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オッズ・
単勝
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2902510月22日 曇 良 （4新潟4） 第3日 第1競走 ��3，250�障害3歳以上オープン
発走9時50分（番組第4競走を順序変更） （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎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3：28．4良

812 バイオレントブロー �7黒鹿 61
58 ▲小牧加矢太 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 494＋ 23：32．3 4．2�

711 ニューツーリズム �6青鹿61 小野寺祐太吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム B498＋ 63：32．51� 4．1�
33 ロードアクア 牡6鹿 60 難波 剛健 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 478－ 63：32．6� 5．9�
11 マイネルダンク 牡4芦 60 五十嵐雄祐 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 63：32．71 28．6�
57 ショウナンサルヴォ 牡4栗 60 植野 貴也国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 508± 03：33．01� 11．7	
710 ヴァイトブリック 牡6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 516± 03：33．1� 9．3

813 ハーツシンフォニー �5青鹿60 森 一馬 DMMドリームクラブ� 辻 哲英 日高 下河辺牧場 B466＋ 6 〃 ハナ 5．5�
45 サ ペ ラ ヴ ィ 牡5鹿 60 江田 勇亮伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 486＋ 6 〃 クビ 13．9�
44 シャリオヴァルト �9鹿 60 蓑島 靖典前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 2 〃 ハナ 61．9
22 ニ ン ギ ル ス 牡5栗 60 北沢 伸也武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 450± 03：33．41� 33．8�
56 タガノペルマネンテ 牝5黒鹿58 黒岩 悠八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 458＋123：33．72 16．5�
69 ヤマノグリッターズ 牡4黒鹿60 大江原 圭澤村 敏雄氏 嘉藤 貴行 浦河 猿橋 義昭 502＋ 23：36．8大差 125．3�
68 タマノジュメイラ 牝6鹿 58 草野 太郎玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 482－ 83：37．01� 93．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，396，300円 複勝： 26，364，200円 枠連： 9，911，900円
馬連： 30，928，200円 馬単： 14，720，300円 ワイド： 28，120，100円
3連複： 59，303，000円 3連単： 58，935，000円 計： 245，679，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 140円 � 160円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 330円 �� 530円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 10，580円

票 数

単勝票数 計 173963 的中 � 33111（2番人気）
複勝票数 計 263642 的中 � 49597（2番人気）� 51374（1番人気）� 38375（4番人気）
枠連票数 計 99119 的中 （7－8） 19943（1番人気）
馬連票数 計 309282 的中 �� 28404（1番人気）
馬単票数 計 147203 的中 �� 6356（3番人気）
ワイド票数 計 281201 的中 �� 23075（1番人気）�� 13087（4番人気）�� 12410（6番人気）
3連複票数 計 593030 的中 ��� 22355（4番人気）
3連単票数 計 589350 的中 ��� 4037（13番人気）
上り 1マイル 1：42．4 4F 49．9－3F 37．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バイオレントブロー �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．6．3 阪神2着

2015．4．15生 �7黒鹿 母 バイオレントハート 母母 グレートクリスティーヌ 障害：9戦3勝 賞金 45，490，000円

2902610月22日 晴 良 （4新潟4） 第3日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．0
1：50．9

重
不良

23 シゲルスナイパー 牡2鹿 55
51 ★永島まなみ森中 蕃氏 谷 潔 新ひだか タガミファーム 514＋ 61：55．3 6．1�

815� イ サ イ ア ス 牡2栗 55
52 ▲角田 大河飯田 正剛氏 吉村 圭司 米 Chiyoda

Farm 456＋ 41：55．4� 2．0�
611 デルマツリダシ 牡2鹿 55 川須 栄彦浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 ファニーヒルファーム 514＋121：55．82� 3．5�
11 キョウエイルーマー 牡2栗 55

53 △小林 脩斗田中 晴夫氏 萱野 浩二 青森 ワールドファーム 464＋ 61：56．54 23．9�
712 ニホンピロビート 牡2青鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 476－ 21：57．35 377．5�
610 アンダーザフラッグ 牡2栗 55 黛 弘人石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 472± 01：57．51� 232．6�
814 カタリナマリー 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈岡 浩二氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 470＋ 61：57．6� 9．9	
713 ワンダーミズ 牝2鹿 54 荻野 琢真山本 能成氏 牧田 和弥 浦河 藤春 修二 470－ 41：58．13 30．4

22 ア ン ド ゥ 牡2栗 55 団野 大成�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 526± 01：58．2クビ 25．3�
34 ア ク ラ シ ア 牡2黒鹿55 杉原 誠人ミルファーム 高橋 文雅 浦河 ミルファーム 466± 01：58．51� 57．8�
47 クリノトンイ 牝2栗 54

53 ☆小沢 大仁栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 440－ 61：58．92� 253．4�
35 ビ ネ ッ サ 牡2黒鹿 55

53 △松本 大輝神田 宏治氏 中竹 和也 新ひだか 坂本 智広 450－ 22：00．39 156．8�
58 オ レ ゴ ノ ミ 牡2青 55

52 ▲水沼 元輝 スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 田中 裕之 430－102：00．4� 366．2�
46 クリノダンディー 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 拓樹 438－ 22：00．5� 328．9�
59 モンテナルス 牝2青鹿54 菱田 裕二飯田 正剛氏 中尾 秀正 新ひだか 千代田牧場 B430＋ 22：03．0大差 103．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，403，800円 複勝： 41，914，100円 枠連： 10，971，100円
馬連： 37，109，800円 馬単： 17，555，500円 ワイド： 36，439，200円
3連複： 61，386，000円 3連単： 65，882，900円 計： 298，662，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連（2－8） 320円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 220円 �� 310円 �� 160円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 3，340円

票 数

単勝票数 計 274038 的中 � 37159（3番人気）
複勝票数 計 419141 的中 � 45595（3番人気）� 185737（1番人気）� 77265（2番人気）
枠連票数 計 109711 的中 （2－8） 25957（2番人気）
馬連票数 計 371098 的中 �� 53058（2番人気）
馬単票数 計 175555 的中 �� 10566（5番人気）
ワイド票数 計 364392 的中 �� 39430（2番人気）�� 25422（4番人気）�� 68431（1番人気）
3連複票数 計 613860 的中 ��� 115761（1番人気）
3連単票数 計 658829 的中 ��� 14266（6番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．4―13．3―12．9―12．9―13．1―12．9―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．2―36．6―49．9―1：02．8―1：15．7―1：28．8―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．6
1
3
3（14，15）－11，9－（7，12）1，6，10（4，2）（5，8）－13
3（14，15）－11－12，1，2，7－（9，6）（4，10）（5，13）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シゲルスナイパー �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．8．7 新潟7着

2020．3．13生 牡2鹿 母 シャラントレディ 母母 コニャックレディ 4戦1勝 賞金 7，020，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノダンディー号・モンテナルス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月

22日まで平地競走に出走できない。
オレゴノミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年12月22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 レイズザリミッツ号

第４回 新潟競馬 第３日



2902710月22日 晴 良 （4新潟4） 第3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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

813 ストリンジェンド 牡2鹿 55
52 ▲角田 大河 �キャロットファーム 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470± 01：13．4 1．7�
711 ベアカワイコチャン 牝2栗 54 荻野 琢真熊木 浩氏 杉浦 宏昭 新ひだか 沖田 忠幸 462± 01：14．14 79．6�
11 ラブルパイル 牡2黒鹿 55

53 △横山 琉人田頭 勇貴氏 清水 英克 日高 庄野牧場 B436＋ 21：14．52� 107．9�
22 カガカーニバル �2栗 55 菊沢 一樹香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 476－ 6 〃 クビ 74．2�
812 ミスファイト 牝2鹿 54 黛 弘人西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 456－ 41：14．82 217．9�
45 イ ナ ホ 牝2栗 54 勝浦 正樹中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 444－ 2 〃 アタマ 289．2	
57 プレジャークルーズ 牝2栗 54 西村 淳也吉田 照哉氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 480± 0 〃 ハナ 5．1

44 イデアミラーグロ 牡2鹿 55 丹内 祐次益田 修一氏 本間 忍 浦河 中脇 満 474－ 2 〃 ハナ 21．3�
68 ミオファースト 牝2栗 54 的場 勇人服部 英利氏 粕谷 昌央 浦河 荻伏服部牧場 430＋ 41：15．11� 299．9�
33 サンタアナテソーロ 牝2栗 54

50 ★今村 聖奈了德寺健二ホール
ディングス 栗田 徹 日高 リョーケンファー

ム株式会社 394± 01：15．31 3．5�
710 スマイルフレンド 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹鈴木 正一氏 本間 忍 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 444＋12 〃 アタマ 29．3�

56 イヌハワントナク 牡2黒鹿 55
52 ▲佐々木大輔熊澤 浩樹氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 502± 01：15．72� 311．2�

69 チャスラフスカ 牝2黒鹿 54
51 ▲原 優介三岡 陽氏 小桧山 悟 新冠 マリオステー

ブル 446－ 21：16．44 280．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 37，088，600円 複勝： 84，452，600円 枠連： 6，948，200円
馬連： 39，564，900円 馬単： 25，524，300円 ワイド： 34，492，100円
3連複： 60，285，700円 3連単： 97，794，100円 計： 386，150，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 760円 � 860円 枠 連（7－8） 910円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，380円 �� 13，010円

3 連 複 ��� 25，230円 3 連 単 ��� 51，630円

票 数

単勝票数 計 370886 的中 � 179741（1番人気）
複勝票数 計 844526 的中 � 615788（1番人気）� 8337（7番人気）� 7249（8番人気）
枠連票数 計 69482 的中 （7－8） 5854（3番人気）
馬連票数 計 395649 的中 �� 9857（7番人気）
馬単票数 計 255243 的中 �� 4882（10番人気）
ワイド票数 計 344921 的中 �� 8159（9番人気）�� 6497（12番人気）�� 658（46番人気）
3連複票数 計 602857 的中 ��� 1792（41番人気）
3連単票数 計 977941 的中 ��� 1373（114番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．8―12．6―12．5―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．9―47．5―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストリンジェンド �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．7．9 小倉5着

2020．2．5生 牡2鹿 母 フォルテピアノ 母母 キョウエイフォルテ 4戦1勝 賞金 10，100，000円

2902810月22日 晴 良 （4新潟4） 第3日 第4競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走11時25分（番組第1競走を順序変更） （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

44 サクセッション �5芦 60 石神 深一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 522＋ 83：05．3 7．3�
810 メリディアンローグ 牡5黒鹿60 大江原 圭山本 英俊氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 488＋ 43：05．83 5．3�
11 プンタアレナス �4芦 60 蓑島 靖典吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 464± 03：06．01 2．7�
33 リーガルマナー �5鹿 60 森 一馬吉田 勝己氏 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 494＋ 43：06．53 3．8�
811 バ レ ッ テ ィ �8鹿 60 草野 太郎 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム 504－ 43：06．81� 16．5�
67 ス ヴ ァ ル ナ 牡7黒鹿60 平沢 健治 �社台レースホース池江 泰寿 千歳 社台ファーム 518＋ 2 〃 � 8．0	
66 ロンギングバース �4鹿 60 五十嵐雄祐坂本 浩一氏 竹内 正洋 新冠 細川農場 454－243：08．18 32．7

22 ダンツキタイ 牝3黒鹿56 ▲小牧加矢太山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 矢野牧場 486＋123：08．42 14．7�
55 リネンスイング 牡3黒鹿58 上野 翔戸山 光男氏 粕谷 昌央 新冠 村上 進治 452＋ 63：08．82� 240．2�
79 ランドフェニックス 牡3鹿 58 中村 将之木村 昌三氏 安達 昭夫 新ひだか 中田 浩美 486＋163：09．22� 193．7
78 	 シンゼングレート 牡4青鹿60 小野寺祐太原 司郎氏 荒川 義之 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 468＋123：13．6大差 114．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 18，892，000円 複勝： 18，615，200円 枠連： 6，286，300円
馬連： 24，697，800円 馬単： 13，278，100円 ワイド： 21，495，900円
3連複： 46，144，400円 3連単： 57，340，000円 計： 206，749，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 180円 � 150円 � 130円 枠 連（4－8） 1，930円

馬 連 �� 2，510円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 760円 �� 330円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 10，750円

票 数

単勝票数 計 188920 的中 � 20511（4番人気）
複勝票数 計 186152 的中 � 21951（4番人気）� 30002（3番人気）� 45201（1番人気）
枠連票数 計 62863 的中 （4－8） 2514（9番人気）
馬連票数 計 246978 的中 �� 7605（12番人気）
馬単票数 計 132781 的中 �� 2539（16番人気）
ワイド票数 計 214959 的中 �� 6448（10番人気）�� 17133（3番人気）�� 20595（2番人気）
3連複票数 計 461444 的中 ��� 29413（3番人気）
3連単票数 計 573400 的中 ��� 3867（32番人気）
上り 1マイル 1：42．5 4F 49．6－3F 37．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」
1
�

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

勝馬の
紹 介

サクセッション �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Diktat デビュー 2019．6．16 東京1着

2017．3．14生 �5芦 母 アディクティド 母母 Astica 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔制裁〕 メリディアンローグ号の騎手大江原圭は，2周目4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）



2902910月22日 曇 良 （4新潟4） 第3日 第5競走 ��1，000�2歳未勝利
発走12時15分 （芝・直線）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
55．0
55．0

良
良

35 フォルテース 牡2黒鹿55 菱田 裕二岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 442－ 2 55．6 3．2�
23 グラスヴィガー 牡2栗 55 丹内 祐次半沢� 尾形 和幸 新ひだか 岡田牧場 454－ 2 56．66 9．2�
715 ライトブラーヴ 牡2栗 55 斎藤 新�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 北海道静内農業高等学校 402＋ 8 56．7クビ 14．4�
510 サンガルガーノ 牡2鹿 55

52 ▲角田 大河 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム B470－ 2 〃 クビ 10．9�
47 マルヨクレハ 牝2芦 54 川須 栄彦野村 春行氏 梅田 智之 新冠 大狩部牧場 484＋ 6 56．91� 51．7�
11 オ コ ジ ュ 牝2鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 中野 栄治 日高 荒井ファーム 434± 0 57．0クビ 80．2	
714 ベ ベ 牡2栗 55 杉原 誠人�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム B474－ 2 57．1� 3．8

818 レジーナルージュ 牝2栗 54 嶋田 純次永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 新ひだか 木下牧場 436＋ 2 57．31� 15．5�
816 タマモガーベラ 牝2鹿 54 武藤 雅タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 400＋ 4 57．4� 9．8
611 カシノスターリング 牡2栗 55

53 △松本 大輝柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 460－ 6 57．5� 30．2�
817 ノーブルブラッド 牝2鹿 54 井上 敏樹吉木 伸彦氏 武藤 善則 日高 スウィング

フィールド牧場 428＋ 2 57．61 57．5�
12 コウセイエミオト 牝2鹿 54

50 ★今村 聖奈杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 株式会社
幾千世牧場 398－ 2 57．92 19．2�

48 チャクラバーディ 牝2栗 54 黛 弘人望月 文恵氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 422＋20 58．0クビ 131．9�
612 キリシマラッキー 牡2栗 55

53 △小林 脩斗土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 440－ 2 58．1� 55．9�
24 キーオブハート 牝2青鹿54 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 436－ 6 58．41� 275．6�
713 ヴェローチェ 牝2栗 54

51 ▲佐々木大輔ディアレストクラブ� 高橋 文雅 日高 いとう牧場 404± 0 58．72 89．6�
59 ニジノテンシ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 390＋ 4 59．12� 154．9�
36 デ ィ オ ー ネ 牝2青鹿54 城戸 義政 COCORO組合 杉山 佳明 新冠 佐藤牧場 430－ 81：00．05 76．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 33，244，500円 複勝： 42，413，500円 枠連： 18，531，300円
馬連： 53，585，600円 馬単： 21，852，100円 ワイド： 58，227，500円
3連複： 110，537，400円 3連単： 103，830，800円 計： 442，222，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 310円 � 370円 枠 連（2－3） 1，650円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，490円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 35，150円

票 数

単勝票数 計 332445 的中 � 83538（1番人気）
複勝票数 計 424135 的中 � 96848（2番人気）� 30794（4番人気）� 24818（6番人気）
枠連票数 計 185313 的中 （2－3） 8660（8番人気）
馬連票数 計 535856 的中 �� 27170（3番人気）
馬単票数 計 218521 的中 �� 6765（4番人気）
ワイド票数 計 582275 的中 �� 31961（2番人気）�� 9766（17番人気）�� 5483（29番人気）
3連複票数 計1105374 的中 ��� 10051（23番人気）
3連単票数 計1038308 的中 ��� 2141（88番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．7―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．1―43．9

上り4F43．6－3F33．2
勝馬の
紹 介

フォルテース �
�
父 シルバーステート �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2022．7．2 函館3着

2020．2．10生 牡2黒鹿 母 ケージーサクランボ 母母 ケージーレインボー 5戦1勝 賞金 9，600，000円
〔制裁〕 カシノスターリング号の騎手松本大輝は，発走後まもなく外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：12番・14

番・16番・17番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェローチェ号・ニジノテンシ号・ディオーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和4年11月22日まで平地競走に出走できない。

2903010月22日 曇 良 （4新潟4） 第3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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

89 クラーベドラド 牡3青鹿55 西村 淳也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B488－ 61：54．3 16．8�
810 カズカポレイ 牡4鹿 57 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 B508＋ 81：54．51� 4．6�
33 バ レ ス ト ラ 牝3黒鹿 53

49 ★古川 奈穂 XIAOジャパン 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 480± 01：54．92� 6．6�
22 セイシェルノユウヒ �5芦 57

55 ◇藤田菜七子宮城 寛也氏 高橋 文雅 新冠 スカイビーチステーブル 470＋ 4 〃 クビ 10．2�
11 ヒデノレインボー 牡3鹿 55

52 ▲原 優介大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 中村 雅明 474＋ 41：55．11 3．6�
44 ブラッドワイルド 牡3黒鹿55 団野 大成 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 508＋ 61：55．2クビ 10．2	
66 スペクトログラム 牡3栗 55

53 △松本 大輝 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 494＋101：55．41� 3．5

78 オーホンブリック 牡4鹿 57

54 ▲角田 大河�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 492－181：56．03� 55．4�

55 ディープクイーン 牝3鹿 53
49 ★今村 聖奈�コスモ・コスモ 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B376－ 81：57．06 17．2

（9頭）
77 � レッドシリウス 牡5青鹿 57

54 ▲鷲頭 虎太髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 548＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，794，700円 複勝： 30，213，600円 枠連： 5，833，800円
馬連： 24，412，700円 馬単： 10，646，800円 ワイド： 23，974，100円
3連複： 29，219，100円 3連単： 32，737，000円 計： 180，831，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 380円 � 180円 � 200円 枠 連（8－8） 4，330円

馬 連 �� 3，160円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，270円 �� 500円

3 連 複 ��� 6，110円 3 連 単 ��� 37，080円

票 数

単勝票数 差引計 237947（返還計 51095） 的中 � 11292（7番人気）
複勝票数 差引計 302136（返還計 68401） 的中 � 16801（7番人気）� 50394（3番人気）� 40360（4番人気）
枠連票数 差引計 58338（返還計 395） 的中 （8－8） 1044（21番人気）
馬連票数 差引計 244127（返還計103826） 的中 �� 5975（16番人気）
馬単票数 差引計 106468（返還計 47200） 的中 �� 952（41番人気）
ワイド票数 差引計 239741（返還計115729） 的中 �� 5307（19番人気）�� 4672（21番人気）�� 13199（7番人気）
3連複票数 差引計 292191（返還計223669） 的中 ��� 3586（30番人気）
3連単票数 差引計 327370（返還計262668） 的中 ��� 640（165番人気）

ハロンタイム 13．1―11．1―12．8―13．2―12．4―12．3―12．7―13．0―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―24．2―37．0―50．2―1：02．6―1：14．9―1：27．6―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．4
1
3
9（3，8）6－1－2－（4，10）5
9，10（3，8）（4，1）（6，2）－5

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

勝馬の
紹 介

クラーベドラド �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．7．3 小倉2着

2019．2．10生 牡3青鹿 母 クラーベセクレタ 母母 シークレットルーム 10戦2勝 賞金 16，900，000円
〔競走除外〕 レッドシリウス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 レッドシリウス号は，令和4年10月23日から令和4年11月21日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。



2903110月22日 曇 良 （4新潟4） 第3日 第7競走 1，400�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

818 ウインバグース 牡3鹿 55
51 ★永島まなみ�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 474－ 61：21．1 4．8�

510 ド リ ア ー ド 牝4青鹿55 団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 476± 01：21．2� 10．6�

715 レッドアヴァンティ 牡3栗 55 丸山 元気 �東京ホースレーシング 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 468＋ 6 〃 アタマ 7．7�
48 シ タ ン 牝3黒鹿53 西村 淳也 �シルクレーシング 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 412＋ 41：21．3クビ 20．7�
612 フローレンスハニー 牝3芦 53

49 ★今村 聖奈 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 日高 白井牧場 434＋ 8 〃 アタマ 8．4	

24 メイケイバートン 牡3黒鹿55 富田 暁名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 468＋12 〃 ハナ 8．7

713 チャオバンビーナ 牝3鹿 53 丹内 祐次吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 420＋ 21：21．5� 16．1�
714 ブランデーロック 牡3栗 55

52 ▲原 優介新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 464－ 2 〃 アタマ 5．8�
23 � ヨ ン ウ ォ ニ 牝5鹿 55

52 ▲水沼 元輝�ミルファーム 伊藤 伸一 日高 道見牧場 460－ 41：21．71� 76．2
817 ア ラ ン デ ル �4鹿 57 菱田 裕二 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 530＋101：21．8クビ 29．0�
36 アドマイヤレビン 牡4鹿 57

54 ▲佐々木大輔近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 498＋ 8 〃 ハナ 147．8�
816 ライブインステラ 牝3青 53 斎藤 新吉田 千津氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 アタマ 17．8�
59 トロワエスポワール 牡4鹿 57 柴田 善臣村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 460－ 6 〃 アタマ 28．6�
12 ラッキークローバー 牝3鹿 53

50 ▲角田 大河 Him Rock Racing
ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 438＋ 2 〃 クビ 8．1�

11 カ ッ コ ヨ カ 牡3鹿 55
53 ◇藤田菜七子西村新一郎氏 笹田 和秀 鹿児島 釘田 義美 462＋121：22．11� 100．1�

47 � キャットリング 牝4青鹿 55
54 ☆亀田 温心榊原 浩一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 420± 01：22．2� 175．5�

35 シ ベ ー ル 牝5鹿 55
53 △小林 脩斗 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 458－ 21：22．41� 63．6�

611� ブレーヴソウル 牡4黒鹿57 菊沢 一樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 村田 一誠 浦河 三嶋牧場 B442＋ 41：22．82� 160．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 32，591，000円 複勝： 48，918，300円 枠連： 12，215，500円
馬連： 46，588，500円 馬単： 17，365，800円 ワイド： 51，736，900円
3連複： 79，153，900円 3連単： 70，186，800円 計： 358，756，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 240円 � 290円 � 230円 枠 連（5－8） 1，610円

馬 連 �� 3，100円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 1，290円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 9，770円 3 連 単 ��� 39，630円

票 数

単勝票数 計 325910 的中 � 54295（1番人気）
複勝票数 計 489183 的中 � 53880（3番人気）� 42243（6番人気）� 56425（2番人気）
枠連票数 計 122155 的中 （5－8） 5864（8番人気）
馬連票数 計 465885 的中 �� 11622（9番人気）
馬単票数 計 173658 的中 �� 2757（8番人気）
ワイド票数 計 517369 的中 �� 13166（6番人気）�� 10292（14番人気）�� 7977（23番人気）
3連複票数 計 791539 的中 ��� 6073（28番人気）
3連単票数 計 701868 的中 ��� 1284（69番人気）

ハロンタイム 12．4―10．3―11．5―11．7―11．5―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．7―34．2―45．9―57．4―1：08．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインバグース �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．10．3 中山2着

2019．3．24生 牡3鹿 母 コスモネモシン 母母 デ ュ プ レ 10戦2勝 賞金 21，100，000円
〔制裁〕 ウインバグース号の騎手永島まなみは，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番・6番・

4番）

2903210月22日 曇 良 （4新潟4） 第3日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．4

重
不良

815 グラストンベリー 牝3鹿 53 川須 栄彦 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 418－ 41：11．1 23．3�
59 ビーストアタック 牝3鹿 53 斎藤 新 MOMOレーシング 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム B474＋161：11．2� 4．2�
11 キュートヘスティア 牝3栗 53

49 ★今村 聖奈�杵臼牧場 辻 哲英 浦河 杵臼牧場 444－ 21：11．73 3．7�
35 ルプランドル 牝3栗 53

51 △横山 琉人 KAJIMOTOホー
ルディングス� 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 21：12．23 2．8�

34 コウソクカレン 牝4鹿 55 武藤 雅野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム B494± 01：12．41� 44．2	
22 エリザベスミノル 牝3青鹿53 富田 暁吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 438± 0 〃 クビ 24．0

23 � ミューティー 牝5鹿 55 丹内 祐次鈴木 康弘氏 石毛 善彦 新ひだか 千代田牧場 488－ 81：12．5クビ 34．3�
46 スリールサンセール 牝3栗 53 丸山 元気�G1レーシング 田中 剛 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：12．81� 28．4�
611 クィーンアドバンス 牝5青 55 菊沢 一樹柳内 光子氏 勢司 和浩 日高 沖田牧場 482＋ 21：13．01� 14．8
814 コスミックエナジー 牝5栗 55

53 △松本 大輝吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム B480－ 51：13．1� 33．0�
713 コーラルティアラ 牝5栗 55

52 ▲佐々木大輔 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 浦河 猿橋 義昭 B466－141：13．41� 30．2�

712� クリノヴァニラ 牝4栗 55
51 ★永島まなみ栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 横井 哲 484－ 71：13．5クビ 60．2�

58 � アイアンフラワー 牝4黒鹿 55
52 ▲原 優介池上 一馬氏 南田美知雄 新ひだか グローリーファーム 464－ 21：13．6� 135．7�

47 シ ロ ン 牝3鹿 53
52 ☆小沢 大仁山本 律氏 高柳 大輔 日高 藤本 直弘 B516－ 21：14．02� 27．2�

610 メリトクラシー 牝3黒鹿 53
50 ▲角田 大河�G1レーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 516＋ 21：15．48 26．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 35，996，200円 複勝： 42，326，900円 枠連： 9，743，100円
馬連： 43，459，300円 馬単： 19，345，000円 ワイド： 45，741，800円
3連複： 69，490，500円 3連単： 77，799，500円 計： 343，902，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，330円 複 勝 � 530円 � 160円 � 170円 枠 連（5－8） 2，550円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 11，250円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 3，560円 �� 740円

3 連 複 ��� 13，670円 3 連 単 ��� 122，350円

票 数

単勝票数 計 359962 的中 � 12329（5番人気）
複勝票数 計 423269 的中 � 15167（8番人気）� 80712（2番人気）� 69519（3番人気）
枠連票数 計 97431 的中 （5－8） 2960（11番人気）
馬連票数 計 434593 的中 �� 9271（9番人気）
馬単票数 計 193450 的中 �� 1289（41番人気）
ワイド票数 計 457418 的中 �� 8106（14番人気）�� 3183（34番人気）�� 16648（5番人気）
3連複票数 計 694905 的中 ��� 3810（42番人気）
3連単票数 計 777995 的中 ��� 461（388番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―12．3―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．3―46．6―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラストンベリー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 キンシャサノキセキ デビュー 2021．10．30 東京5着

2019．2．19生 牝3鹿 母 アドマイヤシャイ 母母 ブロードアピール 9戦2勝 賞金 13，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メリトクラシー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月22日まで平地競走

に出走できない。



2903310月22日 雨 良 （4新潟4） 第3日 第9競走 2，200�
い わ ふ ね

岩 船 特 別
発走14時15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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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
2：10．8
2：09．0

良
良

59 バ ラ ジ 牡3鹿 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 増本牧場 500＋ 82：14．8 2．6�
48 シュトルーヴェ 牡3黒鹿54 菱田 裕二村木 克子氏 堀 宣行 安平 追分ファーム B488－ 42：15．11� 3．6�
35 � エスポワールミノル 牡5鹿 57 富田 暁吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 522＋ 6 〃 クビ 7．2�
815 ダノンジャッカル 牡3黒鹿54 西村 淳也�ダノックス 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 452－ 4 〃 ハナ 4．8�
11 タイラーテソーロ 牡3黒鹿54 松本 大輝了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 日高 リョーケンファー
ム株式会社 468－ 62：15．52� 19．6�

36 ノートルプロメス 牡3鹿 54 団野 大成西村 憲人氏 四位 洋文 新ひだか チャンピオンズファーム 500＋ 4 〃 クビ 15．7	
714� ザスリーサーティ 牡7青鹿57 横山 琉人諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 480－ 62：15．6クビ 26．5

510 ウインマイルート 牡3栗 54 丸山 元気�ウイン 鈴木慎太郎 新冠 コスモヴューファーム 436－ 42：15．71 32．5�
47 ヴァイオルナ 牝3鹿 52 杉原 誠人鈴木 史郎氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 400－ 62：15．8クビ 45．6�
612� レッドレジェーラ �4黒鹿57 斎藤 新 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 474＋ 62：15．9� 102．8
12 � クラウンゼロ 牡4鹿 57 秋山 稔樹�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 512＋ 62：16．11� 226．4�
611� リーゼントジャンボ 牡4芦 57 菊沢 一樹三浦 大輔氏 小手川 準 新ひだか 服部 牧場 536＋ 72：16．2クビ 243．6�
23 ブロンドケリー 牡3栗 54 今村 聖奈水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 高橋 義浩 438－102：16．41� 50．6�
24 ト ピ ッ ク ス 牡4鹿 57 黛 弘人齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 210．4�
713 リュウセイグン 牡4栗 57 西村 太一二口 雅一氏 堀内 岳志 浦河 坂本 晴美 510－ 42：16．82� 168．3�
816 ニジイロノコマ 牝3栗 52 嶋田 純次 �YGGホースクラブ 大竹 正博 日高 オリオンファーム 474－ 42：17．12 98．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，294，800円 複勝： 45，557，000円 枠連： 9，541，800円
馬連： 45，734，300円 馬単： 20，219，900円 ワイド： 43，718，300円
3連複： 76，451，900円 3連単： 87，044，800円 計： 363，562，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 130円 � 160円 � 190円 枠 連（4－5） 460円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 260円 �� 360円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 5，730円

票 数

単勝票数 計 352948 的中 � 104865（1番人気）
複勝票数 計 455570 的中 � 109482（1番人気）� 73134（2番人気）� 50281（4番人気）
枠連票数 計 95418 的中 （4－5） 15874（1番人気）
馬連票数 計 457343 的中 �� 69685（1番人気）
馬単票数 計 202199 的中 �� 12701（3番人気）
ワイド票数 計 437183 的中 �� 47589（2番人気）�� 30516（3番人気）�� 16281（5番人気）
3連複票数 計 764519 的中 ��� 39522（2番人気）
3連単票数 計 870448 的中 ��� 11000（8番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．6―13．1―13．5―12．3―12．2―12．2―11．7―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．2―36．8―49．9―1：03．4―1：15．7―1：27．9―1：40．1―1：51．8―2：03．1

コーナー
通過順位

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

2
4
2，5（4，10，15）13－1，9（11，6）8，7，3，12，14－16・（2，5，15）9（4，10，13，6）（11，1，8，14）7，3，12，16

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バ ラ ジ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ア ラ ジ デビュー 2021．10．17 東京4着

2019．4．10生 牡3鹿 母 シーダーアラジ 母母 パワーシーダー 11戦2勝 賞金 31，531，000円

2903410月22日 雨 良 （4新潟4） 第3日 第10競走 ��
��1，800�

む ら か み

村 上 特 別
発走14時50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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．8

良
良

11 カランドゥーラ 牡4鹿 57 勝浦 正樹窪田 芳郎氏 蛯名 正義 安平 ノーザンファーム 486－ 81：46．5 7．9�
45 カフジアスール 牡4鹿 57 角田 大河加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 480＋ 2 〃 アタマ 4．1�
710 ダ イ ム 牝3栗 53 古川 吉洋五十川雅規氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 442－141：46．81� 4．4�
812 シーリアスラブ 牡6鹿 57 泉谷 楓真吉田 千津氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 468＋101：47．01	 47．3�
44 アラビアンナイト 牝4青鹿55 丸山 元気 Him Rock Racing

ホールディングス� 田村 康仁 日高 北田 剛 442－ 2 〃 アタマ 7．7�
711
 マイネルダグラス 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 508＋121：47．1� 18．8	
57 ケンアンビシャス 牡4黒鹿57 亀田 温心中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 466－ 8 〃 クビ 61．0

33 アップデート 牡3鹿 55 西村 淳也石川 達絵氏 杉山 晴紀 日高 白井牧場 504± 01：47．2クビ 3．8�
56 トライフォーリアル �5栗 57 武藤 雅 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム B494＋ 61：47．3� 19．6
813 マリノソフィア 牝5黒鹿55 黛 弘人矢野 恭裕氏 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 462＋ 41：47．51	 13．4�
69 ウインアルカンナ 牝5黒鹿55 菊沢 一樹�ウイン 武市 康男 新冠 コスモヴューファーム 470－ 61：47．82 40．8�
68 ダンツイノーバ 牝5栗 55 菱田 裕二山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 470± 01：48．0� 63．0�
22 イルヴェントデーア 牝6鹿 55 秋山 稔樹 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 462－101：48．21� 55．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，882，800円 複勝： 54，843，000円 枠連： 13，332，500円
馬連： 60，924，800円 馬単： 25，058，300円 ワイド： 57，163，000円
3連複： 95，863，400円 3連単： 107，761，300円 計： 449，829，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 210円 � 160円 � 150円 枠 連（1－4） 1，130円

馬 連 �� 2，010円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 720円 �� 680円 �� 390円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 19，330円

票 数

単勝票数 計 348828 的中 � 35176（5番人気）
複勝票数 計 548430 的中 � 58835（5番人気）� 88912（2番人気）� 103736（1番人気）
枠連票数 計 133325 的中 （1－4） 9068（4番人気）
馬連票数 計 609248 的中 �� 23402（9番人気）
馬単票数 計 250583 的中 �� 4133（20番人気）
ワイド票数 計 571630 的中 �� 19610（8番人気）�� 20728（7番人気）�� 40546（1番人気）
3連複票数 計 958634 的中 ��� 28980（5番人気）
3連単票数 計1077613 的中 ��� 4040（52番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．0―12．4―11．8―11．6―11．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．3―47．3―59．7―1：11．5―1：23．1―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．0
3 2－（8，9）（1，10）（7，13）5，11，3，12，4，6 4 ・（8，2）9－10（1，13）7，5，11－3，12，4，6

勝馬の
紹 介

カランドゥーラ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．6．21 東京2着

2018．2．13生 牡4鹿 母 ラストグルーヴ 母母 エアグルーヴ 14戦3勝 賞金 52，207，000円



2903510月22日 雨 良 （4新潟4） 第3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，R3．10．23以降R4．10．16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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

610 ルピナスリード 牝3黒鹿52 団野 大成�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 456± 01：08．6 4．4�
58 ス ン リ 牝4鹿 52 西村 淳也白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B488＋ 4 〃 クビ 7．5�
22 ブレスレスリー 牝3芦 53 富田 暁ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 01：08．91� 3．1�
57 ファイアダンサー 牝4青鹿53 丹内 祐次ゴドルフィン 鈴木慎太郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋ 4 〃 クビ 8．7�
813 シュアーヴアリア 牝4黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B490＋ 4 〃 アタマ 14．6	
34 エイシンスポッター 牡3栗 54 角田 大河平井 克彦氏 吉村 圭司 新ひだか 木田牧場 500＋12 〃 アタマ 5．3

69 オシリスブレイン 牡5青鹿54 菊沢 一樹エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 494－ 21：09．11� 29．1�
45 � ショウナンアリアナ 牝6鹿 52 松本 大輝国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 456＋121：09．2クビ 65．2�
814 フ ミ ロ ア 牝4鹿 52 秋山 稔樹林 文彦氏 黒岩 陽一 新ひだか タイヘイ牧場 456± 0 〃 クビ 46．4
711� ロ ジ ー ナ 牝5黒鹿53 斎藤 新 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 幌村牧場 474＋ 2 〃 ハナ 34．9�
33 ジョニーズララバイ 牡6鹿 55 泉谷 楓真金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 洞	湖 レイクヴィラファーム 474＋221：09．3クビ 42．6�
46 スイーツマジック 牝4鹿 52 黛 弘人 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 468－101：09．61
 63．3�

712� ララクリュサオル 牡6鹿 56 中井 裕二フジイ興産� 辻野 泰之 米 Ranjan
Racing Inc. 504－ 41：09．7� 29．8�

（法942）

11 テーオーマルクス 牡5鹿 54 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 友田牧場 500＋ 41：10．02 25．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 61，628，000円 複勝： 82，512，700円 枠連： 30，380，300円
馬連： 150，790，700円 馬単： 52，812，600円 ワイド： 118，029，900円
3連複： 247，000，300円 3連単： 252，715，000円 計： 995，869，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 230円 � 130円 枠 連（5－6） 900円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 630円 �� 360円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 10，690円

票 数

単勝票数 計 616280 的中 � 109929（2番人気）
複勝票数 計 825127 的中 � 127840（2番人気）� 73959（5番人気）� 200882（1番人気）
枠連票数 計 303803 的中 （5－6） 26032（4番人気）
馬連票数 計1507907 的中 �� 72136（6番人気）
馬単票数 計 528126 的中 �� 13211（9番人気）
ワイド票数 計1180299 的中 �� 46132（7番人気）�� 87692（1番人気）�� 57485（3番人気）
3連複票数 計2470003 的中 ��� 104587（2番人気）
3連単票数 計2527150 的中 ��� 17128（17番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．3―11．7―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．8―45．5―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ルピナスリード �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2021．11．20 阪神2着

2019．2．18生 牝3黒鹿 母 ル パ ン Ⅱ 母母 Promising Lead 8戦4勝 賞金 52，246，000円

2903610月22日 曇 良 （4新潟4） 第3日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時00分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．4

重
不良

45 � スカイナイル 牝4芦 55
51 ★今村 聖奈 �社台レースホース牧浦 充徳 米 Teruya

Yoshida 496＋ 81：11．9 5．0�
68 ゼットノヴァ 牡3青鹿55 菱田 裕二�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか フジワラフアーム 448＋181：12．11� 1．9�
11 � エコロブラスト 牡4鹿 57

54 ▲原 優介原村 正紀氏 矢野 英一 新冠 パカパカ
ファーム 502－ 4 〃 クビ 18．8�

711 アーサーテソーロ 牡3栗 55 富田 暁了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 新ひだか フジワラフアーム 526± 01：12．3	 6．1�

22 ヤンチャプリヒメ 牝6鹿 55
53 △小林 凌大田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム B452－ 6 〃 ハナ 161．2	

56 ヨシオドライヴ 牡5黒鹿57 菊沢 一樹井村誉志雄氏 清水 英克 日高 スマイルファーム B498－ 61：12．4クビ 42．8

813� ヴァンデリオン 牡5栗 57 丸山 元気 �サザンホールディング 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO B484－14 〃 クビ 18．0�
44 カ リ ュ ウ 牝3鹿 53 武藤 雅林 弘之氏 田島 俊明 新ひだか 松田牧場 430± 01：13．03
 6．4�
33 カツノサンキュウ 牡4鹿 57 黛 弘人聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 484＋ 6 〃 アタマ 45．2
57 � マグナムハート 牡4栗 57

56 ☆秋山 稔樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 千歳 社台ファーム 510＋ 21：13．1クビ 141．4�
69 � ケ プ チ ャ ン 牡4栗 57 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 484－ 41：13．52
 307．6�
812 ベアグッジョブ 牡3鹿 55 丹内 祐次熊木 浩氏 杉浦 宏昭 平取 中川 隆 496＋ 61：13．6
 18．6�
710� クリノハニー 牝3栗 53 的場 勇人栗本 博晴氏 的場 均 日高 宝寄山 拓樹 444－ 31：13．91
 217．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 40，884，000円 複勝： 47，393，500円 枠連： 16，028，500円
馬連： 70，197，500円 馬単： 29，690，800円 ワイド： 54，939，500円
3連複： 101，698，100円 3連単： 126，830，900円 計： 487，662，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 120円 � 300円 枠 連（4－6） 310円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，250円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 11，940円

票 数

単勝票数 計 408840 的中 � 64581（2番人気）
複勝票数 計 473935 的中 � 63747（3番人気）� 146005（1番人気）� 28331（6番人気）
枠連票数 計 160285 的中 （4－6） 39816（1番人気）
馬連票数 計 701975 的中 �� 101317（1番人気）
馬単票数 計 296908 的中 �� 15832（4番人気）
ワイド票数 計 549395 的中 �� 53387（2番人気）�� 10273（18番人気）�� 19222（9番人気）
3連複票数 計1016981 的中 ��� 28851（7番人気）
3連単票数 計1268309 的中 ��� 7698（36番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．4―12．1―12．0―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．4―46．5―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�スカイナイル �
�
父 Pioneerof the Nile �

�
母父 Tapit デビュー 2020．12．6 中山1着

2018．3．25生 牝4芦 母 Joyful Victory 母母 Wild Lucy Black 11戦2勝 賞金 19，700，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（4新潟4）第3日 10月22日（土曜日） 曇一時晴一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

213，240，000円
7，340，000円
20，900，000円
1，390，000円
26，900，000円
74，279，000円
6，036，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
399，096，700円
565，524，600円
149，724，300円
627，994，100円
268，069，500円
574，078，300円
1，036，533，700円
1，138，858，100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 4，759，879，300円

総入場人員 7，874名 （有料入場人員 7，243名）
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