 � 27517（6番人気）� 46309（4番人気）� 25313（7番人気）
枠連票数 差引計 126832（返還計 120） 的中 （5－7） 5350（9番人気）
馬連票数 差引計 462856（返還計 18656） 的中 �� 11205（14番人気）
馬単票数 差引計 203871（返還計 7339） 的中 �� 2160（34番人気）
ワイド票数 差引計 413931（返還計 23877） 的中 �� 8783（15番人気）�� 4080（30番人気）�� 10730（10番人気）
3連複票数 差引計 953231（返還計 70312） 的中 ��� 5703（45番人気）
3連単票数 差引計 890218（返還計 60433） 的中 ��� 849（270番人気）

ハロンタイム 11．9―10．1―10．6―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．0―32．6―43．8

上り4F43．7－3F33．6
勝馬の
紹 介

�オカンモシャチョウ �
�
父 Lord Nelson �

�
母父 Closing Argument デビュー 2021．8．29 新潟7着

2019．4．24生 牝2栗 母 Appealing Stella 母母 Rucielo 4戦1勝 賞金 5，610，000円
〔競走除外〕トラストパッキャオ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻8分遅延。
〔制裁〕 マブセレナード号の騎手原田和真は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・8番・12

番）
マブセレナード号の騎手原田和真は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：18番・13番・

14番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トラストパッキャオ号は，令和3年10月11日から令和3年11月9日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アピーリングライフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月10日まで平地

競走に出走できない。
※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。
（非当選馬） 1頭 ウインタースイート号
（非抽選馬） 1頭 エスティメート号

第５回 新潟競馬 第２日
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



2901510月10日 晴 良 （3新潟5） 第2日 第3競走 ��1，800�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
1：53．0
1：50．9

重
不良

58 サーティファイド 牡2鹿 55 川又 賢治安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 476＋ 41：55．0 10．7�
35 インブリウム 牡2栗 55

53 △秋山 稔樹 �社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440－12 〃 クビ 7．0�

47 エニアグラム 牝2栗 54 小崎 綾也合同会社小林英一
ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 432－121：55．63� 5．4�

34 サクラトップラン 牝2鹿 54
53 ☆亀田 温心�トップフェロウ中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 434－22 〃 クビ 109．7�

610 テンオーケオー 牡2栗 55
52 ▲小沢 大仁天白 泰司氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 526－101：55．92 14．3	

22 サ ノ バ レ ー 牝2栗 54
51 ▲小林 凌大佐野 信幸氏 中野 栄治 青森 石田 英機 446＋ 21：56．0アタマ 159．8


11 シャムトラダイコウ 牝2芦 54 黛 弘人西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 486－ 41：56．32 19．9�
814� ピースファイン 牡2栗 55

52 ▲松本 大輝中平 和宏氏 森 秀行 米 KatieRich
Farms 468＋ 21：56．4� 27．3�

713 メ ル ト 牡2鹿 55 丹内 祐次長谷川守正氏 的場 均 浦河 中脇 満 480－ 61：57．03� 3．9
815 ラ ク レ ッ ト 牡2鹿 55 菱田 裕二近藤 英二氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 506＋ 41：57．42� 185．9�
611 フォレスタブル 牡2鹿 55

53 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 根本 康広 青森 清水 貞信 486－ 21：57．61 17．8�
46 ヴェルダット 牡2鹿 55

52 ▲横山 琉人八嶋 長久氏 小島 茂之 新ひだか 前田ファーム 492－ 41：58．02 74．0�
23 ブルーインサニティ 牡2鹿 55 中井 裕二石瀬 浩三氏 川村 禎彦 日高 いとう牧場 496＋101：58．1� 9．6�
59 スターオブノワール 牝2芦 54 勝浦 正樹光安 了氏 土田 稔 新ひだか 沖田 忠幸 436＋ 21：58．52� 77．2�
712 リッキーファラオ 牡2鹿 55 菅原 明良中西 純穂氏 久保田貴士 日高 出口牧場 476－ 41：59．03 6．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，679，200円 複勝： 34，096，900円 枠連： 8，154，200円
馬連： 34，399，100円 馬単： 15，175，300円 ワイド： 34，437，000円
3連複： 54，340，400円 3連単： 57，599，200円 計： 264，881，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 400円 � 250円 � 200円 枠 連（3－5） 4，100円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 10，340円

ワ イ ド �� 1，710円 �� 1，640円 �� 800円

3 連 複 ��� 11，080円 3 連 単 ��� 60，340円

票 数

単勝票数 計 266792 的中 � 21032（6番人気）
複勝票数 計 340969 的中 � 19313（8番人気）� 36576（4番人気）� 49662（2番人気）
枠連票数 計 81542 的中 （3－5） 1539（20番人気）
馬連票数 計 343991 的中 �� 5080（24番人気）
馬単票数 計 151753 的中 �� 1100（48番人気）
ワイド票数 計 344370 的中 �� 5100（23番人気）�� 5308（21番人気）�� 11484（7番人気）
3連複票数 計 543404 的中 ��� 3676（41番人気）
3連単票数 計 575992 的中 ��� 692（236番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．4―13．8―12．4―12．4―13．3―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．5―51．3―1：03．7―1：16．1―1：29．4―1：41．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．9
1
3
3，5，8（10，14，13）7（6，12）（1，9）4，15－11－2
3（5，8）7（14，13）1（10，9）4，2－15－（6，12，11）

2
4
3，5，8（10，7，14）（6，9，13）（1，4，12）－15－11，2・（3，5，8）7，13（1，14）（10，4）9，2－15，11（6，12）

勝馬の
紹 介

サーティファイド �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．9．4 札幌12着

2019．3．21生 牡2鹿 母 チャームピクチャー 母母 サンドピクチャー 2戦1勝 賞金 5，100，000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 メイショウモヒート号

2901610月10日 晴 良 （3新潟5） 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

22 キングリッド 牡7鹿 60 石神 深一吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 460± 03：05．4 10．3�
33 クリノニキータ 牝4鹿 58 白浜 雄造栗本 博晴氏 大根田裕之 新冠 村上牧場 474－ 2 〃 クビ 14．2�
710 オレンジオレンジ 牝5鹿 58 黒岩 悠飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 462± 03：06．78 8．9�
69 ナムラタイガー 牡4鹿 60 中村 将之奈村 睦弘氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 524＋ 43：06．8� 17．2�
68 � リ ッ ジ マ ン 牡8鹿 60 森 一馬�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 B466＋ 4 〃 ハナ 1．3�
44 キタノギャラクシー 牡4鹿 60 上野 翔北所 直人氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 482－ 43：07．43� 22．4	
11 シゲルメイオウセイ 牡4鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 松山 将樹 日高 池添 安雄 508＋ 43：07．61� 95．2

57 ショウナンパンサー �5鹿 60 難波 剛健国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 498－ 43：08．23� 15．7�
56 ダイワセントライト 牡4栗 60 小野寺祐太大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 488－ 63：08．62� 68．0�
813 ニシノオクタゴン 牡6青鹿60 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 480－ 63：09．34 61．3
812 スリーケイエヌ 牡3栗 58 北沢 伸也永井商事� 藤沢 則雄 浦河 栄進牧場 476＋10 〃 ハナ 55．7�
45 � ターキッシュバン 牝6鹿 58 大江原 圭奈良﨑孝一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 折手牧場 446＋ 83：12．7大差 213．9�
711 キ ラ ー ビ ー 牡4鹿 60 金子 光希中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 450＋ 43：16．2大差 133．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，581，300円 複勝： 64，424，200円 枠連： 6，505，800円
馬連： 22，797，100円 馬単： 18，139，200円 ワイド： 21，399，500円
3連複： 46，343，600円 3連単： 77，265，100円 計： 273，455，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，030円 複 勝 � 640円 � 760円 � 570円 枠 連（2－3） 3，240円

馬 連 �� 4，330円 馬 単 �� 10，490円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 870円 �� 820円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 52，840円

票 数

単勝票数 計 165813 的中 � 12779（3番人気）
複勝票数 計 644242 的中 � 26834（3番人気）� 22078（4番人気）� 30470（2番人気）
枠連票数 計 65058 的中 （2－3） 1554（10番人気）
馬連票数 計 227971 的中 �� 4073（12番人気）
馬単票数 計 181392 的中 �� 1296（22番人気）
ワイド票数 計 213995 的中 �� 5254（9番人気）�� 6375（8番人気）�� 6789（7番人気）
3連複票数 計 463436 的中 ��� 5172（21番人気）
3連単票数 計 772651 的中 ��� 1060（139番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 50．8－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングリッド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．11．5 東京2着

2014．2．7生 牡7鹿 母 イングリッド 母母 ア ン チ ョ 障害：3戦1勝 賞金 7，900，000円



2901710月10日 晴 良 （3新潟5） 第2日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時15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
1：33．3
1：32．3

良
良

714 グランデレジーナ 牝2鹿 54 秋山真一郎 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440 ―1：36．2 3．7�

48 ピースオブマインド 牝2鹿 54
51 ▲小林 脩斗廣崎 智子氏 久保田貴士 平取 株式会社

ASK STUD 434 ―1：36．83� 23．1�
611 レ イ フ ル 牝2栗 54 津村 明秀 �キャロットファーム 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 418 ― 〃 クビ 5．2�
35 ローゼシュティア 牝2黒鹿54 菊沢 一樹 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 450 ―1：37．01� 3．9�
715 スマイルカット 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子長谷川守正氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 378 ―1：37．31� 25．7�
818 ゼンノテンバ 牝2栗 54

51 ▲原 優介大迫久美子氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 442 ― 〃 クビ 83．4	
36 グロースザーゲ 牝2栗 54 藤懸 貴志小川眞査雄氏 小林 真也 千歳 社台ファーム 404 ―1：37．4クビ 18．0

23 ジャスミンフローラ 牝2黒鹿54 柴山 雄一 �シルクレーシング 辻 哲英 安平 ノーザンファーム 418 ―1：37．5� 27．5�
612 ブラックアピール 牝2黒鹿54 菅原 明良 KRジャパン 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 456 ―1：37．61 9．9�
817 ミニョンルミエール 牝2栗 54

51 ▲松本 大輝 YGGホースクラブ 和田 雄二 新冠 マリオステー
ブル 432 ―1：37．91� 146．7�

816 クロンヌドラレーヌ 牝2鹿 54
52 △秋山 稔樹ライオンレースホース 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 438 ―1：38．0� 24．2�

12 エ デ ィ ッ タ 牝2栗 54
53 ☆亀田 温心�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 456 ―1：38．21� 38．5�
11 リヤンソウル 牝2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁岡本 真二氏 佐々木晶三 浦河 日進牧場 458 ―1：38．3� 47．1�
47 ロフティースマイル 牝2青鹿 54

53 ☆富田 暁 YGGホースクラブ 飯田 祐史 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450 ― 〃 クビ 57．1�

59 フラワースプリング 牝2鹿 54 黛 弘人八嶋 長久氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 498 ―1：38．51 118．6�
510 ペイシャスウィート 牝2黒鹿54 丹内 祐次北所 直人氏 土田 稔 新冠 オリエント牧場 454 ―1：39．03 151．3�
24 シュガーエンジェル 牝2黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 新ひだか 片山牧場 406 ―1：41．0大差 216．0�
713 タカラグローリー 牝2芦 54 勝浦 正樹村山 義男氏 藤原 辰雄 新冠 大栄牧場 484 ―1：41．11 18．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，559，800円 複勝： 37，709，900円 枠連： 12，255，100円
馬連： 39，498，900円 馬単： 19，192，000円 ワイド： 39，508，100円
3連複： 67，634，500円 3連単： 68，124，300円 計： 316，482，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 380円 � 170円 枠 連（4－7） 1，730円

馬 連 �� 4，140円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 420円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 7，080円 3 連 単 ��� 45，980円

票 数

単勝票数 計 325598 的中 � 72967（1番人気）
複勝票数 計 377099 的中 � 78428（1番人気）� 18778（6番人気）� 62631（3番人気）
枠連票数 計 122551 的中 （4－7） 5460（6番人気）
馬連票数 計 394989 的中 �� 7392（14番人気）
馬単票数 計 191920 的中 �� 2018（23番人気）
ワイド票数 計 395081 的中 �� 6743（16番人気）�� 26674（3番人気）�� 5332（20番人気）
3連複票数 計 676345 的中 ��� 7163（21番人気）
3連単票数 計 681243 的中 ��� 1074（120番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―25．0―38．0―50．9―1：02．7―1：13．4―1：24．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．5
3 8（14，18）（11，12，16）15（5，7，13）10（3，2）9（1，17）－6－4 4 8（14，18）（11，12，16，15）（5，7）13（3，10，2）（9，17）－1，6－4

勝馬の
紹 介

グランデレジーナ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2019．3．9生 牝2鹿 母 グランデアモーレ 母母 ヒカルアモーレ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ゼンノテンバ号は，発進不良〔出遅れ〕。
※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 シーグラス号

2901810月10日 晴 良 （3新潟5） 第2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）

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

47 ネフェルタリ 牝3黒鹿 53
50 ▲松本 大輝 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 服部 牧場 494± 01：52．5 8．4�
35 タイセイヴィーナス 牝3鹿 53

50 ▲小沢 大仁田中 成奉氏 大橋 勇樹 浦河 酒井牧場 464＋ 21：52．61 3．7�
34 ラボンダンス 牝4栗 55

51 ★永島まなみ�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498－ 41：52．7クビ 36．1�

59 イシュタルゲート 牡5鹿 57
55 △秋山 稔樹吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：53．02 13．6�

23 アイルビーメジャー 牡4栗 57 森 裕太朗岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 472＋ 41：53．42� 72．5�
22 ウォーターブレイク 牝5黒鹿 55

54 ☆富田 暁山岡 正人氏 河内 洋 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 4 〃 クビ 30．4	

610 メ ン デ ィ 牡5鹿 57
56 ☆木幡 育也 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 524＋ 41：53．61� 23．5


814 ミエノハヤブサ �3鹿 55 菅原 明良里見美惠子氏 田中 博康 新ひだか グランド牧場 B474－101：54．23� 27．5�
712 テイエムダイアタリ 牡3黒鹿55 菊沢 一樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 上井農場 518＋141：54．62� 28．4�
713 トレイトセオリー 牝3栗 53

51 ◇藤田菜七子 社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 61：55．98 4．2�

815� スリーシャーペン 牡4鹿 57
54 ▲原 優介永井商事� 木原 一良 浦河 中神牧場 482－ 41：56．43 6．4�

46 ゴールドジャーニー 牝3鹿 53 川又 賢治吉田 和美氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B450－101：56．5クビ 104．2�
611 トランザクト 牡3鹿 55

52 ▲横山 琉人�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 B508－ 71：56．71� 63．1�
58 オブリガーダミノル 牝3鹿 53

52 ☆亀田 温心吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476＋261：57．76 23．7�
11 レスプロンディール 牝3栗 53

50 ▲小林 凌大中辻 明氏 西園 正都 浦河 バンブー牧場 468－ 21：58．65 7．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，880，600円 複勝： 40，257，700円 枠連： 9，671，600円
馬連： 42，108，900円 馬単： 17，793，900円 ワイド： 43，956，000円
3連複： 72，254，900円 3連単： 73，280，000円 計： 328，203，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 280円 � 170円 � 560円 枠 連（3－4） 1，210円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，010円

ワ イ ド �� 570円 �� 3，340円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 9，630円 3 連 単 ��� 45，870円

票 数

単勝票数 計 288806 的中 � 27422（5番人気）
複勝票数 計 402577 的中 � 35064（6番人気）� 79739（1番人気）� 15059（8番人気）
枠連票数 計 96716 的中 （3－4） 6172（3番人気）
馬連票数 計 421089 的中 �� 25171（2番人気）
馬単票数 計 177939 的中 �� 4421（8番人気）
ワイド票数 計 439560 的中 �� 21287（3番人気）�� 3232（43番人気）�� 6860（19番人気）
3連複票数 計 722549 的中 ��� 5623（30番人気）
3連単票数 計 732800 的中 ��� 1158（133番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．2―13．2―12．8―12．3―13．1―12．3―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―35．6―48．8―1：01．6―1：13．9―1：27．0―1：39．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．6
1
3
1，2（7，11）5（3，13）15，6，14，4，8（10，12）＝9
7，2（1，11）（3，6，9）5（4，15，14）（10，13，12）8

2
4
1，2（5，7，11）3（13，15）（4，6）－（10，8，14）12－9
7，2，9，3－（1，5，11，14）（4，6）（10，12）15－13－8

勝馬の
紹 介

ネフェルタリ �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Arch デビュー 2020．11．22 阪神3着

2018．4．29生 牝3黒鹿 母 ホワットアスポット 母母 Eversmile 8戦2勝 賞金 18，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オブリガーダミノル号・レスプロンディール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和3年11月10日まで平地競走に出走できない。
※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 アシュラム号



2901910月10日 晴 良 （3新潟5） 第2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）

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
1：09．1
1：08．5

重
重

44 ハギノオーロ 牝4鹿 55 藤懸 貴志安岡美津子氏 高野 友和 浦河 村下 明博 522＋ 21：11．3 9．9�
56 アップリバー 牝3青鹿53 津村 明秀平田 修氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム B492－ 2 〃 クビ 2．9�
710 キクノロージズ 牝6芦 55

54 ☆富田 暁菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 502－ 61：11．5� 53．4�
45 � ミューティー 牝4鹿 55 丹内 祐次鈴木 康弘氏 古賀 史生 新ひだか 千代田牧場 486－ 41：11．6� 13．3�
711 キャンディキューブ 牝3黒鹿 53

50 ▲原 優介原 �子氏 大和田 成 新ひだか 岡田スタツド 464＋101：11．7� 43．2�
69 メルテッドハニー 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 育也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 398－ 21：11．8� 14．0�
812 ビーマイベイビー 牝3鹿 53 菅原 明良	ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 446－ 2 〃 クビ 4．2

813 メ シ ア ン 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大 KAJIMOTOホー
ルディングス� 和田 勇介 新ひだか 金 球美 456± 01：12．0� 6．8�

68 ミ ズ リ ー ナ 牝4鹿 55 中井 裕二北山 敏氏 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 476＋ 21：12．1� 7．7�
22 メイショウアゴニカ 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 B492－ 41：12．42 56．6�
11 � マサハヤアン 牝4鹿 55 森 一馬中村 政夫氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 458－ 41：12．82� 85．8�
57 ナリタエール 牝3鹿 53

50 ▲松本 大輝�オースミ 宮本 博 日高 白井牧場 402－ 21：13．0� 17．9�
33 レッドカルム 牝4黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁 �東京ホースレーシング 奥村 武 千歳 社台ファーム 518－ 21：13．21� 36．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 31，977，600円 複勝： 40，683，000円 枠連： 9，397，400円
馬連： 42，041，500円 馬単： 20，848，500円 ワイド： 42，849，700円
3連複： 66，309，200円 3連単： 77，583，200円 計： 331，690，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 300円 � 140円 � 760円 枠 連（4－5） 820円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 4，200円

ワ イ ド �� 830円 �� 5，140円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 16，780円 3 連 単 ��� 85，870円

票 数

単勝票数 計 319776 的中 � 25627（5番人気）
複勝票数 計 406830 的中 � 31246（5番人気）� 101511（1番人気）� 10295（10番人気）
枠連票数 計 93974 的中 （4－5） 8819（3番人気）
馬連票数 計 420415 的中 �� 16633（5番人気）
馬単票数 計 208485 的中 �� 3718（15番人気）
ワイド票数 計 428497 的中 �� 13820（6番人気）�� 2080（50番人気）�� 4733（27番人気）
3連複票数 計 663092 的中 ��� 2962（57番人気）
3連単票数 計 775832 的中 ��� 655（312番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．7―12．2―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―34．2―46．4―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハギノオーロ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．10．12 京都13着

2017．5．24生 牝4鹿 母 ハギノアーク 母母 ハギノスプレンダー 14戦2勝 賞金 19，330，000円
〔発走状況〕 レッドカルム号は，枠内駐立不良〔突進〕。

2902010月10日 晴 良 （3新潟5） 第2日 第8競走 ��1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・左・外）

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
1：31．5
1：30．3

良
良

612 イ ン ナ リ オ 牝3鹿 53 津村 明秀 �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：32．9 6．1�
24 メモリーエフェクト 牡3鹿 55

54 ☆富田 暁�シンザンクラブ 大久保龍志 日高 下河辺牧場 474－ 21：33．1� 3．8�
715 セイイーグル �7鹿 57 丹内 祐次 �吉澤ホールディングス 宮本 博 千歳 社台ファーム 458＋141：33．31� 20．7�
817 ド ラ ミ モ ン 牡3栗 55

53 ◇藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 432－ 81：33．4	 27．0�
48 
 フォーチュンリング 牝6鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：33．5� 34．1	
47 ナイトオブレディ 牝4黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458－16 〃 クビ 65．1


510 ジューンロールオン 牡3芦 55 菱田 裕二吉川 潤氏 武 英智 千歳 社台ファーム 474＋ 81：33．6	 2．8�
818 グランデフィオーレ 牝3芦 53

52 ☆亀田 温心 �キャロットファーム 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458± 0 〃 ハナ 7．0�

35 グレンフィナン �6鹿 57
54 ▲原 優介�G1レーシング 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B490＋101：33．7クビ 81．6

816 ハローキャンディ 牝4鹿 55
52 ▲小林 脩斗中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 454＋ 2 〃 クビ 52．5�

59 ヴ ア ー サ 牡3青 55 川又 賢治本間 茂氏 �島 一歩 新ひだか 矢野牧場 452＋ 61：34．12 17．1�
11 スペースシップ 牡4芦 57

54 ▲小林 凌大 �ビッグレッドファーム 松永 康利 平取 北島牧場 478＋ 81：34．2	 184．6�
714 ギ ベ ル テ ィ 牡4黒鹿57 菅原 明良ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524－ 61：34．3	 25．0�
12 ブルアモーレ 牝3黒鹿53 秋山真一郎髙田 秀信氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 21：34．83 30．8�
36 カイトレッド 牝4鹿 55 柴山 雄一本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 466± 01：34．9	 159．8�
611
 ベルクハイム 牡4栗 57

54 ▲松本 大輝栗嶋 豊明氏 天間 昭一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 532－161：35．64 88．1�

23 ナタラディーヴァ 牝5黒鹿 55
53 △秋山 稔樹加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 460＋ 61：35．7� 118．8�

713 ショウナンアイビー 牡3鹿 55 勝浦 正樹国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B500＋ 61：35．8	 53．7�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，512，900円 複勝： 43，889，500円 枠連： 10，615，200円
馬連： 45，280，300円 馬単： 20，999，200円 ワイド： 42，088，100円
3連複： 71，877，900円 3連単： 78，836，300円 計： 348，099，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 210円 � 150円 � 390円 枠 連（2－6） 1，320円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，680円 �� 790円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 27，770円

票 数

単勝票数 計 345129 的中 � 44760（3番人気）
複勝票数 計 438895 的中 � 54791（3番人気）� 92007（1番人気）� 22765（6番人気）
枠連票数 計 106152 的中 （2－6） 6211（5番人気）
馬連票数 計 452803 的中 �� 27780（3番人気）
馬単票数 計 209992 的中 �� 5285（8番人気）
ワイド票数 計 420881 的中 �� 23875（2番人気）�� 6059（16番人気）�� 13527（6番人気）
3連複票数 計 718779 的中 ��� 9585（12番人気）
3連単票数 計 788363 的中 ��� 2058（56番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．3―11．6―12．1―11．6―11．2―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．0―34．3―45．9―58．0―1：09．6―1：20．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．9
3 ・（6，11，13）（2，15，14）（1，4）（16，18）12，7（9，10）－（8，17）－（5，3） 4 ・（6，13）11（2，15，14）18（1，4）（12，16，9，10）7（8，17）－（5，3）

勝馬の
紹 介

イ ン ナ リ オ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．9．19 中山2着

2018．3．18生 牝3鹿 母 インナーアージ 母母 ミュージカルウェイ 5戦2勝 賞金 17，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 カケル号・デンセツノマジョ号
（非抽選馬） 2頭 アランチャアミーゴ号・ビゾンテノブファロ号



2902110月10日 晴 良 （3新潟5） 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）

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

710 プレジールミノル 牡3栗 55
54 ☆亀田 温心吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム B492＋ 81：10．5 2．3�

56 ディベルティール 牡3鹿 55
53 △秋山 稔樹ライオンレースホース� 田島 俊明 新ひだか 飛野牧場 508＋ 8 〃 アタマ 6．0�

45 オールミラージュ 牡5栗 57
54 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 深山 雅史 新冠 スカイビーチステーブル 458－ 21：11．03 61．3�

57 スターファイター 牡4鹿 57 勝浦 正樹 �YGGホースクラブ 田島 俊明 新冠 川上牧場 476－ 81：11．1� 18．6�
33 カップッチョ 牡4鹿 57 嶋田 純次�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 478＋ 81：11．2� 32．8	
68 マクシミリアン 牡3栗 55 津村 明秀�ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 450－ 41：11．41 10．0

69 ソウルユニバンス �4黒鹿57 黒岩 悠亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 480－ 8 〃 クビ 48．1�
11 シューラヴァラ 牡3黒鹿 55

54 ☆富田 暁高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 466＋10 〃 ハナ 18．8�
813� キュウドウクン 牡5鹿 57

54 ▲松本 大輝冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy
Stables, Inc. 476＋101：11．5クビ 43．1

44 ウェーブメジャー 牡3鹿 55
52 ▲小沢 大仁万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 B458＋ 2 〃 アタマ 22．9�

812 カ ザ ル ス 牡3栗 55
52 ▲服部 寿希浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B498± 01：11．6� 240．7�

711 フォックススリープ 牡3鹿 55 菅原 明良石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ラツキー牧場 B472＋ 41：11．7クビ 3．3�
22 	 リネンコジーン 牡6芦 57 秋山真一郎戸山 光男氏 南田美知雄 浦河 江谷牧場 486＋ 21：11．8
 54．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，839，200円 複勝： 33，802，900円 枠連： 9，613，200円
馬連： 47，570，000円 馬単： 23，196，600円 ワイド： 41，743，500円
3連複： 73，451，600円 3連単： 102，285，800円 計： 359，502，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 210円 � 700円 枠 連（5－7） 410円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，200円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，910円 �� 3，010円

3 連 複 ��� 13，600円 3 連 単 ��� 42，010円

票 数

単勝票数 計 278392 的中 � 94933（1番人気）
複勝票数 計 338029 的中 � 83451（1番人気）� 39397（3番人気）� 8860（10番人気）
枠連票数 計 96132 的中 （5－7） 17827（2番人気）
馬連票数 計 475700 的中 �� 28923（5番人気）
馬単票数 計 231966 的中 �� 7901（6番人気）
ワイド票数 計 417435 的中 �� 24400（3番人気）�� 5410（21番人気）�� 3379（31番人気）
3連複票数 計 734516 的中 ��� 4048（41番人気）
3連単票数 計1022858 的中 ��� 1765（122番人気）

ハロンタイム 12．0―11．1―11．1―12．1―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．1―34．2―46．3―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレジールミノル �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2020．6．7 阪神12着

2018．4．6生 牡3栗 母 セブンシークィーン 母母 ダンツプリンセス 13戦2勝 賞金 23，893，000円
〔3走成績による出走制限〕 カザルス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年12月10日まで平地競走に出走できない。

2902210月10日 晴 良 （3新潟5） 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；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 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

22 ケンアンビシャス 牡3黒鹿55 亀田 温心中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 470－ 22：00．2 8．1�
89 マイネルデステリョ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 448－ 62：00．41 2．7�
44 カレンレベンティス 牡3黒鹿55 菅原 明良鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 462－ 22：00．72 3．5�
77 アイオープナー 牝4青 55 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 42：00．91 8．8�
11 マジストラル 牡5鹿 57 富田 暁 �サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 502＋ 6 〃 クビ 14．5	
66 スズカキング 牡4鹿 57 森 裕太朗永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム B452－ 22：01．0� 6．5

55 キュンストラー 牝3芦 53 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 406＋182：01．1� 54．8�

810 ヤップヤップヤップ 牡5栗 57 木幡 初也薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 456± 0 〃 クビ 14．3�
78 トゥルーバローズ �3鹿 55 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム B492－ 62：02．69 17．6

（9頭）
33 グランエクセレント 牡4鹿 57 柴山 雄一田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 512＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，094，200円 複勝： 31，836，900円 枠連： 7，728，800円
馬連： 44，011，200円 馬単： 24，009，800円 ワイド： 34，030，400円
3連複： 62，300，400円 3連単： 100，711，200円 計： 331，722，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 150円 � 120円 � 130円 枠 連（2－8） 960円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 370円 �� 400円 �� 190円

3 連 複 ��� 950円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 差引計 270942（返還計 3082） 的中 � 26556（4番人気）
複勝票数 差引計 318369（返還計 5819） 的中 � 45690（3番人気）� 83306（1番人気）� 64288（2番人気）
枠連票数 差引計 77288（返還計 3640） 的中 （2－8） 6200（4番人気）
馬連票数 差引計 440112（返還計 14370） 的中 �� 25759（5番人気）
馬単票数 差引計 240098（返還計 7841） 的中 �� 5159（17番人気）
ワイド票数 差引計 340304（返還計 14632） 的中 �� 21033（3番人気）�� 19023（5番人気）�� 55682（1番人気）
3連複票数 差引計 623004（返還計 45959） 的中 ��� 49104（1番人気）
3連単票数 差引計1007112（返還計 71701） 的中 ��� 7036（25番人気）

ハロンタイム 12．8―11．2―11．9―12．3―12．7―12．8―12．3―11．3―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―35．9―48．2―1：00．9―1：13．7―1：26．0―1：37．3―1：48．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケンアンビシャス �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 モルフェデスペクタ デビュー 2020．12．6 中山3着

2018．2．27生 牡3黒鹿 母 モルフェキイ 母母 ハセノグッドダンス 11戦2勝 賞金 20，543，000円
〔競走除外〕 グランエクセレント号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。



2902310月10日 晴 良 （3新潟5） 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，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 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

24 シセイヒテン 牡6青 57 勝浦 正樹猪苗代 勇氏 宗像 義忠 新冠 パカパカ
ファーム 464＋ 61：08．6 18．4�

612� デトロイトテソーロ 牝4黒鹿55 亀田 温心了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 米 Blackstone

Farm LLC 474＋ 6 〃 アタマ 7．4�
611� ショウナンアリアナ 牝5鹿 55 中井 裕二国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 446－ 4 〃 ハナ 28．5�
714	 エムオーシャトル 牝3鹿 53 木幡 初也大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 市川牧場 456＋ 2 〃 クビ 24．8�
59 	 ロ ジ ー ナ 牝4黒鹿55 菅原 明良 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 466＋ 81：08．7クビ 5．6�
11 � ジャズエチュード 牝3鹿 52 秋山 稔樹吉田 和子氏 黒岩 陽一 豪 Morning

Rise Stud 504＋12 〃 クビ 3．3	
23 ダノンシティ 牡5鹿 57 菱田 裕二�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 2 〃 クビ 7．2

816 ト キ メ キ 牝4栗 55 柴山 雄一�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 500－ 41：08．8クビ 20．6�
817 フォイアーロート 牡3青鹿55 秋山真一郎吉田 勝己氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 アタマ 19．7
36 � デルマカトリーナ 牝5鹿 55 川又 賢治浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 442－ 21：08．9クビ 46．8�
48 アテンフラワー 牝6青鹿55 和田 翼�マークス 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 484－ 2 〃 クビ 67．9�
715 ベイビーボス 牡4鹿 57 菊沢 一樹酒井 喜生氏 矢野 英一 白老 習志野牧場 466－ 81：09．0クビ 31．6�
510	 シルヴェーヌ 牝6鹿 55 宮崎 北斗西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 466－ 8 〃 クビ 176．5�
47 レ ノ ー ア 牝5栗 55 嶋田 純次畑佐 博氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 B428＋ 21：09．1
 15．6�
12 ナンヨーアミーコ �8栗 57 黛 弘人中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 426－ 8 〃 ハナ 78．4�
713 グレイトゲイナー 牡4青鹿57 松本 大輝田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 466＋ 41：09．31� 13．2�
818	 クリッパークラス 牝5栗 55 津村 明秀 �シルクレーシング 武市 康男 新冠 村上牧場 460＋ 21：09．83 27．8�
35 ペイシャドリーム 牝5鹿 55 小林 脩斗北所 直人氏 的場 均 新冠 ラツキー牧場 462＋ 21：11．18 103．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 67，578，900円 複勝： 86，862，600円 枠連： 43，743，800円
馬連： 190，733，800円 馬単： 69，656，500円 ワイド： 129，083，600円
3連複： 344，486，500円 3連単： 365，875，600円 計： 1，298，021，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，840円 複 勝 � 450円 � 300円 � 750円 枠 連（2－6） 1，660円

馬 連 �� 8，770円 馬 単 �� 20，800円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 4，710円 �� 3，210円

3 連 複 ��� 63，950円 3 連 単 ��� 429，220円

票 数

単勝票数 計 675789 的中 � 29328（7番人気）
複勝票数 計 868626 的中 � 50647（6番人気）� 85390（4番人気）� 27976（10番人気）
枠連票数 計 437438 的中 （2－6） 20369（7番人気）
馬連票数 計1907338 的中 �� 16849（32番人気）
馬単票数 計 696565 的中 �� 2511（73番人気）
ワイド票数 計1290836 的中 �� 12230（32番人気）�� 7023（60番人気）�� 10398（40番人気）
3連複票数 計3444865 的中 ��� 4040（198番人気）
3連単票数 計3658756 的中 ��� 618（1242番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．0―11．7―11．1―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．4―45．1―56．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．2
3 ・（1，12）（14，18）（4，13，15）（6，17）（9，16）（7，11）（8，10）5，3，2 4 ・（1，12）14（4，18）（13，15）（9，6，17）16，11，10（7，8）3（5，2）

勝馬の
紹 介

シセイヒテン �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．2．3 東京2着

2015．3．28生 牡6青 母 シセイカグヤ 母母 シーヴィーナス 28戦4勝 賞金 97，791，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 コスモカルナック号・チェアリングソング号・メイショウミモザ号

2902410月10日 晴 良 （3新潟5） 第2日 第12競走 ��1，200�
みょうこう

妙 高 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス，2．10．10以降3．10．3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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

11 � ララクリュサオル 牡5鹿 57 中井 裕二フジイ興産� 辻野 泰之 米 Ranjan
Racing Inc. 496－ 21：10．3 3．4�

（法942）

23 カネコメアサヒ 牡5栗 53 川又 賢治髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 B434－ 81：10．62 46．1�
47 キモンブラウン 牝3栗 53 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 ヤマタケ牧場 B452－ 21：10．81� 7．2�
34 � ジェットマックス 牡4鹿 55 松本 大輝大野 剛嗣氏 森 秀行 米 C. Kidder

& N. Cole 512＋ 2 〃 クビ 22．1�
35 � フ リ ー ド 牝3鹿 52 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 西園 正都 愛 Lynch

Bages Ltd 506± 01：10．9クビ 6．3	
610� カーンテソーロ 牡5栗 53 亀田 温心了德寺健二ホール

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

500＋ 21：11．0� 41．8

46 ヴァガボンド 牡3栗 54 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 474＋101：11．1� 4．4�
814� メイショウヒボタン 牝7栗 52 秋山真一郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 458± 0 〃 クビ 56．6�
58 ハナブショウ 牝5鹿 52 横山 琉人河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 468＋121：11．2クビ 44．1
712 グーテンモルゲン 牡5鹿 54 富田 暁薪浦 亨氏 牧田 和弥 様似 清水スタッド 522＋ 41：11．3	 7．7�
815 イ デ ィ オ ム 牡3栗 53 丹内 祐次小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 492＋ 4 〃 アタマ 14．6�
22 ショウナンバサロ 牡3芦 53 菅原 明良国本 哲秀氏 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 480＋101：11．51� 13．2�
611 コ ラ ー ド 牡6芦 52 小崎 綾也名古屋友豊� 木原 一良 浦河 宮内牧場 488＋ 21：11．71� 199．4�
59 スイートアリエス 牝3鹿 51 原 優介前田 清二氏 青木 孝文 日高 シンボリ牧場 458－ 41：11．8� 109．7�
713 ミラクルチューン 牝5黒鹿52 秋山 稔樹ロイヤルパーク 大根田裕之 新ひだか 武 牧場 492＋ 61：12．22� 58．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 63，005，000円 複勝： 80，379，600円 枠連： 24，461，500円
馬連： 109，008，600円 馬単： 43，302，700円 ワイド： 87，161，800円
3連複： 178，568，500円 3連単： 206，574，300円 計： 792，462，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 890円 � 220円 枠 連（1－2） 2，310円

馬 連 �� 8，480円 馬 単 �� 14，200円

ワ イ ド �� 2，470円 �� 500円 �� 5，280円

3 連 複 ��� 19，170円 3 連 単 ��� 97，750円

票 数

単勝票数 計 630050 的中 � 147639（1番人気）
複勝票数 計 803796 的中 � 156738（1番人気）� 17409（12番人気）� 98646（3番人気）
枠連票数 計 244615 的中 （1－2） 8184（11番人気）
馬連票数 計1090086 的中 �� 9960（28番人気）
馬単票数 計 433027 的中 �� 2287（53番人気）
ワイド票数 計 871618 的中 �� 8712（28番人気）�� 48778（2番人気）�� 4018（57番人気）
3連複票数 計1785685 的中 ��� 6985（64番人気）
3連単票数 計2065743 的中 ��� 1532（312番人気）

ハロンタイム 11．6―10．4―11．2―12．5―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．6―22．0―33．2―45．7―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．1
3 6，7（5，2，15）8，1（3，14）（4，9）（10，13）－（11，12） 4 6（7，15）5（2，8）1（3，14）4（9，13）10，12，11

勝馬の
紹 介

�ララクリュサオル �
�
父 Speightstown �

�
母父 War Front デビュー 2019．1．12 京都1着

2016．2．17生 牡5鹿 母 Lindy 母母 Dattts Lady Di 10戦3勝 賞金 47，880，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 インウィクトス号・コパノジャンピング号・コルニリア号・スズノフブキ号・タガノペルマネンテ号・

トリプルシックス号・マリノエンブレム号

３レース目



（3新潟5）第2日 10月10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 179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
2，990，000円
19，790，000円
1，540，000円
21，960，000円
76，984，250円
5，689，500円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
421，371，200円
577，821，600円
164，455，300円
706，262，900円
319，112，900円
602，392，200円
1，204，613，500円
1，384，579，100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 5，380，608，700円

総入場人員 3，085名 （有料入場人員 1，694名）
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