
2908510月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走9時50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

611 スピリトーゾ 牡2黒鹿55 菱田 裕二 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 新ひだか 今 牧場 470－ 61：53．9 10．2�

47 ビナホイアン 牡2鹿 55
52 ▲松本 大輝井之口二三雄氏 杉山 佳明 新冠 プログレスファーム 448＋ 21：54．43 5．8�

34 プリモスペランツァ 牡2栗 55
54 ☆泉谷 楓真伊藤 篤氏 中竹 和也 新冠 オリエント牧場 486＋141：54．5� 1．9�

46 ベネロングポイント 牡2栗 55
54 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース和田正一郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 81：55．99 11．3�
814 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 528＋ 21：56．0� 20．4	
58 コスモブライヤー 牡2芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 482＋16 〃 クビ 57．0

610 ヤマニンクラビーア 牡2鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 蛯名 利弘 新冠 錦岡牧場 494－ 21：56．1� 146．6�
11 トーセンキッド 牡2青鹿55 江田 照男島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ

スティファーム 464± 01：56．31 31．3
712 ニホンピロナッシュ 牡2鹿 55

52 ▲西谷 凜小林百太郎氏 畑端 省吾 新ひだか 佐竹 学 506＋ 2 〃 クビ 167．6�
23 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 430± 0 〃 ハナ 13．6�
713 フレイムジョーカー 牡2鹿 55 菅原 明良 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 41：56．5� 8．9�
59 ヴィヴィッドパール 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 日高 西野 春樹 440＋ 21：56．92� 381．8�
22 ポジティブガール 牝2栗 54

53 ☆亀田 温心平川 浩之氏 小林 真也 日高 槇本牧場 460－201：57．0� 231．6�
35 メイマックス 牡2鹿 55 古川 吉洋古賀 和夫氏 昆 貢 新冠 上井農場 456＋ 21：57．21� 190．0�
815 ジ ョ リ エ ス 牡2栗 55

52 ▲原 優介須本 浩行氏 小手川 準 浦河 ダイヤモンドファーム 462＋ 21：57．3� 87．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，331，000円 複勝： 42，305，100円 枠連： 8，429，200円
馬連： 46，163，000円 馬単： 22，468，600円 ワイド： 43，610，300円
3連複： 79，038，400円 3連単： 84，766，500円 計： 357，112，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 210円 � 130円 � 110円 枠 連（4－6） 1，520円

馬 連 �� 2，520円 馬 単 �� 4，870円

ワ イ ド �� 760円 �� 470円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，430円 3 連 単 ��� 12，840円

票 数

単勝票数 計 303310 的中 � 25045（4番人気）
複勝票数 計 423051 的中 � 32436（5番人気）� 75989（2番人気）� 147472（1番人気）
枠連票数 計 84292 的中 （4－6） 4292（8番人気）
馬連票数 計 461630 的中 �� 14180（10番人気）
馬単票数 計 224686 的中 �� 3458（16番人気）
ワイド票数 計 436103 的中 �� 12883（10番人気）�� 22269（4番人気）�� 60403（1番人気）
3連複票数 計 790384 的中 ��� 41278（3番人気）
3連単票数 計 847665 的中 ��� 4783（35番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．8―13．6―13．2―12．9―12．8―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．4―50．0―1：03．2―1：16．1―1：28．9―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．8
1
3
7，11（12，13）14，3，5－8，10（9，4，15）1－（2，6）
7，11（12，13）8（3，14，4，10）5（9，1）－（6，15）2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スピリトーゾ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．10．9 阪神9着

2019．3．5生 牡2黒鹿 母 チアズスワロー 母母 チアズダンサー 2戦1勝 賞金 5，100，000円

2908610月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第2競走 2，000�2歳未勝利
発走10時15分 （芝・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
2：01．3
1：58．9

良
良

33 インダミタブル 牡2鹿 55 坂井 瑠星ライオンレースホース� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 490－ 42：05．3 5．7�
79 ヴィンテージボンド 牡2黒鹿55 西村 淳也 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 474± 02：05．51� 3．8�
11 マイネルオーサム 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 466± 02：05．6クビ 6．4�
22 ウ ロ ボ ン 牡2黒鹿55 菅原 明良井山 登氏 武井 亮 むかわ 市川牧場 B452－ 42：06．02� 2．4�
811 クリノセキトバ 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁栗本 博晴氏 川村 禎彦 浦河 株式会社 森
本スティーブル 444± 02：06．21� 57．3	

78 ドリームグロウ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 新開 幸一 日高 三輪牧場 500－ 22：06．3� 306．4

810 エ ム ラ ム 牡2鹿 55 津村 明秀吉田 安惠氏 鈴木慎太郎 安平 追分ファーム 500－ 2 〃 アタマ 26．8�
66 ソレジャートポスト 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 454＋ 42：07．15 8．8�
44 トーセンアクティブ 牡2鹿 55 菊沢 一樹島川 哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 22：07．31� 159．9�
67 ヨウヘンテンモク 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 444－ 6 〃 クビ 157．1�
55 リネンスイング 牡2黒鹿55 勝浦 正樹戸山 光男氏 粕谷 昌央 新冠 村上 進治 446－ 2 〃 ハナ 356．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，256，000円 複勝： 31，398，800円 枠連： 4，691，000円
馬連： 34，434，000円 馬単： 18，331，200円 ワイド： 28，443，300円
3連複： 46，437，600円 3連単： 68，185，800円 計： 259，177，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 190円 � 150円 � 180円 枠 連（3－7） 910円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 410円 �� 490円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 10，130円

票 数

単勝票数 計 272560 的中 � 39888（3番人気）
複勝票数 計 313988 的中 � 39059（4番人気）� 57892（2番人気）� 44850（3番人気）
枠連票数 計 46910 的中 （3－7） 3970（4番人気）
馬連票数 計 344340 的中 �� 22712（6番人気）
馬単票数 計 183312 的中 �� 6137（11番人気）
ワイド票数 計 284433 的中 �� 17864（6番人気）�� 14527（8番人気）�� 19558（5番人気）
3連複票数 計 464376 的中 ��� 20592（7番人気）
3連単票数 計 681858 的中 ��� 4878（38番人気）

ハロンタイム 13．4―12．0―13．0―13．4―12．7―12．7―12．4―11．9―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．4―25．4―38．4―51．8―1：04．5―1：17．2―1：29．6―1：41．5―1：53．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．7
1
3
・（8，10）－（6，7）－9，3（5，11）（4，2）－1・（8，10）－（7，3，9）（6，5，2）（11，1）4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インダミタブル �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．8．8 新潟4着

2019．2．7生 牡2鹿 母 ヒアーズトウショウ 母母 シーイズトウショウ 2戦1勝 賞金 6，200，000円
※出走取消馬 コスモフロイデ号（疾病〔右前肢挫創〕のため）

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５回 新潟競馬 第８日



2908710月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第3競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時40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

35 ダノンマデイラ 牡3黒鹿55 菱田 裕二�ダノックス 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 460－ 81：51．6 49．6�
46 トーアシオン �5栗 57 津村 明秀高山ランド� 辻 哲英 豊浦トーア牧場 482＋ 21：52．55 5．5�
34 モンサンイルベント 牡4鹿 57 坂井 瑠星山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 510－141：52．92� 11．2�
58 トーセンインパルス 牡3黒鹿55 江田 照男島川 �哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 482＋ 21：53．0� 15．6�
11 ショウナンアーチー 牡3鹿 55

52 ▲松本 大輝国本 哲秀氏 松下 武士 日高 下河辺牧場 502－ 2 〃 クビ 4．8	
611 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 472－ 21：53．85 19．9


23 パイプライナー 牡4芦 57 西村 淳也 �CHEVAL AT-
TACHE 杉山 晴紀 新冠 イワミ牧場 512＋ 6 〃 クビ 3．1�

610� コズミックマインド 牡3鹿 55
54 ☆泉谷 楓真�レッドマジック田島 俊明 米 Candy Mead-

ows LLC 464＋16 〃 ハナ 7．7�
814 アイスヴィスタ 牝4芦 55 	島 良太村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 478－ 41：54．01
 48．6
47 ミストラルウインド 牡4青鹿 57

56 ☆木幡 育也島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 462－ 61：54．1クビ 93．3�

59 マイネルエンカント 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 2 〃 クビ 62．9�

22 � メイショウカンキ 牡7鹿 57
54 ▲小林 脩斗松本 和子氏 渡辺 薫彦 様似 中脇 一幸 482＋101：54．31
 151．2�

712 ピクシーカット 牝3黒鹿 53
52 ☆秋山 稔樹吉田 照哉氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 476－ 41：54．4� 15．1�

815 トーホウエンジェル 牝3栗 53
50 ▲小沢 大仁東豊物産� 川村 禎彦 新ひだか 有限会社プライドロック 470± 01：55．57 148．7�

713 メイショウミナヅキ 牝3鹿 53 菅原 明良松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 460－ 41：59．0大差 14．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，361，900円 複勝： 45，170，300円 枠連： 7，875，200円
馬連： 40，928，400円 馬単： 18，385，400円 ワイド： 44，527，500円
3連複： 68，108，200円 3連単： 66，521，600円 計： 323，878，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，960円 複 勝 � 1，600円 � 190円 � 440円 枠 連（3－4） 3，450円

馬 連 �� 20，460円 馬 単 �� 42，160円

ワ イ ド �� 6，230円 �� 10，080円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 60，300円 3 連 単 ��� 401，900円

票 数

単勝票数 計 323619 的中 � 5215（11番人気）
複勝票数 計 451703 的中 � 5945（12番人気）� 80853（2番人気）� 24742（6番人気）
枠連票数 計 78752 的中 （3－4） 1767（16番人気）
馬連票数 計 409284 的中 �� 1550（49番人気）
馬単票数 計 183854 的中 �� 327（101番人気）
ワイド票数 計 445275 的中 �� 1823（54番人気）�� 1121（69番人気）�� 8126（14番人気）
3連複票数 計 681082 的中 ��� 847（158番人気）
3連単票数 計 665216 的中 ��� 120（965番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．5―13．0―12．8―12．5―12．8―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―36．0―49．0―1：01．8―1：14．3―1：27．1―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンマデイラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pure Prize デビュー 2021．2．14 東京13着

2018．3．1生 牡3黒鹿 母 キャンディネバダ 母母 Candy Sola 7戦1勝 賞金 8，880，000円
〔制裁〕 パイプライナー号の騎手西村淳也は，後検量について注意義務を怠り戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウミナヅキ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月30日まで平地

競走に出走できない。

2908810月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第4競走 2，850�障害3歳以上未勝利
発走11時10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

814 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± 03：09．2 34．1�
813 グローリーグローリ 牡6黒鹿60 平沢 健治深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 504± 03：09．41� 4．9�
34 ネビーイーム 牡3黒鹿58 白浜 雄造前田 幸貴氏 佐々木晶三 新ひだか 木村 秀則 522－ 23：09．5クビ 7．7�
69 エカテリンブルク 牡4青鹿60 北沢 伸也吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 508± 03：10．03 8．0�
11 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 506＋123：10．53 121．0�
45 アナンダライト �4栗 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 514＋ 4 〃 クビ 3．0	
33 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 530＋ 63：10．71 8．9

610 ニホンピロヘイロー 牝6鹿 58 熊沢 重文小林百太郎氏 服部 利之 平取 稲原牧場 468－10 〃 ハナ 37．9�
58 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 464＋ 23：11．44 5．4�
712� デ ス ト ロ イ �7栗 60 伴 啓太諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B512－ 43：11．72 94．8
22 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 500－ 83：16．3大差 63．8�
57 � マサハヤブリュッヘ 牡5芦 60 森 一馬中村 政夫氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 484＋ 73：17．89 29．8�
711 ユイノシワザ 牡3芦 58 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 ヒダカフアーム 468＋ 63：18．75 45．2�
46 � マルカテノール 牡7鹿 60 西谷 誠日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 478＋ 23：19．12� 46．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，192，200円 複勝： 24，485，400円 枠連： 7，437，500円
馬連： 30，238，000円 馬単： 15，418，200円 ワイド： 27，520，200円
3連複： 56，308，300円 3連単： 66，366，300円 計： 248，966，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，410円 複 勝 � 690円 � 200円 � 260円 枠 連（8－8） 5，470円

馬 連 �� 6，740円 馬 単 �� 18，380円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 3，210円 �� 970円

3 連 複 ��� 18，320円 3 連 単 ��� 173，700円

票 数

単勝票数 計 211922 的中 � 4964（8番人気）
複勝票数 計 244854 的中 � 7537（7番人気）� 37742（3番人気）� 25554（4番人気）
枠連票数 計 74375 的中 （8－8） 1053（16番人気）
馬連票数 計 302380 的中 �� 3474（18番人気）
馬単票数 計 154182 的中 �� 629（45番人気）
ワイド票数 計 275202 的中 �� 3583（16番人気）�� 2155（28番人気）�� 7540（11番人気）
3連複票数 計 563083 的中 ��� 2305（53番人気）
3連単票数 計 663663 的中 ��� 277（429番人気）
上り 1マイル 1：45．5 4F 51．2－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴァイトブリック �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2018．10．14 京都1着

2016．4．3生 牡5青鹿 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000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。
（非抽選馬） 3頭 シゲルスピネル号・ダウラギリ号・マイネルダンク号



2908910月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時00分 （芝・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
1：20．8
1：20．1

良
良

715 ディオサデルソル 牝2黒鹿54 菱田 裕二星加 浩一氏 今野 貞一 新ひだか チャンピオンズファーム 456 ―1：23．9 12．7�
818 カレンブルーローズ 牡2鹿 55

54 ☆富田 暁鈴木 隆司氏 安田 翔伍 日高 高柳 隆男 444 ― 〃 クビ 4．3�
59 テイエムオードリー 牝2青鹿54 嶋田 純次竹園 正繼氏 加藤 和宏 新冠 樋渡 志尚 474 ―1：24．0クビ 51．0�
11 マーゴットビート 牡2黒鹿55 江田 照男前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか カタオカフアーム 508 ―1：24．21� 11．0�
817 ドンシャーク 牡2鹿 55

52 ▲小沢 大仁山田 貢一氏 今野 貞一 日高 日西牧場 478 ―1：24．3� 176．3�
612� フロムドーヴィル 牝2鹿 54 坂井 瑠星野村 茂雄氏 加藤士津八 仏 Mr Simon

Urizzi 454 ―1：24．72� 11．4�
816 ナ ム ラ ロ ロ 牡2栗 55

54 ☆木幡 育也奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 426 ― 〃 ハナ 35．4	
713 ナムラジャスミン 牝2黒鹿54 菊沢 一樹奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 ナカノファーム 384 ―1：24．8� 28．1

35 サクララプター 牡2鹿 55 勝浦 正樹�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 414 ― 〃 クビ 42．0�
23 ブラッドライン 牡2黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹前原 敏行氏 伊藤 大士 新冠 村田牧場 468 ―1：24．9クビ 6．4
36 ヴァンクールシチー 牡2黒鹿55 菅原 明良 �友駿ホースクラブ 栗田 徹 新ひだか カタオカフアーム 414 ―1：25．11� 4．9�
47 イ カ ロ ス 牡2鹿 55 宮崎 北斗�須野牧場 武藤 善則 新ひだか 前田ファーム 478 ―1：25．31� 7．5�
12 ナンヨーピアニー 牡2黒鹿55 荻野 極中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 390 ― 〃 クビ 56．9�
714 エンロサディラ 牝2栗 54

51 ▲原 優介 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 446 ―1：25．4� 47．9�
611 キタノコレット 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 米田牧場 430 ―1：25．72 135．2�
48 ラ グ ド ー ル 牡2鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 青木 孝文 平取 びらとり牧場 458 ―1：27．08 98．1�
510 アフォガート 牡2芦 55 黛 弘人豊井 義次氏 浅野洋一郎 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 454 ―1：27．1� 185．5�
（アフォガード）

24 クリノデジャヴ 牡2青鹿 55
54 ☆亀田 温心栗本 博晴氏 牧田 和弥 日高 山田 政宏 414 ―1：27．52� 26．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，603，900円 複勝： 38，246，300円 枠連： 10，552，400円
馬連： 40，932，000円 馬単： 19，338，800円 ワイド： 41，889，800円
3連複： 69，245，200円 3連単： 70，517，800円 計： 322，326，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 360円 � 180円 � 1，460円 枠 連（7－8） 1，230円

馬 連 �� 2，890円 馬 単 �� 6，920円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 7，080円 �� 4，680円

3 連 複 ��� 46，360円 3 連 単 ��� 251，840円

票 数

単勝票数 計 316039 的中 � 20898（7番人気）
複勝票数 計 382463 的中 � 26124（6番人気）� 68999（1番人気）� 5436（14番人気）
枠連票数 計 105524 的中 （7－8） 6640（4番人気）
馬連票数 計 409320 的中 �� 10958（12番人気）
馬単票数 計 193388 的中 �� 2095（32番人気）
ワイド票数 計 418898 的中 �� 10340（9番人気）�� 1493（68番人気）�� 2268（48番人気）
3連複票数 計 692452 的中 ��� 1120（143番人気）
3連単票数 計 705178 的中 ��� 203（721番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．2―47．3―59．9―1：12．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F36．6
3 ・（7，6）（12，13）（9，18）（4，11，17）1（3，15）5，2（8，14）16－10 4 ・（7，6）12，13（9，18）（4，11，17）1（3，15）（2，5）（16，8，14）＝10
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディオサデルソル �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2019．4．4生 牝2黒鹿 母 ダブルオベリスク 母母 クィーンズダガー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 カレンブルーローズ号の騎手富田暁は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ジェニーグロウ号・タマモサウルス号・マイティキッチョウ号

2909010月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時30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

815 エーアイダンサー 牝3鹿 53 菅原 明良岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 438± 01：11．3 3．5�
23 � スマートレジーナ 牝5鹿 55 菱田 裕二大川 徹氏 高橋 文雅 日高 株式会社ス

マート 448＋101：11．61� 9．8�
712 メイショウカイト 牝3黒鹿 53

50 ▲松本 大輝松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 458＋ 2 〃 ハナ 89．9�
59 エコロマンボ 牝3鹿 53 西村 淳也原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 504－ 81：11．7クビ 33．7�
611 フレンドパル 牝3鹿 53 江田 照男前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 462＋121：11．91� 27．2�
22 グ リ モ リ オ 牝3鹿 53 菊沢 一樹吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：12．0� 11．3�
814 タイセイグラシア 牝3黒鹿53 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 446－ 61：12．11 6．8	
35 � 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± 01：12．2� 7．5

713 ヤマカツパトリシア 牝4青 55

52 ▲小沢 大仁山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 460－ 61：12．3� 10．1�
46 ベストシンガー 牝3鹿 53 津村 明秀石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B448＋ 2 〃 アタマ 40．5�
58 フェスティヴノンノ 牝3栗 53

50 ▲小林 脩斗臼井義太郎氏 天間 昭一 新冠 細川農場 450－121：12．4� 15．5
11 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 500－ 2 〃 ハナ 21．3�
47 ビーマイベイビー 牝3鹿 53 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 ミルファーム 446± 01：12．5クビ 11．8�
34 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 458－ 6 〃 アタマ 34．1�
610 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 480－101：13．45 13．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 33，295，100円 複勝： 44，451，700円 枠連： 11，084，700円
馬連： 47，732，400円 馬単： 20，414，000円 ワイド： 49，810，300円
3連複： 86，654，400円 3連単： 79，583，800円 計： 373，026，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 370円 � 880円 枠 連（2－8） 720円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 4，650円 �� 7，020円

3 連 複 ��� 58，490円 3 連 単 ��� 220，220円

票 数

単勝票数 計 332951 的中 � 74542（1番人気）
複勝票数 計 444517 的中 � 87368（1番人気）� 28622（7番人気）� 10536（15番人気）
枠連票数 計 110847 的中 （2－8） 11898（1番人気）
馬連票数 計 477324 的中 �� 12087（10番人気）
馬単票数 計 204140 的中 �� 3219（8番人気）
ワイド票数 計 498103 的中 �� 10899（9番人気）�� 2726（69番人気）�� 1794（83番人気）
3連複票数 計 866544 的中 ��� 1111（241番人気）
3連単票数 計 795838 的中 ��� 262（949番人気）

ハロンタイム 11．8―10．8―11．4―12．4―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．6―34．0―46．4―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エーアイダンサー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2021．1．16 中山3着

2018．3．25生 牝3鹿 母 フェイドレス 母母 ステンレスダンサー 8戦2勝 賞金 16，270，000円
［他本会外：1戦0勝］



2909110月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （芝・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
1：07．5
1：06．0

良
良

59 サトノルーチェ 牝3鹿 53 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 420± 01：09．3 6．1�
714 アスクキングコング 牡3黒鹿 55

52 ▲原 優介廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 452± 01：09．4� 8．2�
612 リ ノ 牝4鹿 55

52 ▲松本 大輝�ノースヒルズ 寺島 良 新冠 株式会社
ノースヒルズ 462＋ 21：09．5� 7．3�

24 ファイアダンサー 牝3青鹿53 菅原 明良ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444－ 2 〃 ハナ 5．8�

715� タイクーンバゴ 牡4青鹿 57
56 ☆富田 暁�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 498－ 2 〃 ハナ 10．5	

510 インワンシティング 牡3鹿 55
54 ☆亀田 温心�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 452－121：09．92� 47．7


818 ノックトゥワイス �3栗 55
54 ☆秋山 稔樹飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484－ 2 〃 ハナ 12．7�
611 ウインミニヨン 牝3栗 53 川又 賢治�ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 414＋ 2 〃 ハナ 27．8�
35 グランデフィオーレ 牝3芦 53

52 ☆泉谷 楓真 �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 466＋ 81：10．0� 3．9

48 ピュアカラー 牝4黒鹿55 荻野 極 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 クビ 30．9�
23 プリモプレミオ 牝5黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁堂守 貴志氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 462＋ 81：10．1クビ 83．4�
816 ハ イ ラ イ フ 牝3黒鹿 53

50 ▲小林 凌大岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 浦河 ディアレスト
クラブ 430－ 2 〃 ハナ 193．3�

817 マイネルチューダ 牡4鹿 57
54 ▲小林 脩斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 むかわ 新井牧場 456＋121：10．21 43．8�
713 エイボンクリフ 牝3鹿 53 加藤 祥太吉田 勝己氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 428＋101：10．41 184．2�
12 アイスナイン �4鹿 57 菊沢 一樹石瀬 浩三氏 高橋 文雅 新冠 細川農場 484－141：10．61� 178．7�
47 ショウナンアイビー 牡3鹿 55 西村 淳也国本 哲秀氏 清水 久詞 新ひだか 秋田育成牧場 B504＋ 41：10．81 15．7�
36 � ビゾンテノブファロ 牡3鹿 55

54 ☆木幡 育也ニューマレコード� 小桧山 悟 新ひだか レースホース牧場 478－ 21：10．9� 73．2�
11 メルテッドハニー 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 琉人田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 400＋ 21：11．0クビ 77．1�
（18頭）

売 得 金
単勝： 32，597，800円 複勝： 45，392，400円 枠連： 10，123，700円
馬連： 43，523，200円 馬単： 17，569，900円 ワイド： 47，034，100円
3連複： 75，924，600円 3連単： 69，815，900円 計： 341，981，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 230円 � 210円 枠 連（5－7） 980円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 780円 �� 840円 �� 840円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 30，540円

票 数

単勝票数 計 325978 的中 � 42237（3番人気）
複勝票数 計 453924 的中 � 65581（2番人気）� 47431（5番人気）� 57237（4番人気）
枠連票数 計 101237 的中 （5－7） 7994（1番人気）
馬連票数 計 435232 的中 �� 14950（6番人気）
馬単票数 計 175699 的中 �� 2879（14番人気）
ワイド票数 計 470341 的中 �� 15536（6番人気）�� 14338（7番人気）�� 14288（8番人気）
3連複票数 計 759246 的中 ��� 9670（11番人気）
3連単票数 計 698159 的中 ��� 1657（51番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．1―11．8―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．0―34．1―45．9―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノルーチェ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Burning Roma デビュー 2020．9．12 中京1着

2018．4．10生 牝3鹿 母 シアードラマ 母母 Riveting Drama 6戦2勝 賞金 19，791，000円

2909210月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第8競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時30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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

57 エ シ カ ル 牡3黒鹿55 荻野 極吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 498± 02：00．3 11．5�
34 ミッキーセレスタ 牡3黒鹿55 坂井 瑠星野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 530＋ 22：00．4� 18．2�
712 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 450＋ 22：00．5� 3．2�
46 アウスヴァール �3黒鹿55 古川 吉洋 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 宝寄山 拓樹 480＋102：00．6� 21．9�
814 カフジアスール 牡3鹿 55 津村 明秀加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 468－ 42：01．02� 3．9�
45 テーオーソロス 牡3青鹿55 �島 良太小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 466± 02：01．1� 6．4	
69 インペリアルツアー 牡3黒鹿 55

52 ▲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 458＋ 6 〃 クビ 20．9�
58 アキノコマチ 牝5鹿 55 江田 照男穐吉 正孝氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 434± 02：01．2クビ 16．1�
11 ア ー ダ レ イ 牝3鹿 53 西村 淳也 
社台レースホース庄野 靖志 千歳 社台ファーム 454＋102：01．3� 24．9
22 ク オ ン タ ム 牝3芦 53 菅原 明良
ミルファーム 小野 次郎 浦河 猿橋 義昭 432－ 4 〃 アタマ 8．3�
813 スパニッシュアート 牝4黒鹿55 菊沢 一樹�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 428± 02：01．4� 36．3�
610 スマイルフェアリー 牝3青 53 杉原 誠人飯田 真也氏 尾関 知人 日高 浜本牧場 454＋ 62：01．72 57．2�
33 マジストラル 牡5鹿 57

54 ▲小沢 大仁 
サンデーレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 498－ 42：02．01� 42．1�
711 エールオンレール 牝4栗 55

54 ☆富田 暁吉田 勝己氏 武 英智 安平 ノーザンファーム 464－ 82：02．63� 134．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，291，100円 複勝： 43，856，200円 枠連： 8，447，400円
馬連： 42，327，100円 馬単： 18，815，200円 ワイド： 43，101，900円
3連複： 68，239，100円 3連単： 75，451，200円 計： 329，529，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 250円 � 400円 � 140円 枠 連（3－5） 3，700円

馬 連 �� 10，520円 馬 単 �� 20，510円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 840円 �� 1，420円

3 連 複 ��� 12，710円 3 連 単 ��� 101，110円

票 数

単勝票数 計 292911 的中 � 20210（5番人気）
複勝票数 計 438562 的中 � 40407（4番人気）� 22579（7番人気）� 104081（1番人気）
枠連票数 計 84474 的中 （3－5） 1768（17番人気）
馬連票数 計 423271 的中 �� 3118（36番人気）
馬単票数 計 188152 的中 �� 688（71番人気）
ワイド票数 計 431019 的中 �� 4256（33番人気）�� 13587（6番人気）�� 7752（17番人気）
3連複票数 計 682391 的中 ��� 4024（44番人気）
3連単票数 計 754512 的中 ��� 541（347番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―12．0―11．9―12．3―12．4―12．0―11．2―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．2―36．2―48．1―1：00．4―1：12．8―1：24．8―1：36．0―1：47．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ シ カ ル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2021．1．17 中山12着

2018．4．14生 牡3黒鹿 母 ウーマンシークレット 母母 Monevassia 6戦1勝 賞金 10，970，000円



2909310月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第9競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時05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

814 セルフメイド 牡3栗 55 津村 明秀石瀬 浩三氏 牧 光二 浦河 赤田牧場 488－ 41：11．1 3．2�
57 チェックメイト 牡3栗 55 菱田 裕二川勝 裕之氏 武 幸四郎 新ひだか 藤原牧場 512＋ 41：11．41� 4．8�
69 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± 0 〃 クビ 3．7�
813� コスモクウェンチ 牡7鹿 57

54 ▲原 優介Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 490± 01：11．93 82．7�
610 ワンモアエフォート 牡4栗 57 菊沢 一樹内藤 好江氏 勢司 和浩 日高 中館牧場 510－ 21：12．32� 17．5�
33 スマートルミエール 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁大川 徹氏 田中 克典 新ひだか 飛野牧場 B446－ 61：12．4クビ 7．1	
34 グルーヴビート 牡3鹿 55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472± 01：12．5� 11．1

22 シゲルメダリスト 牡3鹿 55

54 ☆富田 暁森中 蕃氏 川村 禎彦 浦河 バンブー牧場 480＋ 61：13．03 48．7�
711 カインドリー 牝4黒鹿55 江田 照男 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田村 康仁 新ひだか 田上 徹 452－ 4 〃 ハナ 23．6
11 オーホンブリック 牡3鹿 55 川又 賢治�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496＋ 41：13．1� 22．5�
712 ペイシャシオン 牡3栗 55

52 ▲小林 脩斗北所 直人氏 本間 忍 新ひだか 本桐牧場 474± 01：13．52� 220．4�
58 � トーセンアマンダ 牝3鹿 53 杉原 誠人Mr．ホース 南田美知雄 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 41：13．71� 154．2�
45 ニフティギフト 牡3鹿 55

52 ▲西谷 凜濵田 吉通氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 468 ―1：14．44 120．9�
46 ハイオプターレ 牡3栗 55 菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 526－ 21：14．5� 22．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，191，500円 複勝： 45，969，000円 枠連： 10，226，400円
馬連： 52，414，200円 馬単： 23，661，300円 ワイド： 49，332，200円
3連複： 78，167，000円 3連単： 94，782，400円 計： 393，744，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（5－8） 860円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 330円 �� 370円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 7，740円

票 数

単勝票数 計 391915 的中 � 96780（1番人気）
複勝票数 計 459690 的中 � 100074（1番人気）� 76104（3番人気）� 79450（2番人気）
枠連票数 計 102264 的中 （5－8） 9131（5番人気）
馬連票数 計 524142 的中 �� 48407（2番人気）
馬単票数 計 236613 的中 �� 11861（2番人気）
ワイド票数 計 493322 的中 �� 39464（1番人気）�� 33614（2番人気）�� 27337（4番人気）
3連複票数 計 781670 的中 ��� 42454（1番人気）
3連単票数 計 947824 的中 ��� 8871（7番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．5―12．3―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．4―46．7―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セルフメイド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2020．10．25 東京1着

2018．4．6生 牡3栗 母 ジョリファム 母母 メジロアニマート 9戦2勝 賞金 19，300，000円

2909410月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第10競走 ��1，400�
と お か ま ち

十 日 町 特 別
発走14時40分 （芝・左）

3歳以上，1勝クラス；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 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

816 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 438＋ 41：22．5 18．9�

12 タマモダイジョッキ 牡3栗 55 亀田 温心タマモ� 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 472－ 2 〃 アタマ 9．6�
817 マイネルプリンチペ 牡6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 ビッグレッドファーム 462＋ 4 〃 ハナ 12．5�
35 ジ ュ ノ ー 牡3芦 55 富田 暁金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 528＋ 61：22．6� 4．7�
714 ショウナンガニアン 牡3鹿 55 菅原 明良国本 哲秀氏 須貝 尚介 新ひだか 西村牧場 450＋ 61：22．7� 11．8�
59 グローリアスカペラ 牝3栗 53 江田 照男日下部勝德氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 512＋ 21：22．8クビ 7．0	
713� ロングボウマン 牡3鹿 55 泉谷 楓真ゴドルフィン 池上 昌和 英 Crecy Part-

nership 484＋ 6 〃 クビ 50．6

36 	 タツオウカケンラン 牝4青鹿55 川又 賢治鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 448－ 4 〃 ハナ 63．2�
818� コスモアディラート 牡3鹿 54 坂井 瑠星 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 豪 Mr G Harvey 492－ 4 〃 同着 5．3
510� トレーンベアラー 牝4鹿 55 西村 淳也吉田 和子氏 田中 克典 米

Daniel S. Mallory,
Amy Bayle & Al-
len Racing LLC

466＋161：23．22� 58．6�
612 サンライズシューズ 牝3栗 53 菊沢 一樹呉本 昌時氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 460＋ 81：23．41
 41．4�
611 ベッラノーヴァ 牝3鹿 53 津村 明秀 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 400－ 81：23．5クビ 4．8�
715 レリスタット 牝4青鹿55 菱田 裕二�下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 446－14 〃 クビ 28．5�
24 ヒルノアントラ �4青鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 村上 欽哉 B464± 01：23．6クビ 23．4�
47 � スマートルシア 牝4芦 55 秋山 稔樹大川 徹氏 河内 洋 米 Wind Hill

Farm 460＋12 〃 クビ 295．9�
48 セ イ レ ー ン 牝3栗 53 小沢 大仁浅川 昌彦氏 佐々木晶三 新冠 協和牧場 406－181：23．91� 67．9�
23 	 リターンギフト 牝3青鹿53 荻野 琢真�辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 388－ 81：24．11
 382．9�
11 マイネルホイッスル 牡4黒鹿57 藤井勘一郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 41：24．2� 84．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 45，430，400円 複勝： 66，845，800円 枠連： 19，817，300円
馬連： 84，229，600円 馬単： 33，789，200円 ワイド： 76，963，800円
3連複： 147，206，200円 3連単： 143，309，100円 計： 617，591，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 450円 � 320円 � 400円 枠 連（1－8） 1，350円

馬 連 �� 10，570円 馬 単 �� 21，340円

ワ イ ド �� 3，260円 �� 2，630円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 31，950円 3 連 単 ��� 224，880円

票 数

単勝票数 計 454304 的中 � 19135（8番人気）
複勝票数 計 668458 的中 � 37548（8番人気）� 57038（5番人気）� 43240（7番人気）
枠連票数 計 198173 的中 （1－8） 11335（5番人気）
馬連票数 計 842296 的中 �� 6172（36番人気）
馬単票数 計 337892 的中 �� 1187（72番人気）
ワイド票数 計 769638 的中 �� 6045（36番人気）�� 7526（28番人気）�� 10362（24番人気）
3連複票数 計1472062 的中 ��� 3455（104番人気）
3連単票数 計1433091 的中 ��� 462（715番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．5―11．7―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．7―23．7―35．2―46．9―58．7―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーディエス �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 キンシャサノキセキ デビュー 2020．11．29 阪神2着

2018．4．1生 牝3鹿 母 テ ィ ノ 母母 ライプオレンジ 11戦2勝 賞金 21，337，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 アンブレラデート号・エンブレムコード号・オリンピックデイ号・カイトレッド号・カケル号・フレイミングサン号



2909510月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第11競走 ��
��1，000�ルミエールオータムダッシュ（Ｌ）

発走15時20分 （芝・直線）
3歳以上，2．10．31以降3．10．24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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816� マリアズハート 牝5鹿 53 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 菊沢 隆徳 米 Sally J.

Andersen 514＋16 55．1 11．2�
818 タマモメイトウ 牡5黒鹿55 津村 明秀タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 496± 0 55．2� 5．7�
714 ジュニパーベリー 牝4鹿 53 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B468－ 8 55．3� 3．2�
817 マウンテンムスメ 牝3栗 48 小沢 大仁西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 454± 0 〃 ハナ 7．2�
612 ダイメイフジ 牡7鹿 57 富田 暁宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 520－10 55．4クビ 22．2	
12 ビ リ ー バ ー 牝6黒鹿53 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 462－ 2 〃 クビ 199．4

36 ローズオブシャロン 牝4青鹿48 川又 賢治�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468－ 4 55．61� 52．3�
715 サクセスハーモニー 牝4栗 49 小林 脩斗�タカシマ 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 444－ 8 55．7� 9．8�
510 ペコリーノロマーノ 牝4鹿 49 松本 大輝平田 修氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 444－ 8 55．8� 27．0
24 ケイアイサクソニー 牡5鹿 55 坂井 瑠星 �ケイアイスタリオン 吉岡 辰弥 新ひだか 佐竹 学 498± 0 55．9� 25．0�
713 アルミューテン 牝7栗 50 秋山 稔樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 490－14 〃 クビ 62．4�
11 シャンデリアムーン 牝5鹿 52 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 470－ 4 56．11	 63．3�
59 ライオンボス 牡6栗 58 菱田 裕二�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 536－ 8 56．2� 6．3�
23 ホウオウカトリーヌ 牝5鹿 48 横山 琉人小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 2 〃 アタマ 336．1�
48 ファンタジステラ 牡7鹿 54 菅原 明良 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 430＋ 2 56．3
 37．5�
35 クルークヴァール 牡6鹿 52 泉谷 楓真林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B466－12 56．72 38．3�
47 � サンノゼテソーロ 牡5芦 54 江田 照男了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

B462＋ 2 〃 アタマ 67．5�
611� ヒロイックアゲン 牝7黒鹿54 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 498＋ 8 57．33� 32．3�

（18頭）

売 得 金
単勝： 89，739，400円 複勝： 105，131，200円 枠連： 57，887，100円
馬連： 241，821，700円 馬単： 91，959，500円 ワイド： 166，254，600円
3連複： 471，732，100円 3連単： 514，171，800円 計： 1，738，697，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 280円 � 190円 � 150円 枠 連（8－8） 970円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 910円 �� 650円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 24，240円

票 数

単勝票数 計 897394 的中 � 63744（6番人気）
複勝票数 計1051312 的中 � 79985（6番人気）� 139118（2番人気）� 218231（1番人気）
枠連票数 計 578871 的中 （8－8） 46002（4番人気）
馬連票数 計2418217 的中 �� 66831（10番人気）
馬単票数 計 919595 的中 �� 10953（26番人気）
ワイド票数 計1662546 的中 �� 44436（9番人気）�� 64121（5番人気）�� 108185（1番人気）
3連複票数 計4717321 的中 ��� 126567（6番人気）
3連単票数 計5141718 的中 ��� 15378（46番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．6―11．1―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．7―22．0―32．6―43．7

上り4F43．4－3F33．1
勝馬の
紹 介

�マリアズハート �
�
父 Shanghai Bobby �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2019．1．14 中山1着

2016．5．9生 牝5鹿 母 Maria’s Dance 母母 Ransom Dance 15戦5勝 賞金 96，533，000円
〔制裁〕 ジュニパーベリー号の騎手嶋田純次は，競走中盤で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番・5番・1

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 アーヒラ号

2909610月31日 晴 良 （3新潟5） 第8日 第12競走 1，800�お け さ 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 322，000円 92，000円 46，000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 勝浦 正樹タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 504－ 21：51．7 3．2�
22 ピクシーメイデン 牝5鹿 55 津村 明秀ゴドルフィン 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448± 01：51．8� 5．0�
611 フ ラ ー レ ン 牝4鹿 55 坂井 瑠星 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 500－ 41：51．9� 3．0�
11 ヤマニンビオローネ 牝3栗 53 泉谷 楓真土井 肇氏 奥村 豊 新冠 錦岡牧場 472＋ 21：52．21� 12．4�
46 ランスオブアース 牝3青鹿53 古川 吉洋五影 隆則氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 464－ 8 〃 クビ 45．8	
59 シーシーサザン 牝4黒鹿55 秋山 稔樹吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 448－ 41：52．62� 58．0

713� マーブルサニー 牝5芦 55 亀田 温心下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 486－ 81：53．02� 134．8�
815 シ ャ ー レ 牝4鹿 55 菅原 明良�GET NEXT 武市 康男 新冠 須崎牧場 454－ 41：53．21� 19．7�
610 ペイルライダー 牝3鹿 53 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 476± 01：53．41� 16．7
35 モ ン オ ー ル 牝5栗 55 富田 暁吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 474＋121：53．5� 281．4�
712 クーファアチャラ 牝4鹿 55 川又 賢治大迫久美子氏 松永 幹夫 新冠 川島牧場 470＋141：54．24 35．2�
34 スマートパルフェ 牝3黒鹿53 西村 淳也大川 徹氏 小林 真也 新ひだか グランド牧場 442＋10 〃 クビ 17．1�
23 ネフェルタリ 牝3黒鹿53 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 492－ 21：54．3クビ 27．4�
814 ジュールサイクル 牝4青 55 丹内 祐次吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B450± 01：54．72� 20．0�
47 プリモダヴィンチ 牝5黒鹿55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 480＋101：57．0大差 217．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 67，591，300円 複勝： 78，981，800円 枠連： 26，852，300円
馬連： 121，049，400円 馬単： 49，968，500円 ワイド： 94，527，600円
3連複： 193，642，300円 3連単： 228，058，600円 計： 860，671，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連（2－5） 640円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 280円 �� 270円 �� 280円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，470円

票 数

単勝票数 計 675913 的中 � 165452（2番人気）
複勝票数 計 789818 的中 � 156326（2番人気）� 156933（1番人気）� 148557（3番人気）
枠連票数 計 268523 的中 （2－5） 32037（3番人気）
馬連票数 計1210494 的中 �� 133103（2番人気）
馬単票数 計 499685 的中 �� 31207（2番人気）
ワイド票数 計 945276 的中 �� 85354（2番人気）�� 90351（1番人気）�� 84781（3番人気）
3連複票数 計1936423 的中 ��� 174550（1番人気）
3連単票数 計2280586 的中 ��� 47529（1番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．2―13．1―12．1―12．4―12．8―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．1―49．2―1：01．3―1：13．7―1：26．5―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F38．0
1
3

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

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 18戦3勝 賞金 46，772，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリモダヴィンチ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月30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 ダンツチョイス号
（非抽選馬） 1頭 ルース号

３レース目



（3新潟5）第8日 10月31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 185頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

216，010，000円
22，250，000円
1，720，000円
25，160，000円
77，272，500円
5，913，500円
1，776，000円

勝馬投票券売得金
479，881，600円
612，234，000円
183，424，200円
825，793，000円
350，119，800円
713，015，600円
1，440，703，400円
1，561，530，800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 6，166，702，400円

総入場人員 4，220名 （有料入場人員 1，910名）



令和3年度 第5回新潟競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，318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

1，657，770，000円
31，400，000円
176，880，000円
11，930，000円
184，620，000円
556，681，250円
43，797，000円
12，652，800円

勝馬投票券売得金
3，156，407，000円
4，176，218，100円
1，110，812，500円
5，112，685，400円
2，311，405，800円
4，391，039，800円
8，524，449，300円
10，154，232，800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 38，937，250，700円

総入場延人員 27，425名 （有料入場延人員 12，853名）
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