
2903710月23日 曇 良 （4新潟4） 第4日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走9時50分 （芝・左・外）

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
1：46．5
1：44．5

稍重
良

710 オメガリッチマン 牡2鹿 55
53 △松本 大輝原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム B434± 01：47．1 8．2�

45 ガルヴァナイズ 牡2鹿 55
51 ★今村 聖奈佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 2．8�

33 サ ヴ ォ ー ナ 牡2鹿 55 和田 竜二加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 518＋ 41：47．52� 10．4�
11 ア マ イ 牝2青鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 猿橋 義昭 440－ 41：48．24 55．5�
812 サクセスバラード 牡2鹿 55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 448＋ 6 〃 クビ 5．4�
56 ナムラダリウス 牡2芦 55 団野 大成奈村 睦弘氏 荒川 義之 日高 ナカノファーム 464＋ 61：48．62� 44．3	
69 ノイアーターク �2鹿 55 斎藤 新 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 452－ 41：48．7クビ 19．3

813 ピーエムギャレット 牝2鹿 54 菱田 裕二松山 毅氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 452± 01：48．8� 14．3�
57 エイチエヌバンピー 牡2鹿 55 勝浦 正樹鳴田 啓志氏 小桧山 悟 新冠 大狩部牧場 436＋ 21：49．01� 257．4�
68 トーセンアウローラ 牡2栗 55 荻野 極島川 哉氏 尾形 和幸 日高 有限会社 エ

スティファーム 446－ 61：49．42� 4．1�
22 スウィフトアロー 牝2鹿 54

51 ▲原 優介青芝商事� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 480＋ 41：49．93 187．0�
44 ワンダーミズキ 牡2鹿 55

51 ★永島まなみ山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 大島牧場 394＋ 4 〃 ハナ 38．4�
711 キラールージュ 牝2鹿 54

51 ▲水沼 元輝村田 滋氏 粕谷 昌央 新ひだか 木村 秀則 420＋ 41：54．1大差 391．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 33，200，700円 複勝： 45，880，600円 枠連： 7，713，300円
馬連： 47，846，400円 馬単： 21，839，900円 ワイド： 47，306，200円
3連複： 80，688，500円 3連単： 83，912，500円 計： 368，388，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 220円 � 130円 � 260円 枠 連（4－7） 1，210円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，010円 �� 530円

3 連 複 ��� 3，450円 3 連 単 ��� 17，550円

票 数

単勝票数 計 332007 的中 � 33741（4番人気）
複勝票数 計 458806 的中 � 48180（4番人気）� 117185（1番人気）� 36985（5番人気）
枠連票数 計 77133 的中 （4－7） 4917（4番人気）
馬連票数 計 478464 的中 �� 33483（4番人気）
馬単票数 計 218399 的中 �� 5614（10番人気）
ワイド票数 計 473062 的中 �� 27836（4番人気）�� 11313（13番人気）�� 23225（5番人気）
3連複票数 計 806885 的中 ��� 17522（11番人気）
3連単票数 計 839125 的中 ��� 3465（56番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．2―12．1―12．3―12．3―12．2―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―34．3―46．4―58．7―1：11．0―1：23．2―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オメガリッチマン �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．9．18 中山9着

2020．2．5生 牡2鹿 母 エルカラファテ 母母 オ ジ ャ グ ワ 3戦1勝 賞金 5，720，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キラールージュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月23日まで平地競

走に出走できない。

2903810月23日 曇 良 （4新潟4） 第4日 第2競走 1，600�2歳未勝利
発走10時15分 （芝・左・外）

牝；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
1：33．3
1：32．3

良
良

35 フェステスバント 牝2鹿 54
50 ★今村 聖奈吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 400＋ 61：34．4 4．3�

59 オ ル ノ ア 牝2鹿 54 菱田 裕二 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 21：35．03� 8．0�

11 メテオリート 牝2鹿 54 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 492＋ 8 〃 アタマ 2．5�
34 サンフェリーチェ 牝2鹿 54 武藤 雅�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 426－161：35．42� 68．9�
815 ジョーシーゲル 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁上田江吏子氏 松下 武士 新ひだか 山際牧場 474± 01：35．5� 30．8	
814 サトノキャサリン 牝2栗 54 斎藤 新里見 治氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 424＋ 41：35．6クビ 15．4

47 レジーナローズ 牝2青鹿 54

52 △横山 琉人永山 勝敏氏 鈴木慎太郎 新ひだか サカイファーム 432－ 2 〃 クビ 208．9�
46 スノーファンタジー 牝2黒鹿 54

52 △松本 大輝 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 61：35．7クビ 10．4�
712 ネオアリシア 牝2鹿 54 和田 竜二髙瀬 正志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 418－ 41：35．8� 7．3
713 ユアフラッシュ 牝2黒鹿54 団野 大成�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 436＋221：36．22� 43．5�
610 エメイヴェイモン 牝2芦 54 荻野 極前田 幸大氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 498＋ 41：36．62� 104．4�
58 ドナビスケット 牝2栗 54

50 ★永島まなみ山田 貢一氏 牧浦 充徳 むかわ 市川牧場 424＋ 21：36．7アタマ 155．2�
23 ランスノーブル 牝2芦 54

53 ☆秋山 稔樹佐々木 基氏 上原 博之 日高 新井 昭二 B442± 01：37．01� 126．1�
611 ケイティベガ 牝2青鹿54 川須 栄彦瀧本 和義氏 村山 明 様似 スイートフアーム 408＋121：37．63� 19．5�
22 ゴレイジョウ 牝2鹿 54

51 ▲原 優介福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 鎌田 正嗣 442－ 61：38．02� 224．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 30，204，700円 複勝： 39，036，600円 枠連： 8，489，500円
馬連： 38，054，200円 馬単： 16，848，000円 ワイド： 40，966，500円
3連複： 62，776，400円 3連単： 57，909，900円 計： 294，285，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 230円 � 130円 枠 連（3－5） 2，110円

馬 連 �� 2，220円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 720円 �� 270円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，620円 3 連 単 ��� 12，520円

票 数

単勝票数 計 302047 的中 � 57575（2番人気）
複勝票数 計 390366 的中 � 59826（2番人気）� 33771（5番人気）� 100151（1番人気）
枠連票数 計 84895 的中 （3－5） 3114（11番人気）
馬連票数 計 380542 的中 �� 13227（8番人気）
馬単票数 計 168480 的中 �� 3032（15番人気）
ワイド票数 計 409665 的中 �� 13329（8番人気）�� 43010（1番人気）�� 21091（4番人気）
3連複票数 計 627764 的中 ��� 29003（3番人気）
3連単票数 計 579099 的中 ��� 3351（28番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．8―12．2―12．0―11．5―11．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．7―35．5―47．7―59．7―1：11．2―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェステスバント �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Lord of England デビュー 2022．7．10 小倉7着

2020．2．11生 牝2鹿 母 フ ィ オ ド ラ 母母 Forever Nice 3戦1勝 賞金 7，300，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 新潟競馬 第４日



2903910月23日 曇 稍重 （4新潟4） 第4日 第3競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時45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
1：49．2
1：47．6

不良
重

55 シュルレアリスト 牡4鹿 57 和田 竜二�G1レーシング 中村 直也 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 81：54．7 10．1�

810 ケイティレインボー 牡3青鹿55 城戸 義政瀧本 和義氏 杉山 佳明 様似 スイートフアーム B486＋121：55．23 3．8�
22 ナムラスワガー 牡4鹿 57 団野 大成奈村 睦弘氏 荒川 義之 様似 林 時春 490＋ 2 〃 ハナ 57．3�
77 クラップサンダー 牡3鹿 55

51 ★今村 聖奈深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 水上 習孝 452－ 21：55．73 4．5�
66 セザンテイオー 牡4栗 57 菱田 裕二瀬山 孝一氏 浅野洋一郎 新冠 山岡牧場 504－ 4 〃 ハナ 16．3�
44 � オ ル ガ ン ザ 牡5鹿 57 荻野 極鈴木 史郎氏 堀内 岳志 千歳 社台ファーム 552＋ 1 〃 ハナ 155．3	
33 リトルポピー 牝3芦 53 武藤 雅 
サンデーレーシング 奥村 武 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 21：56．23 2．4�
78 � ムーンオブバローダ 牡6栗 57

54 ▲鷲頭 虎太 
社台レースホース坂口 智康 千歳 社台ファーム 494－101：56．41� 65．8�
89 ブリヨンカズマ 牡3芦 55

53 △松本 大輝合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B520＋141：57．46 268．1
11 アーバンデザイン 牡3栗 55 西村 淳也 
社台レースホース和田 雄二 千歳 社台ファーム B520＋ 2 〃 ハナ 6．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，139，000円 複勝： 38，596，800円 枠連： 6，197，600円
馬連： 45，542，600円 馬単： 23，810，800円 ワイド： 44，256，900円
3連複： 71，392，800円 3連単： 101，254，000円 計： 374，190，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 300円 � 180円 � 720円 枠 連（5－8） 1，720円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 4，250円

ワ イ ド �� 610円 �� 3，160円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 9，960円 3 連 単 ��� 55，900円

票 数

単勝票数 計 431390 的中 � 33979（5番人気）
複勝票数 計 385968 的中 � 32585（5番人気）� 66780（3番人気）� 11369（7番人気）
枠連票数 計 61976 的中 （5－8） 2786（7番人気）
馬連票数 計 455426 的中 �� 23416（7番人気）
馬単票数 計 238108 的中 �� 4198（19番人気）
ワイド票数 計 442569 的中 �� 19934（7番人気）�� 3451（23番人気）�� 7209（16番人気）
3連複票数 計 713928 的中 ��� 5371（27番人気）
3連単票数 計1012540 的中 ��� 1313（171番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―13．2―13．3―12．6―12．2―12．7―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―37．3―50．6―1：03．2―1：15．4―1：28．1―1：41．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シュルレアリスト �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．8．22 小倉4着

2018．3．5生 牡4鹿 母 アルーリングライフ 母母 アルーリングアクト 14戦2勝 賞金 25，410，000円

2904010月23日 曇 良 （4新潟4） 第4日 第4競走 2，850�障害3歳以上未勝利
発走11時15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

813 アンブロジオ �7栗 60 石神 深一 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 23：08．4 2．0�

812 イ ベ リ ア 牡7黒鹿60 北沢 伸也森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 510＋183：09．46 17．9�
44 � トーセンオリジン 牡5鹿 60 上野 翔本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 有限会社 エ

スティファーム 448± 0 〃 クビ 27．5�
11 マイネルグロース 牡4芦 60 草野 太郎 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 466＋ 63：09．61� 18．5�
710 モ ル タ ル �5芦 60

57 ▲小牧加矢太阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 466－ 23：09．7クビ 2．9	
33 ホウオウカトリーヌ 牝6鹿 58 蓑島 靖典小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 2 〃 クビ 122．4

57 ヴァレッタカズマ 牡3鹿 58 平沢 健治合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 506＋10 〃 アタマ 19．1�
711 ユーベルント 牝4黒鹿58 西村 太一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新冠 松浦牧場 446＋ 43：11．410 87．9�
56 ニホンピロマドン 牡7鹿 60 中村 将之小林 英一氏 服部 利之 新ひだか 佐竹 学 528＋ 63：11．5� 27．7
22 リーブルミノル 牡4栗 60 森 一馬吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋ 23：12．45 18．4�
68 スマートルミエール 牡5鹿 60 五十嵐雄祐大川 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飛野牧場 448－ 43：12．61 73．0�
45 サマーサプライズ 牡8鹿 60 小野寺祐太 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 帰山 清貴 468＋ 43：16．3大差 10．5�
69 � ドリームウィーバー 牡4黒鹿60 江田 勇亮グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 486＋ 43：20．9大差 297．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，007，900円 複勝： 23，930，700円 枠連： 8，339，500円
馬連： 31，623，000円 馬単： 17，478，000円 ワイド： 25，754，500円
3連複： 58，605，000円 3連単： 73，528，400円 計： 260，267，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 340円 � 420円 枠 連（8－8） 1，260円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 550円 �� 690円 �� 2，750円

3 連 複 ��� 6，600円 3 連 単 ��� 19，120円

票 数

単勝票数 計 210079 的中 � 83475（1番人気）
複勝票数 計 239307 的中 � 99506（1番人気）� 11755（4番人気）� 9257（8番人気）
枠連票数 計 83395 的中 （8－8） 5125（4番人気）
馬連票数 計 316230 的中 �� 16744（3番人気）
馬単票数 計 174780 的中 �� 6897（4番人気）
ワイド票数 計 257545 的中 �� 12526（3番人気）�� 9771（6番人気）�� 2249（28番人気）
3連複票数 計 586050 的中 ��� 6650（19番人気）
3連単票数 計 735284 的中 ��� 2787（55番人気）
上り 1マイル 1：46．2 4F 50．8－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

アンブロジオ �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2017．9．2 札幌2着

2015．3．5生 �7栗 母 アンティフォナ 母母 Snatched 障害：6戦1勝 賞金 18，300，000円
〔制裁〕 ニホンピロマドン号の騎手中村将之は，1号障害を外側に斜飛したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・8番）



2904110月23日 雨 稍重 （4新潟4） 第4日 第5競走 ��1，800�2歳新馬
発走12時05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
1：53．0
1：50．9

重
不良

59 バンブーグローブ 牡2鹿 55 斎藤 新林 正道氏 斎藤 誠 日高 藤本ファーム 490 ―1：56．9 6．5�
35 スペシャリスト 牝2栗 54 嶋田 純次下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 454 ― 〃 アタマ 3．0�
58 アルムエアフォルク 牝2青鹿 54

50 ★永島まなみ﨑川美枝子氏 平田 修 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470 ―1：57．22 7．6�

611 フラッパールック 牝2黒鹿 54
51 ▲佐々木大輔吉田 千津氏 林 徹 千歳 社台ファーム 452 ―1：57．62� 6．0�

814 マイネルボンバー 牡2栗 55 武藤 雅 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新ひだか 畠山牧場 460 ―1：58．34 18．8�

47 エリンアキレウス 牡2鹿 55 丸田 恭介田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 大栄牧場 526 ―1：58．5� 92．8	
34 サンライズプラーナ 牡2芦 55 菱田 裕二�ライフハウス 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 540 ― 〃 � 14．8

46 トキノヤマト 牡2芦 55 荻野 極醍醐 徹氏 田村 康仁 新ひだか 高橋 修 480 ―1：58．71� 21．7�
610 クラウンローゼン 牡2栗 55

53 △小林 脩斗�クラウン 奥平 雅士 日高 クラウン日高牧場 462 ―1：59．22� 86．2�
815 ヴ ォ ラ ン テ 牡2黒鹿55 丸山 元気永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 462 ― 〃 クビ 25．7
23 コーディネイター 牡2鹿 55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 中尾 秀正 浦河 カナイシスタッド 456 ―1：59．62� 26．9�
11 ブライトノート 牝2鹿 54

53 ☆小沢 大仁水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 454 ―2：00．23� 51．3�
22 コスモシャンソン 牡2鹿 55

52 ▲原 優介 �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 438 ―2：01．37 69．9�
712 グランキューブ 牡2栗 55 和田 竜二原 �子氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 474 ―2：01．83 9．9�
713 ピックアップライン 牡2青鹿 55

53 △横山 琉人 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 506 ―2：04．8大差 84．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，749，900円 複勝： 34，905，600円 枠連： 10，940，900円
馬連： 37，586，400円 馬単： 16，560，000円 ワイド： 39，819，800円
3連複： 60，942，100円 3連単： 62，292，200円 計： 292，796，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 210円 � 140円 � 210円 枠 連（3－5） 440円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，970円

ワ イ ド �� 580円 �� 780円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 16，810円

票 数

単勝票数 計 297499 的中 � 37929（3番人気）
複勝票数 計 349056 的中 � 38771（3番人気）� 78668（1番人気）� 38400（4番人気）
枠連票数 計 109409 的中 （3－5） 19056（1番人気）
馬連票数 計 375864 的中 �� 22520（3番人気）
馬単票数 計 165600 的中 �� 4170（7番人気）
ワイド票数 計 398198 的中 �� 17603（3番人気）�� 12615（8番人気）�� 20551（2番人気）
3連複票数 計 609421 的中 ��� 17077（4番人気）
3連単票数 計 622922 的中 ��� 2686（32番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―13．7―14．3―13．3―12．5―13．2―12．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．5―38．2―52．5―1：05．8―1：18．3―1：31．5―1：44．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バンブーグローブ �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 ゴールドアリュール 初出走

2020．3．9生 牡2鹿 母 ゴールドフォレスト 母母 フォレストキティ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 コスモシャンソン号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピックアップライン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月23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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 カヤドーブラック号・ジーファー号・ベアキング号

2904210月23日 雨 良 （4新潟4） 第4日 第6競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走12時35分 （芝・左・外）

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
1：44．1
1：43．8

良
良

11 フィールシンパシー 牝3鹿 53
51 △横山 琉人岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 436－101：48．0 6．4�

45 ロマンシングブルー 牝3青鹿53 西村 淳也吉田 勝己氏 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：48．1� 2．0�
22 セラフィナイト 牡4鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム B444± 01：48．2� 11．2�
68 マイネルデステリョ 牡5黒鹿57 和田 竜二 �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 454± 01：48．3� 37．4�
812 オーダーナチュラル 牡3黒鹿55 菱田 裕二 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 458＋16 〃 � 17．4	
711 ド ラ ミ モ ン 牡4栗 57

53 ★今村 聖奈子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 450± 01：48．5� 4．7

44 スプレッドアウト 牡3鹿 55 武藤 雅 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 〃 クビ 10．1�
56 ウナギノボリ 牡3黒鹿 55

51 ★永島まなみ小田切有一氏 音無 秀孝 日高 中原牧場 472＋121：48．6� 27．2�
57 エンパイアウエスト 牝3鹿 53 荻野 極吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 482－ 81：48．71 19．4
69 ルヴァンノワール 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 440＋ 41：49．12� 66．2�
813 ロッタチャンセズ 牝5鹿 55

52 ▲佐々木大輔�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B406＋ 41：50．05 112．5�
710 クトゥネシリカ 牡3黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新ひだか 岡田スタツド 414± 01：50．42� 239．9�

33 コアレスロング 牝4黒鹿55 斎藤 新小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 470± 01：51．99 359．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 41，473，000円 複勝： 52，904，900円 枠連： 9，668，600円
馬連： 47，214，700円 馬単： 21，086，600円 ワイド： 48，791，500円
3連複： 71，655，300円 3連単： 82，925，400円 計： 375，720，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 110円 � 230円 枠 連（1－4） 620円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，050円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 10，650円

票 数

単勝票数 計 414730 的中 � 51829（3番人気）
複勝票数 計 529049 的中 � 47303（3番人気）� 195249（1番人気）� 41821（4番人気）
枠連票数 計 96686 的中 （1－4） 11937（2番人気）
馬連票数 計 472147 的中 �� 50259（2番人気）
馬単票数 計 210866 的中 �� 8735（6番人気）
ワイド票数 計 487915 的中 �� 34377（2番人気）�� 10880（14番人気）�� 29648（3番人気）
3連複票数 計 716553 的中 ��� 26749（5番人気）
3連単票数 計 829254 的中 ��� 5640（28番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．6―13．4―12．4―10．9―10．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．0―48．6―1：02．0―1：14．4―1：25．3―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．6
3 ・（1，3）（2，6）（5，8）13（4，7）9，12，10，11 4 ・（1，3）（2，6）（5，8）（4，7，13）9，12，10－11

勝馬の
紹 介

フィールシンパシー �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．11．20 東京2着

2019．5．17生 牝3鹿 母 スマートシンパシー 母母 キョウエイタイヨウ 7戦2勝 賞金 21，970，000円



2904310月23日 曇 稍重 （4新潟4） 第4日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時05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
1：09．1
1：08．4

重
不良

610 オンザダブル 牡3栗 55 団野 大成 �社台レースホース池添 学 千歳 社台ファーム 524＋161：12．1 4．0�
47 ケイティソルジャー 牡3栗 55

52 ▲大久保友雅瀧本 和義氏 村山 明 日高 豊洋牧場 504－ 11：12．31� 31．8�
611 トーアスカーレット 牝3栗 53 菊沢 一樹高山ランド� 勢司 和浩 豊浦トーア牧場 484＋ 41：12．61� 12．6�
713 ボルタドマール 牡3鹿 55

54 ☆秋山 稔樹今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 514＋ 61：12．91� 4．0�
46 カフェベラノッテ 牡3栗 55

53 △小林 脩斗西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 458－ 2 〃 クビ 13．5	
34 � ア ザ ル 牝4栗 55

51 ★永島まなみケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 B440－ 61：13．21� 74．9

35 ビップアクア 牝3栗 53

50 ▲鷲頭 虎太鈴木 邦英氏 田島 俊明 日高 川端 正博 B440＋ 2 〃 ハナ 127．8�
22 タマダイヤモンド 牝4青鹿 55

53 △横山 琉人玉井 鶴枝氏 相沢 郁 日高 本間牧場 500＋16 〃 ハナ 25．1�
815 クラウンシューター 牡3黒鹿55 武藤 雅杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 明治牧場 488＋161：13．3� 131．4
59 エ ク ロ ー ル 牝3鹿 53

49 ★今村 聖奈�ノースヒルズ 長谷川浩大 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440＋ 81：13．61� 2．4�

814 ハイレリーフ 牝4青鹿 55
52 ▲佐々木大輔岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B454－161：14．02� 124．2�

58 ブルックレット 牝3鹿 53
52 ☆亀田 温心�三嶋牧場 北出 成人 浦河 三嶋牧場 450－ 61：14．1クビ 236．1�

11 � クリノパイソン �4鹿 57
55 △松本 大輝栗本 博晴氏 蛯名 利弘 日高 横井 哲 480＋ 41：14．31 162．8�

712� アスクドンキバック 牡4栗 57
54 ▲原 優介廣崎 智子氏 梅田 智之 平取 清水牧場 466＋10 〃 ハナ 21．1�

23 エ ル メ ニ ア 牝3鹿 53
52 ☆小沢 大仁 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B444＋ 61：15．25 28．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，000，400円 複勝： 37，182，600円 枠連： 8，727，900円
馬連： 41，825，600円 馬単： 20，819，000円 ワイド： 42，219，000円
3連複： 70，361，700円 3連単： 81，250，800円 計： 336，387，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 210円 � 750円 � 330円 枠 連（4－6） 1，510円

馬 連 �� 6，960円 馬 単 �� 12，270円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 850円 �� 4，470円

3 連 複 ��� 20，280円 3 連 単 ��� 89，930円

票 数

単勝票数 計 340004 的中 � 67500（2番人気）
複勝票数 計 371826 的中 � 53190（3番人気）� 11068（9番人気）� 29338（6番人気）
枠連票数 計 87279 的中 （4－6） 4462（7番人気）
馬連票数 計 418256 的中 �� 4653（21番人気）
馬単票数 計 208190 的中 �� 1272（37番人気）
ワイド票数 計 422190 的中 �� 5403（23番人気）�� 13404（10番人気）�� 2356（34番人気）
3連複票数 計 703617 的中 ��� 2601（58番人気）
3連単票数 計 812508 的中 ��� 655（262番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．6―12．5―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．3―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オンザダブル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Saint Liam デビュー 2022．1．15 中京2着

2019．3．14生 牡3栗 母 アイアムルビー 母母 Cativa 4戦2勝 賞金 17，400，000円

2904410月23日 雨 稍重 （4新潟4） 第4日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時35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
1：49．2
1：47．6

不良
重

11 プロミストウォリア 牡5鹿 57
53 ★今村 聖奈 �シルクレーシング 野中 賢二 平取 坂東牧場 528－ 21：52．4 3．0�

811 タケルジャック 牡4青鹿 57
54 ▲原 優介森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか チャンピオンズファーム 458± 01：53．25 101．0�

22 コンテナジュニア 牡4黒鹿57 西村 淳也住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 520－101：53．73 8．1�
810 アイアムイチリュウ 牡5黒鹿57 岩部 純二堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 B514＋ 21：53．8� 8．1�
67 ク ル ル 牡3鹿 55

52 ▲佐々木大輔�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか
有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 484＋ 21：54．11� 34．1	

66 レイクリエイター 牡4芦 57 団野 大成松岡 隆雄氏 浜田多実雄 浦河 信岡牧場 466－141：54．84 12．3

44 サーティファイド 牡3鹿 55 斎藤 新安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 480＋101：55．01� 49．1�
33 サクセスエース 牡4栗 57 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 B494＋101：55．1� 45．0�
55 ヨロシオスナ 牡4黒鹿 57

53 ★永島まなみ岡 浩二氏 角田 晃一 浦河 田中スタッド 504＋ 61：56．27 9．6
79 アクロビンジャー 牡3鹿 55 菱田 裕二 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 452± 01：56．41� 15．1�
78 サンライズエース 牡3黒鹿55 和田 竜二�ライフハウス 河内 洋 浦河 富田牧場 B496＋ 41：56．93 2．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，580，900円 複勝： 39，758，200円 枠連： 7，328，200円
馬連： 42，434，400円 馬単： 18，648，500円 ワイド： 42，630，900円
3連複： 67，941，500円 3連単： 88，041，200円 計： 343，363，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 1，350円 � 250円 枠 連（1－8） 1，340円

馬 連 �� 18，970円 馬 単 �� 22，590円

ワ イ ド �� 4，540円 �� 650円 �� 6，380円

3 連 複 ��� 32，700円 3 連 単 ��� 150，890円

票 数

単勝票数 計 365809 的中 � 97503（2番人気）
複勝票数 計 397582 的中 � 71465（2番人気）� 5800（11番人気）� 42732（4番人気）
枠連票数 計 73282 的中 （1－8） 4237（6番人気）
馬連票数 計 424344 的中 �� 1733（41番人気）
馬単票数 計 186485 的中 �� 619（61番人気）
ワイド票数 計 426309 的中 �� 2340（41番人気）�� 18003（7番人気）�� 1656（46番人気）
3連複票数 計 679415 的中 ��� 1558（96番人気）
3連単票数 計 880412 的中 ��� 423（429番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―12．1―13．2―12．8―12．6―13．0―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．4―35．5―48．7―1：01．5―1：14．1―1：27．1―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プロミストウォリア �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．3．29 阪神1着

2017．3．26生 牡5鹿 母 プロミストスパーク 母母 プ レ イ ン 4戦2勝 賞金 16，900，000円
〔制裁〕 アイアムイチリュウ号の騎手岩部純二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）



2904510月23日 雨 稍重 （4新潟4） 第4日 第9競走 ��1，600�
かしわざき

柏 崎 特 別
発走14時05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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

815 タ イ ゲ ン 牡3栗 55 和田 竜二丸山 担氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 468± 01：36．0 2．5�
611 ゴルトファルベン 牡5鹿 57 松本 大輝 �サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 500＋ 8 〃 クビ 68．7�
23 バトルキャット 牝3鹿 53 西村 淳也辻子 依旦氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 486＋201：36．21 10．3�
36 ジ ャ マ ン 牝3黒鹿53 永島まなみ奥田 貴敏氏 高橋 康之 新ひだか 千代田牧場 488＋ 81：36．3クビ 7．9�
59 � カンパーニャ 牡6栗 57 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 日高 下河辺牧場 B468＋ 6 〃 アタマ 39．8�
612 デルマグレムリン 牡3栗 55 荻野 極浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 448＋ 41：36．4クビ 11．4	
11 レオンバローズ 牡3黒鹿55 団野 大成猪熊 広次氏 渡辺 薫彦 浦河 三嶋牧場 476＋18 〃 ハナ 9．2

510� セブンフォールド 牡4鹿 57 秋山 稔樹 �社台レースホース黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 クビ 12．4�
713 レディアリエス 牝4鹿 55 斎藤 新 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 484－ 81：36．5クビ 12．5
714 ダイリュウブラック 牡3鹿 55 荻野 琢真大野 龍氏 梅田 智之 新ひだか カタオカステーブル 448＋ 91：36．82 34．0�
816� オ ル テ ー ル 牡5鹿 57 勝浦 正樹吉田 和美氏 西田雄一郎 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

514± 0 〃 クビ 12．1�
48 ローズパルファン 牝5鹿 55 藤田菜七子 �友駿ホースクラブ 田中 剛 新ひだか 幌村牧場 438＋ 41：36．9クビ 70．6�
12 � コイニオチテ 牡3鹿 55 菱田 裕二野村 茂雄氏 森 秀行 浦河 酒井牧場 500－ 41：37．11� 33．1�
35 オラコモエスタス 牡5鹿 57 丸田 恭介玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 506－ 81：37．31� 49．9�
47 アルジェントステラ 牝4黒鹿55 武藤 雅 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 440－ 4 〃 ハナ 23．0�
24 レッドカムイ 牡4鹿 57 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム 540－ 21：37．4クビ 57．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，556，800円 複勝： 52，512，900円 枠連： 14，263，700円
馬連： 57，984，200円 馬単： 22，619，800円 ワイド： 59，118，700円
3連複： 104，569，100円 3連単： 102，593，700円 計： 449，218，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 1，060円 � 300円 枠 連（6－8） 1，090円

馬 連 �� 11，820円 馬 単 �� 13，960円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 660円 �� 7，880円

3 連 複 ��� 23，620円 3 連 単 ��� 142，760円

票 数

単勝票数 計 355568 的中 � 112600（1番人気）
複勝票数 計 525129 的中 � 133479（1番人気）� 9247（13番人気）� 39881（6番人気）
枠連票数 計 142637 的中 （6－8） 10054（5番人気）
馬連票数 計 579842 的中 �� 3801（43番人気）
馬単票数 計 226198 的中 �� 1215（53番人気）
ワイド票数 計 591187 的中 �� 4847（38番人気）�� 24639（5番人気）�� 1853（79番人気）
3連複票数 計1045691 的中 ��� 3320（85番人気）
3連単票数 計1025937 的中 ��� 521（488番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．2―12．5―12．1―11．4―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―24．1―36．3―48．8―1：00．9―1：12．3―1：23．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タ イ ゲ ン �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．2 中京9着

2019．3．10生 牡3栗 母 ベッライリス 母母 ベッラレイア 9戦2勝 賞金 20，948，000円

2904610月23日 曇 稍重 （4新潟4） 第4日 第10競走 ��1，200�
みょうこう

妙 高 特 別
発走14時40分 （ダート・左）

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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．4

重
不良

713 アイスリアン 牝4黒鹿55 菱田 裕二村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 472－ 41：12．8 6．3�
611 アルファマム 牝3鹿 53 団野 大成平井 裕氏 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 462＋ 21：12．9� 2．5�
610� ポピュラーソング 牝5黒鹿55 丸山 元気酒井 孝敏氏 土田 稔 日高 中館牧場 448± 01：13．0� 130．1�
58 ナックドロップス 牝3鹿 53 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 松本牧場 456± 0 〃 ハナ 26．1�
712 ウェーブメジャー 牡4鹿 57 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 480＋ 81：13．21� 48．4�
47 スウィートプロミス 牝3黒鹿53 武藤 雅 �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 470－ 21：13．41� 6．1	
34 コーリングローリー 牡5栗 57 斎藤 新伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 460－ 2 〃 ハナ 26．1

23 テ オ ド ラ 牝4栗 55 横山 琉人�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B478± 01：13．5クビ 76．8�
46 エーアイダンサー 牝4鹿 55 菊沢 一樹岡田 壮史氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 426－101：13．61 42．2�
814 スンヌンタイ 牝3鹿 53 荻野 極田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 500＋ 41：13．7クビ 11．8
11 ロープスピニング 牝3鹿 53 小林 脩斗吉田 照哉氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 434＋121：13．8� 20．9�
35 ゴールデンプルーフ 牝4鹿 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 494＋ 21：13．9� 33．0�
815 サクセスリボーン 牡5黒鹿57 亀田 温心柴田実千代氏 北出 成人 新冠 タニグチ牧場 510＋ 41：14．11 17．3�
59 トリッチトラッチ 牝5芦 55 丸田 恭介ライオンレースホース� 清水 英克 浦河 浦河日成牧場 B444＋ 61：14．52� 148．7�
22 テンクウフラワー 牝3鹿 53 和田 竜二小島 將之氏 渡辺 薫彦 新ひだか 斉藤スタッド 424＋ 81：17．7大差 5．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 43，682，500円 複勝： 57，434，700円 枠連： 15，885，200円
馬連： 78，930，900円 馬単： 30，110，300円 ワイド： 72，857，800円
3連複： 129，169，400円 3連単： 132，439，300円 計： 560，510，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 210円 � 150円 � 2，270円 枠 連（6－7） 830円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 400円 �� 9，720円 �� 5，490円

3 連 複 ��� 28，070円 3 連 単 ��� 131，530円

票 数

単勝票数 計 436825 的中 � 55448（4番人気）
複勝票数 計 574347 的中 � 71514（4番人気）� 128708（1番人気）� 4481（15番人気）
枠連票数 計 158852 的中 （6－7） 14811（1番人気）
馬連票数 計 789309 的中 �� 70032（1番人気）
馬単票数 計 301103 的中 �� 10525（3番人気）
ワイド票数 計 728578 的中 �� 52406（1番人気）�� 1798（73番人気）�� 3199（58番人気）
3連複票数 計1291694 的中 ��� 3451（90番人気）
3連単票数 計1324393 的中 ��� 730（441番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．9―12．7―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．8―47．5―59．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F38．0
3 ・（2，6）（8，12）（1，5）7（10，13，14）（3，15）－11（4，9） 4 ・（2，6，8，12）（1，5）7（10，13）（3，14，15）11，4，9

勝馬の
紹 介

アイスリアン �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．8．9 札幌6着

2018．2．3生 牝4黒鹿 母 アイスメアー 母母 ハロースウィーティ 14戦3勝 賞金 39，425，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時41分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンクウフラワー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月23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。
（非抽選馬） 2頭 ジャガード号・モリノカワセミ号



2904710月23日 曇 稍重 （4新潟4） 第4日 第11競走 ��
��2，200�新潟牝馬ステークス

発走15時20分 （芝・左）
牝，3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳51�4歳以上
54�，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳51�4歳以上
54�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
2：10．8
2：09．0

良
良

46 ホウオウエミーズ 牝5鹿 54 西村 淳也小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 448± 02：14．5 21．5�
813 ホウオウイクセル 牝4鹿 55 丸田 恭介小笹 芳央氏 高柳 瑞樹 洞	湖 レイクヴィラファーム 444± 02：14．6
 11．8�
22 ストリクトコード 牝5黒鹿54 和田 竜二�G1レーシング 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 456－ 42：14．81� 8．2�
34 コトブキテティス 牝5黒鹿54 武藤 雅尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 444± 02：14．9クビ 57．1�
814 エヴァーガーデン 牝5黒鹿54 丸山 元気 �コスモヴューファーム 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 490＋ 4 〃 クビ 12．3	
69 エイシンチラー 牝4鹿 54 荻野 極�栄進堂 田中 剛 浦河 栄進牧場 486＋12 〃 クビ 23．5

33 ソフトフルート 牝5黒鹿54 菱田 裕二ゴドルフィン 斉藤 崇史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502＋182：15．0クビ 3．7�
45 アインゲーブング 牝4鹿 54 斎藤 新 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 444－ 8 〃 クビ 43．1�
610 アイコンテーラー 牝4栗 54 亀田 温心中西 浩一氏 河内 洋 新ひだか 畠山牧場 464－ 62：15．21 5．7
711 シャムロックヒル 牝5芦 55 団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 510＋ 4 〃 同着 32．3�
58 エリオトローピオ 牝3栗 51 川須 栄彦 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 深山 雅史 新冠 ビッグレッドファーム 416＋142：15．3� 7．0�
712 ニシノラブウインク 牝3鹿 51 藤田菜七子西山 茂行氏 小手川 準 新冠 村上 欽哉 468＋ 6 〃 クビ 5．2�
11 サンクテュエール 牝5鹿 55 杉原 誠人 �キャロットファーム 田中 博康 安平 ノーザンファーム B480＋ 22：16．25 50．4�
57 ロ ザ ム ー ル 牝6栗 55 菊沢 一樹栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 502＋ 22：16．62� 66．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 77，735，500円 複勝： 99，806，900円 枠連： 39，617，300円
馬連： 214，165，300円 馬単： 73，082，400円 ワイド： 147，372，300円
3連複： 356，543，000円 3連単： 368，608，400円 計： 1，376，931，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，150円 複 勝 � 620円 � 370円 � 230円 枠 連（4－8） 4，360円

馬 連 �� 15，460円 馬 単 �� 31，660円

ワ イ ド �� 3，680円 �� 2，500円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 38，820円 3 連 単 ��� 261，230円

票 数

単勝票数 計 777355 的中 � 28913（8番人気）
複勝票数 計 998069 的中 � 37033（9番人気）� 69069（6番人気）� 132458（3番人気）
枠連票数 計 396173 的中 （4－8） 7028（20番人気）
馬連票数 計2141653 的中 �� 10733（44番人気）
馬単票数 計 730824 的中 �� 1731（91番人気）
ワイド票数 計1473723 的中 �� 10210（43番人気）�� 15161（30番人気）�� 23524（20番人気）
3連複票数 計3565430 的中 ��� 6887（121番人気）
3連単票数 計3686084 的中 ��� 1023（744番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．9―12．6―13．1―12．7―12．6―12．6―11．8―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―23．9―35．8―48．4―1：01．5―1：14．2―1：26．8―1：39．4―1：51．2―2：02．7

コーナー
通過順位

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

2
4

・（11，14）（7，12）（5，8）9（1，6）10（2，13）4，3・（11，14，12，9）（7，8，6，13，10）5（2，4）1，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ホウオウエミーズ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．18 新潟6着

2017．5．20生 牝5鹿 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 22戦5勝 賞金 99，073，000円

2904810月23日 曇 稍重 （4新潟4） 第4日 第12競走 1，000�3歳以上1勝クラス
発走16時00分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

815� ディアナグラン 牝4栗 55
53 ◇藤田菜七子湊 義明氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 492＋12 55．9 3．8�

713� モメチョッタ 牝6黒鹿55 城戸 義政清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 468± 0 56．11� 16．0�
610 テ セ ウ ス 牡4青鹿57 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 452＋ 8 〃 ハナ 3．5�
23 � テンジュイン 牝5鹿 55 和田 竜二中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 458＋ 2 〃 アタマ 29．7�
814 メルテッドハニー 牝5黒鹿55 菱田 裕二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新冠 村田牧場 402－ 8 56．2� 14．1�
22 � ユイノダンディズム 牡4鹿 57

53 ★今村 聖奈由井健太郎氏 竹内 正洋 青森 諏訪牧場 472± 0 56．3クビ 16．8	
46 ショウナンタイジュ 牡3青鹿 55

53 △松本 大輝国本 哲秀氏 嘉藤 貴行 日高 中原牧場 474－ 6 〃 アタマ 4．9

11 ラインアルテア 牡3黒鹿55 武藤 雅大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 452－ 8 56．62 115．5�
34 スイーツビュッフェ 牝6鹿 55 菊沢 一樹 �YGGホースクラブ 西田雄一郎 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 2 57．02 32．3
59 エ シ ェ ロ ン 牡3黒鹿 55

52 ▲水沼 元輝�ミルファーム 南田美知雄 新冠 山岡牧場 472± 0 57．21� 91．4�
611� ファイティング �5栗 57 岩部 純二田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 笹島 政信 496＋ 6 57．3クビ 26．1�
712 イナズマテーラー �4鹿 57

56 ☆小沢 大仁中西 浩一氏 飯田 雄三 浦河 大北牧場 454± 0 57．41 37．3�
35 イールテソーロ 牝3鹿 53

50 ▲原 優介了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 熊本 本田 土寿 480＋18 57．61 27．8�

47 � リ ュ ッ カ 牝5鹿 55 西村 淳也星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 428＋ 8 58．23� 8．2�
58 � ドラゴンズアイ 牝3鹿 53 井上 敏樹吉田 勝利氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 454± 0 58．83� 201．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 62，986，000円 複勝： 64，703，600円 枠連： 33，453，700円
馬連： 118，829，100円 馬単： 46，931，200円 ワイド： 100，565，400円
3連複： 221，651，900円 3連単： 248，460，700円 計： 897，581，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 340円 � 150円 枠 連（7－8） 1，040円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 4，120円

ワ イ ド �� 950円 �� 390円 �� 770円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 15，000円

票 数

単勝票数 計 629860 的中 � 131971（2番人気）
複勝票数 計 647036 的中 � 111884（2番人気）� 35991（6番人気）� 137024（1番人気）
枠連票数 計 334537 的中 （7－8） 24726（4番人気）
馬連票数 計1188291 的中 �� 32778（10番人気）
馬単票数 計 469312 的中 �� 8536（13番人気）
ワイド票数 計1005654 的中 �� 25728（10番人気）�� 70592（1番人気）�� 32692（5番人気）
3連複票数 計2216519 的中 ��� 54481（5番人気）
3連単票数 計2484607 的中 ��� 12004（24番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．8―10．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―33．0―43．9

上り4F44．0－3F33．7
勝馬の
紹 介

�ディアナグラン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 キングカメハメハ

2018．2．22生 牝4栗 母 ウィステリアアーチ 母母 バービキャット 8戦1勝 賞金 11，300，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（4新潟4）第4日 10月23日（日曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 165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

216，320，000円
8，210，000円
26，170，000円
1，640，000円
27，760，000円
72，434，000円
5，304，500円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
489，317，300円
586，654，100円
170，625，400円
802，036，800円
329，834，500円
711，659，500円
1，356，296，700円
1，483，216，500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 5，929，640，800円

総入場人員 8，946名 （有料入場人員 8，200名）
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