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2904910月29日 曇 良 （4新潟4） 第5日 第1競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走9時50分 （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：01．4良

55 ロードシャムロック 牡5鹿 60 西谷 誠 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 508－ 63：09．3 2．9�
79 トップウイナー 牡6栗 60 中村 将之�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 478＋ 63：09．62 1．8�
44 ヤップヤップヤップ 牡6栗 60 江田 勇亮薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 468± 03：09．81 13．9�
68 コウソクスピード �5青鹿60 石神 深一野﨑 昭夫氏 中舘 英二 洞�湖 レイクヴィラファーム 520＋ 23：10．11� 27．2�
11 トーセンインパルス 牡4黒鹿60 五十嵐雄祐島川 	哉氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 496＋ 8 〃 クビ 22．4

811 モーニングアヤメ 牝4栗 58 蓑島 靖典今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 446± 03：11．27 31．8�
22 	 メイショウキョウジ 牡7鹿 60 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 480＋ 83：12．15 9．9�
67 フェブキラナ �4栗 60

57 ▲小牧加矢太釘田 義広氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 462＋103：12．2� 53．4
56 ロッソモラーレ 牡5芦 60 上野 翔 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 474± 03：14．0大差 38．5�
710 シ ゲ ル リ ジ 牝4鹿 58 小野寺祐太森中 蕃氏 五十嵐忠男 日高 日高大洋牧場 460－ 63：14．85 43．6�
33 アップフルーク 牡3鹿 58 草野 太郎村山 正道氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 500＋103：25．3大差 187．6�
812 イントロバート 牝3黒鹿56 大江原 圭�野 智博氏 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 488＋ 6 （競走中止） 107．0�
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売 得 金
単勝： 17，802，500円 複勝： 35，449，800円 枠連： 6，057，000円
馬連： 25，841，600円 馬単： 15，029，800円 ワイド： 25，792，500円
3連複： 54，193，300円 3連単： 68，219，200円 計： 248，385，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 110円 � 200円 枠 連（5－7） 230円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 140円 �� 430円 �� 340円

3 連 複 ��� 490円 3 連 単 ��� 1，720円

票 数

単勝票数 計 178025 的中 � 47508（2番人気）
複勝票数 計 354498 的中 � 59572（2番人気）� 208524（1番人気）� 15246（4番人気）
枠連票数 計 60570 的中 （5－7） 20255（1番人気）
馬連票数 計 258416 的中 �� 78206（1番人気）
馬単票数 計 150298 的中 �� 20805（2番人気）
ワイド票数 計 257925 的中 �� 63281（1番人気）�� 12059（6番人気）�� 15993（3番人気）
3連複票数 計 541933 的中 ��� 81709（1番人気）
3連単票数 計 682192 的中 ��� 28635（2番人気）
上り 1マイル 1：44．7 4F 50．9－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードシャムロック �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Hard Spun デビュー 2019．11．10 京都7着

2017．3．2生 牡5鹿 母 スピニングワイルドキャット 母母 Hollywood Wildcat 障害：2戦1勝 賞金 9，900，000円
〔競走中止〕 イントロバート号は，8号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。なお，同馬は疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 イントロバート号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年11月29日まで出走できない。

2905010月29日 曇 稍重 （4新潟4） 第5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

68 シリンガバルガリス 牡2栗 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B480－ 41：57．1 9．5�
67 モーメントキャッチ 牡2鹿 55

51 ★今村 聖奈 �YGGホースクラブ 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 502＋ 21：57．42 2．3�
33 レッドマグナス 牡2鹿 55 岡田 祥嗣 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 白老 社台牧場 486＋ 81：57．5クビ 19．3�
22 ヨ シ イ チ 牡2黒鹿55 杉原 誠人玉腰 勇吉氏 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 494± 01：58．13� 156．5�
811 メイショウコジロウ 牡2鹿 55 荻野 極松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 498＋ 61：58．42 2．2	
812 ヴァークスティ 牡2鹿 55

53 △横山 琉人本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか チャンピオンズファーム B454＋ 2 〃 ハナ 64．1

79 メイショウヤッコ 牡2鹿 55 富田 暁松本 好雄氏 木原 一良 新ひだか 水上 習孝 478－ 81：58．82� 255．4�
44 コウユーオモイノセ 牡2芦 55 団野 大成加治屋貞光氏 斉藤 崇史 宮崎 田上 勝雄 476－ 21：59．11� 14．2�
55 アクションプラン 牡2黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹関田 光男氏 池上 昌和 新ひだか 木下牧場 492－ 41：59．52� 15．8
11 トーセンサクセス 牡2黒鹿 55

53 △小林 凌大島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 476± 01：59．6クビ 77．1�

56 マテンロウブルース 牡2青鹿 55
53 △小林 脩斗田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 金成吉田牧場 446± 02：01．19 405．3�
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710 レイズザリミッツ 牡2鹿 55 菊沢 一樹吉田 安惠氏 寺島 良 安平 追分ファーム 480＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，104，100円 複勝： 53，337，600円 枠連： 15，115，700円
馬連： 42，031，300円 馬単： 21，093，100円 ワイド： 34，421，600円
3連複： 58，813，400円 3連単： 82，293，600円 計： 346，210，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 150円 � 110円 � 250円 枠 連（6－6） 400円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 280円 �� 960円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 12，770円

票 数

単勝票数 差引計 391041（返還計 294） 的中 � 34390（3番人気）
複勝票数 差引計 533376（返還計 440） 的中 � 63143（3番人気）� 263948（1番人気）� 27586（6番人気）
枠連票数 差引計 151157（返還計 16） 的中 （6－6） 28797（2番人気）
馬連票数 差引計 420313（返還計 1144） 的中 �� 46315（2番人気）
馬単票数 差引計 210931（返還計 569） 的中 �� 7582（9番人気）
ワイド票数 差引計 344216（返還計 1314） 的中 �� 35157（2番人気）�� 8126（12番人気）�� 20228（5番人気）
3連複票数 差引計 588134（返還計 3753） 的中 ��� 22332（7番人気）
3連単票数 差引計 822936（返還計 4337） 的中 ��� 4669（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．2―36．9―50．8―1：03．7―1：16．5―1：30．3―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．4―3F40．6
1
3
・（3，8）4（6，5）（9，11）（2，12）7－1
3（8，4）11（6，12，7）9（2，5）－1

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

勝馬の
紹 介

シリンガバルガリス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Flower Alley デビュー 2022．7．10 小倉9着

2020．4．9生 牡2栗 母 ライラックスアンドレース 母母 Refinement 4戦1勝 賞金 6，240，000円
〔競走除外〕 レイズザリミッツ号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため装鞍所で競走除外。
〔制裁〕 レッドマグナス号の騎手岡田祥嗣は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番・4番・11番・

7番）

第４回 新潟競馬 第５日



2905110月29日 曇 稍重 （4新潟4） 第5日 第3競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走10時55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

712 ミレヴィーナス 牝3鹿 53
49 ★今村 聖奈岡田 隆寛氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田牧場 442＋ 61：11．5 1．7�

45 フ ィ ー カ 牝3鹿 53
50 ▲原 優介�日進牧場 矢野 英一 浦河 日進牧場 476± 01：11．71� 35．4�

34 � サクラファシナンテ 牝4黒鹿55 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 520－261：11．91� 12．1�
711 ア タ カ ン テ 牝3鹿 53

50 ▲鷲頭 虎太幅田 昌伸氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム B504－ 61：12．11� 14．1�
22 ア カ ザ 牝3鹿 53 丹内 祐次鈴木 康弘氏 伊坂 重信 むかわ 上水牧場 436± 0 〃 クビ 13．5	
58 スズノナデシコ 牝4鹿 55 西村 淳也小紫 嘉之氏 石坂 公一 新ひだか タガミファーム 508－ 2 〃 クビ 4．2

813 スマートプレジール 牝3鹿 53 菱田 裕二大川 徹氏 中村 直也 新ひだか 静内山田牧場 B484＋ 41：12．52� 64．1�
814 カ ー ド 牝4黒鹿55 菊沢 一樹井高 義光氏 清水 英克 新冠 アラキフアーム B458－ 41：12．71 123．2�
57 スマイルアモーレ 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹星加 浩一氏 加藤士津八 浦河 絵笛牧場 B462＋ 2 〃 ハナ 23．5
610 カトルショセット 牝4鹿 55 丸山 元気�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B478＋10 〃 ハナ 19．7�
33 � スエヒロヴァン 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 468－ 11：13．12� 96．4�
11 ジャンヌノツルギ 牝3鹿 53

51 △小林 凌大岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 上井農場 B452－ 21：13．62� 59．2�
46 グレナデンシロップ 牝3黒鹿53 団野 大成吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 444± 01：13．7� 27．2�
69 � 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 442－ 21：13．91 377．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，980，500円 複勝： 42，037，600円 枠連： 15，656，200円
馬連： 43，218，300円 馬単： 21，560，600円 ワイド： 42，607，000円
3連複： 67，082，800円 3連単： 76，985，200円 計： 344，128，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 510円 � 330円 枠 連（4－7） 1，550円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 760円 �� 5，590円

3 連 複 ��� 12，610円 3 連 単 ��� 36，290円

票 数

単勝票数 計 349805 的中 � 160722（1番人気）
複勝票数 計 420376 的中 � 155687（1番人気）� 13818（8番人気）� 23654（6番人気）
枠連票数 計 156562 的中 （4－7） 7815（5番人気）
馬連票数 計 432183 的中 �� 11167（11番人気）
馬単票数 計 215606 的中 �� 4283（10番人気）
ワイド票数 計 426070 的中 �� 10732（12番人気）�� 15029（7番人気）�� 1867（47番人気）
3連複票数 計 670828 的中 ��� 3988（42番人気）
3連単票数 計 769852 的中 ��� 1538（108番人気）

ハロンタイム 11．8―10．9―11．3―12．1―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．7―34．0―46．1―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミレヴィーナス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2022．3．6 阪神13着

2019．3．27生 牝3鹿 母 サンドヴィーナス 母母 サンドピアリス 6戦2勝 賞金 15，000，000円
〔3走成績による出走制限〕 ジャンヌノツルギ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年12月29日まで平地競走に出走で

きない。

2905210月29日 曇 良 （4新潟4） 第5日 第4競走 ��2，850�障害3歳以上オープン
発走11時25分 （芝・外内）
負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金400万円超過馬は超過額300
万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：01．4良

22 マ リ オ 牡7鹿 60 平沢 健治サン 安達 昭夫 平取 坂東牧場 500－ 43：07．1 3．6�
44 ファルヴォーレ 牡4芦 60 難波 剛健杉山 忠国氏 高橋 義忠 新ひだか 明治牧場 464＋ 23：07．2クビ 3．8�
79 ポルタフォリオ 牡4鹿 60 北沢 伸也吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 514＋18 〃 アタマ 37．9�
811 シャンボールナイト �7青鹿60 石神 深一 �グリーンファーム武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 474± 03：07．41 2．9�
67 � ストレイライトラン �7黒鹿60 草野 太郎 �ローレルレーシング 松永 康利 米 Jim Fitzgerald &

Katie Fitzgerald 500＋183：07．61� 193．4�
55 ル ヴ ォ ル グ �6黒鹿60 五十嵐雄祐�フクキタル 和田正一郎 新冠 パカパカ

ファーム 510＋163：07．8	 10．0	
33 イッツトゥルー 牡4鹿 60 高田 潤 �カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 日高 白井牧場 480＋ 63：07．9	 56．8

78 
 デ ス ト ロ イ �8栗 60

57 ▲小牧加矢太諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B510＋103：08．0クビ 20．8�
810 ヤマノグリッターズ 牡4黒鹿60 上野 翔澤村 敏雄氏 嘉藤 貴行 浦河 猿橋 義昭 492－103：08．74 83．3�
66 スーパーフェイバー 牡4黒鹿60 小野寺祐太�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 23：08．91� 6．6

11 ララロトリー �5黒鹿60 黒岩 悠フジイ興産� 坂口 智康 浦河 ヒダカフアーム 470＋ 43：09．43 74．9�
（法942）
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売 得 金
単勝： 22，076，700円 複勝： 23，472，400円 枠連： 5，801，500円
馬連： 28，395，200円 馬単： 16，263，000円 ワイド： 25，711，700円
3連複： 53，459，400円 3連単： 68，483，900円 計： 243，663，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 180円 � 720円 枠 連（2－4） 1，080円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，620円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 5，190円 3 連 単 ��� 26，690円

票 数

単勝票数 計 220767 的中 � 49049（2番人気）
複勝票数 計 234724 的中 � 41093（2番人気）� 39178（3番人気）� 6144（7番人気）
枠連票数 計 58015 的中 （2－4） 4128（4番人気）
馬連票数 計 283952 的中 �� 30100（3番人気）
馬単票数 計 162630 的中 �� 7071（6番人気）
ワイド票数 計 257117 的中 �� 20637（4番人気）�� 3811（15番人気）�� 3698（17番人気）
3連複票数 計 534594 的中 ��� 7725（16番人気）
3連単票数 計 684839 的中 ��� 1860（85番人気）
上り 1マイル 1：44．1 4F 50．9－3F 38．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マ リ オ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 オペラハウス デビュー 2017．10．29 京都1着

2015．3．7生 牡7鹿 母 ヤマトマリオン 母母 ヤマトプリティ 障害：7戦2勝 賞金 32，000，000円
〔騎手変更〕 ヤマノグリッターズ号の騎手大江原圭は，第1競走での落馬負傷のため上野翔に変更。

追 加 記 事（第 4回新潟競馬第 3日第 2競走）
〔その他〕　　クリノダンディー号は，競走中に疾病〔左第 1指骨剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



2905310月29日 曇 良 （4新潟4） 第5日 第5競走 ��1，400�2歳未勝利
発走12時15分 （芝・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
1：20．8
1：20．1

良
良

510 メイショウカゼマチ 牡2鹿 55
51 ★永島まなみ松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 多田 善弘 436－ 41：22．6 17．4�

11 サクラトップクリス 牝2栗 54 団野 大成�トップフェロウ田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 448＋ 41：22．81� 28．9�
817 グ ス タ ー ル 牡2鹿 55

52 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 41：23．22� 8．3�
713 ヴゼットマシェリ 牝2栗 54

50 ★今村 聖奈 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 414－ 61：23．51� 2．5�
816 シャングリラ 牝2青 54 斎藤 新石川 達絵氏 杉山 晴紀 浦河 三嶋牧場 428－ 41：23．92� 3．6	
715 ケイティベガ 牝2青鹿 54

53 ☆亀田 温心瀧本 和義氏 村山 明 様似 スイートフアーム 404－ 41：24．11� 89．2

47 シ ュ ハ リ 牡2黒鹿 55

54 ☆小沢 大仁岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 新冠 石田牧場 420＋161：24．2� 102．7�
612 ナイトフォールサン 牡2黒鹿 55

53 △横山 琉人星野 祐介氏 相沢 郁 新ひだか 前川 勝春 446＋12 〃 ハナ 79．5�
714 ウインターズテイル 牝2芦 54 西村 淳也 �キャロットファーム 吉岡 辰弥 安平 ノーザンファーム 450± 01：24．3� 6．3
23 メイショウヒエイ 牝2鹿 54 荻野 極松本 好雄氏 庄野 靖志 浦河 斉藤英牧場 440－ 21：24．41 19．8�
12 テ ィ リ ア 牝2鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太德永 博氏 村山 明 新冠 村上 進治 450－ 61：24．5クビ 62．7�
611 ヘ ル ス ケ ア 牝2鹿 54 武士沢友治福田 光博氏 小桧山 悟 日高 高柳 隆男 450± 0 〃 クビ 343．2�
59 � ネフェルウラー 牝2鹿 54

53 ☆松本 大輝加藤 誠氏 中竹 和也 米 Glenvale
Stud 470＋ 2 〃 アタマ 92．4�

35 アイワナアイドル 牝2鹿 54
52 ◇藤田菜七子 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 新冠 パカパカ

ファーム 394－ 6 〃 ハナ 30．9�
818 ヒルズカーン 牡2黒鹿 55

53 △小林 凌大湯澤 寛氏 松永 康利 様似 清水 誠一 B468± 01：24．6� 135．8�
36 ヴァーナルブルーム 牝2鹿 54 伊藤 工真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 むかわ 上水牧場 434＋161：24．7クビ 171．4�
24 シュヴァルツナーガ 牝2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹永見 貴昭氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 61：25．23 319．8�
（17頭）

48 マイネルラッシュ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 41，238，300円 複勝： 43，364，400円 枠連： 12，094，900円
馬連： 45，789，900円 馬単： 19，917，700円 ワイド： 50，847，500円
3連複： 73，165，300円 3連単： 72，455，500円 計： 358，873，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 350円 � 520円 � 270円 枠 連（1－5） 6，610円

馬 連 �� 12，460円 馬 単 �� 31，850円

ワ イ ド �� 3，210円 �� 1，580円 �� 2，160円

3 連 複 ��� 30，670円 3 連 単 ��� 163，640円

票 数

単勝票数 差引計 412383（返還計 912） 的中 � 20018（5番人気）
複勝票数 差引計 433644（返還計 1024） 的中 � 32651（5番人気）� 19939（7番人気）� 46802（4番人気）
枠連票数 差引計 120949（返還計 11） 的中 （1－5） 1416（17番人気）
馬連票数 差引計 457899（返還計 3276） 的中 �� 2846（32番人気）
馬単票数 差引計 199177（返還計 1126） 的中 �� 469（75番人気）
ワイド票数 差引計 508475（返還計 2658） 的中 �� 4032（28番人気）�� 8388（16番人気）�� 6060（20番人気）
3連複票数 差引計 731653（返還計 9406） 的中 ��� 1789（87番人気）
3連単票数 差引計 724555（返還計 11016） 的中 ��� 321（424番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．2―11．9―12．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．1―34．3―46．2―58．6―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウカゼマチ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 メイショウボーラー デビュー 2022．6．5 中京8着

2020．4．1生 牡2鹿 母 メイショウマイカゼ 母母 メイショウベーネ 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔出走取消〕 マイネルラッシュ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。

2905410月29日 晴 稍重 （4新潟4） 第5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

11 � エクストラノート �5栗 57
54 ▲原 優介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 476－ 81：53．8 5．1�
33 サトノスライヴ 牡5黒鹿 57

56 ☆亀田 温心里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B522＋141：53．9� 10．3�
78 トーセンマーク 牡4栗 57 菊沢 一樹島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム B522＋ 41：54．32� 27．8�
22 タマモエース 牡3栗 55 富田 暁タマモ� 川村 禎彦 浦河 北光牧場 478＋201：54．51 6．3�
44 シャドウアイル 牡3栗 55 団野 大成飯塚 知一氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム B478＋ 61：54．82 4．2	
79 ブライトホルン 牡3黒鹿55 荻野 極�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 81：54．9� 2．6

66 ラブエスポー 牝5鹿 55

54 ☆小沢 大仁増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 472± 01：55．21� 91．7�
810 フジフォンテ 牡3青鹿 55

53 △小林 凌大岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 456± 01：55．62� 18．1�
811 クリノレジェンド 牡3黒鹿 55

51 ★永島まなみ栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 508－ 61：55．92 23．5
67 ラインメッセージ 牡3鹿 55 武藤 雅大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 原田 久司 B504＋101：56．75 81．9�
55 ブロンドケリー 牡3栗 55

51 ★今村 聖奈水谷 昌晃氏 寺島 良 新ひだか 高橋 義浩 440＋ 21：58．6大差 26．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 27，379，100円 複勝： 34，826，800円 枠連： 6，018，700円
馬連： 32，844，100円 馬単： 15，650，300円 ワイド： 35，363，500円
3連複： 50，206，100円 3連単： 55，388，300円 計： 257，676，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 180円 � 250円 � 510円 枠 連（1－3） 1，910円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，180円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 8，240円 3 連 単 ��� 37，990円

票 数

単勝票数 計 273791 的中 � 42210（3番人気）
複勝票数 計 348268 的中 � 58613（3番人気）� 37018（4番人気）� 14598（7番人気）
枠連票数 計 60187 的中 （1－3） 2437（7番人気）
馬連票数 計 328441 的中 �� 12857（8番人気）
馬単票数 計 156503 的中 �� 3549（12番人気）
ワイド票数 計 353635 的中 �� 15642（6番人気）�� 7574（15番人気）�� 4433（24番人気）
3連複票数 計 502061 的中 ��� 4567（32番人気）
3連単票数 計 553883 的中 ��� 1057（138番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．4―13．0―12．6―12．4―12．7―13．2―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．5―36．9―49．9―1：02．5―1：14．9―1：27．6―1：40．8

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

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

勝馬の
紹 介

�エクストラノート �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ゴールドアリュール

2017．6．8生 �5栗 母 オメガフレグランス 母母 ビューティーメイク 16戦1勝 賞金 12，510，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 サトノスライヴ号の騎手亀田温心は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金
10，000円。（被害馬：4番）



2905510月29日 晴 良 （4新潟4） 第5日 第7競走 1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時15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

817� リーゼントフラム 牡5鹿 57 西村 淳也三浦 大輔氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 474＋ 4 55．9 5．1�
816� テンジュイン 牝5鹿 55

54 ☆松本 大輝中村 政夫氏 千田 輝彦 日高 新井 昭二 456－ 2 〃 ハナ 8．1�
612 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 460＋ 8 56．32� 7．3�
714 ティフォーザ 牝4鹿 55 斎藤 新 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 428－ 4 56．51� 25．2�
35 メリヴェイユ 牝3鹿 53

51 △小林 凌大岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450＋ 4 〃 クビ 40．2	
47 ラ ナ キ ラ 牝4鹿 55 丸山 元気�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 450＋ 4 〃 ハナ 9．5

715 シーズザデイ 牡3鹿 55 富田 暁荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 496± 0 56．6クビ 3．6�
24 ミーハディビーナ 牝5青鹿 55

54 ☆秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 438－ 2 56．71 318．5�

23 ルドラクシャ 牝5鹿 55
52 ▲原 優介�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 464± 0 56．91� 80．4

818 キリシマタウン 牡3栗 55
51 ★今村 聖奈西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 442＋ 2 57．21� 3．8�

510� オールマイフレンズ 牝4青鹿 55
53 △横山 琉人松田 整二氏 新開 幸一 浦河 富塚ファーム 462＋16 57．41� 196．2�

611� 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 57．5� 60．1�
713� 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 424＋ 4 57．71� 317．9�
12 ラインアルテア 牡3黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 452± 0 58．23 149．7�
11 ド ナ テ ッ ラ 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 468－ 4 58．41 56．2�
48 � リ ュ ッ カ 牝5鹿 55

54 ☆小沢 大仁星加 浩一氏 鈴木 伸尋 浦河 谷口牧場 426－ 2 〃 クビ 116．7�
36 サンライズシューズ 牝4栗 55 武藤 雅呉本 昌時氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 468＋ 41：00．010 203．2�
59 クレイジーリッチ 牡4栗 57 丹内 祐次江川 伸夫氏 小手川 準 浦河 信岡牧場 498＋ 2 （競走中止） 63．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，295，800円 複勝： 44，681，900円 枠連： 19，764，500円
馬連： 62，593，200円 馬単： 25，197，700円 ワイド： 61，450，200円
3連複： 123，224，800円 3連単： 125，499，400円 計： 502，707，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 210円 � 190円 枠 連（8－8） 450円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 630円 �� 610円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 16，230円

票 数

単勝票数 計 402958 的中 � 62428（3番人気）
複勝票数 計 446819 的中 � 73456（1番人気）� 52299（5番人気）� 59212（4番人気）
枠連票数 計 197645 的中 （8－8） 33570（2番人気）
馬連票数 計 625932 的中 �� 32365（6番人気）
馬単票数 計 251977 的中 �� 6294（11番人気）
ワイド票数 計 614502 的中 �� 25126（7番人気）�� 26067（5番人気）�� 24935（8番人気）
3連複票数 計1232248 的中 ��� 28037（7番人気）
3連単票数 計1254994 的中 ��� 5604（40番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―10．9―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．5―33．5―44．4

上り4F43．9－3F33．4
勝馬の
紹 介

�リーゼントフラム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン

2017．4．21生 牡5鹿 母 ブロードストリート 母母 フィラストリート 8戦1勝 賞金 11，570，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 クレイジーリッチ号は，競走後半で，外側に斜行した「テセウス」号に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 テセウス号の騎手杉原誠人は，競走後半で外側に斜行したことについて令和4年11月12日から令和4年11月13日まで騎

乗停止。（被害馬：9番・18番・11番・8番）
メリヴェイユ号の騎手小林凌大は，後検量について注意義務を怠り過怠金50，000円。

〔その他〕 サンライズシューズ号は，競走後半で競走を中止した馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を
除外。

2905610月29日 晴 稍重 （4新潟4） 第5日 第8競走 1，800�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
1：49．2
1：47．6

不良
重

710 センタースリール 牝3鹿 53 斎藤 新中澤 利文氏 本間 忍 日高 高山 博 466＋ 41：54．4 7．1�
812 アイソウザスター 牝4鹿 55

53 △横山 琉人吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 486－ 21：54．82� 55．2�
44 キ ガ サ 牝3栗 53

51 △小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 シンカンファーム B438＋ 8 〃 ハナ 26．0�
11 � レヴィーアクイーン 牝4鹿 55 西村 淳也奥田 貴敏氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム B480＋ 41：54．9� 36．7�
68 スパークルアイズ 牝3鹿 53

49 ★今村 聖奈�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484－ 4 〃 ハナ 1．8	

22 リキサンハート 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 496－ 4 〃 アタマ 7．0

57 バーリンギャップ 牝3芦 53

52 ☆秋山 稔樹 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 496－ 21：55．1� 4．9�
33 ラ ピ ド ゥ ス 牝3鹿 53

52 ☆松本 大輝�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 490－ 4 〃 ハナ 14．2�
45 � テンナイトパール 牝6鹿 55 丸山 元気天白 泰司氏 小西 一男 千歳 社台ファーム 500－ 41：55．31� 60．8
69 ジョイフルダンサー 牝4鹿 55 荻野 極大塚 亮一氏 北出 成人 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 41：55．51� 31．8�
56 ルミナスナイト 牝5栗 55 富田 暁岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 504± 01：55．92� 272．1�
813� メ ン フ ィ ス 牝5鹿 55

51 ★永島まなみ �ニッシンホール
ディングス 杉山 佳明 浦河 栄進牧場 482－ 4 〃 クビ 144．3�

711� ネイチャーミヤビ 牝3鹿 53
51 ◇藤田菜七子 �サザンホールディング 根本 康広 浦河 金石牧場 506－191：56．85 40．6�
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売 得 金
単勝： 33，307，400円 複勝： 68，919，300円 枠連： 7，180，500円
馬連： 35，542，600円 馬単： 20，060，300円 ワイド： 40，256，100円
3連複： 56，568，100円 3連単： 82，499，900円 計： 344，334，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 340円 � 1，980円 � 750円 枠 連（7－8） 4，970円

馬 連 �� 15，940円 馬 単 �� 24，740円

ワ イ ド �� 3，650円 �� 1，410円 �� 8，660円

3 連 複 ��� 66，910円 3 連 単 ��� 290，350円

票 数

単勝票数 計 333074 的中 � 37506（4番人気）
複勝票数 計 689193 的中 � 59518（4番人気）� 8354（11番人気）� 23529（6番人気）
枠連票数 計 71805 的中 （7－8） 1119（17番人気）
馬連票数 計 355426 的中 �� 1728（37番人気）
馬単票数 計 200603 的中 �� 608（58番人気）
ワイド票数 計 402561 的中 �� 2826（35番人気）�� 7558（15番人気）�� 1176（52番人気）
3連複票数 計 565681 的中 ��� 634（130番人気）
3連単票数 計 824999 的中 ��� 206（594番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．5―13．2―12．5―12．5―12．9―12．8―14．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．3―49．5―1：02．0―1：14．5―1：27．4―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F39．9
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

センタースリール �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 ディープブリランテ デビュー 2021．9．11 中山6着

2019．3．11生 牝3鹿 母 マッシヴエレガンス 母母 シャカラカベイビー 11戦2勝 賞金 17，970，000円
〔騎手変更〕 センタースリール号の騎手丹内祐次は，第7競走での落馬負傷のため斎藤新に変更。



2905710月29日 晴 良 （4新潟4） 第5日 第9競走 ��2，400�
ば ん だ い ば し

萬 代 橋 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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．4
2：20．6

良
良

610 ミクソロジー 牡3栗 54 西村 淳也江馬 由将氏 辻野 泰之 日高 タバタファーム 434＋ 22：27．0 3．0�
11 エニシノウタ 牝4黒鹿55 丸山 元気岡 浩二氏 笹田 和秀 浦河 辻 牧場 456－ 22：27．21� 4．6�
34 リ ニ ュ ー 牡3鹿 54 菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B442± 0 〃 クビ 25．0�
22 タイミングハート 牡5黒鹿57 荻野 極�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム B442－ 4 〃 クビ 17．3�
59 ブリングトゥライフ 牝4鹿 55 富田 暁�G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 472± 02：27．41� 29．5	
712� タイセイアーサー 牡4芦 57 斎藤 新田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480± 02：27．5クビ 22．7

47 � サンデイビス 牡4芦 57 柴田 善臣 �加藤ステーブル 村田 一誠 日高 株式会社

ケイズ 506－ 62：27．6� 38．4�
815 マイネルヒッツェ 牡4芦 57 武藤 雅 �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＋ 2 〃 クビ 14．8�
58 フィレンツェ 牡3鹿 54 伊藤 工真田畑 利彦氏 加藤士津八 新ひだか 矢野牧場 448－ 62：27．7クビ 33．2
611 ビートザレコード 牡3鹿 54 横山 琉人�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 6 〃 ハナ 38．1�
46 	 アルバスドラコ 牡3鹿 54 菱田 裕二ゴドルフィン 堀 宣行 愛 Fortmill

Farm 462－122：28．23 54．5�
713 テーオーソラネル 牡3黒鹿54 松田 大作小笹 公也氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B496－ 2 〃 クビ 3．4�
35 シングマイハート 牝4鹿 55 団野 大成 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B460＋ 42：28．3� 25．7�
23 フ ァ ン ジ オ 牡3鹿 54 城戸 義政�ターフ・スポート藤岡 健一 浦河 谷川牧場 508－ 4 〃 アタマ 30．6�
814 マテンロウスタイル 牡4黒鹿57 古川 吉洋寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 514＋ 22：28．93� 121．8�
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売 得 金
単勝： 29，340，400円 複勝： 43，864，300円 枠連： 10，367，100円
馬連： 42，288，100円 馬単： 17，643，300円 ワイド： 45，071，800円
3連複： 71，555，900円 3連単： 73，404，900円 計： 333，535，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 420円 枠 連（1－6） 750円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，290円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 15，070円

票 数

単勝票数 計 293404 的中 � 76558（1番人気）
複勝票数 計 438643 的中 � 97391（1番人気）� 74105（3番人気）� 19303（6番人気）
枠連票数 計 103671 的中 （1－6） 10671（2番人気）
馬連票数 計 422881 的中 �� 39471（2番人気）
馬単票数 計 176433 的中 �� 9589（3番人気）
ワイド票数 計 450718 的中 �� 38070（2番人気）�� 8411（12番人気）�� 8397（13番人気）
3連複票数 計 715559 的中 ��� 10254（15番人気）
3連単票数 計 734049 的中 ��� 3531（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―23．8―35．2―47．5―1：00．5―1：13．7―1：26．2―1：38．7―1：51．0―2：03．2―2：14．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3
14，3，15（6，10，13）（7，9）－12－（1，2）－（4，11，8）5
14（3，15）（6，7，10）（13，12）9，1（4，2）（5，11）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミクソロジー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2021．10．16 阪神5着

2019．5．4生 牡3栗 母 スターエンジェル 母母 コ マ ー ズ 7戦2勝 賞金 21，744，000円
〔騎手変更〕 マイネルヒッツェ号の騎手丹内祐次は，第7競走での落馬負傷のため武藤雅に変更。

2905810月29日 晴 良 （4新潟4） 第5日 第10競走 ��1，200�
に い つ

新 津 特 別
発走14時50分 （芝・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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

23 � カンティーユ 牡4鹿 57 団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田スタツド 486± 01：08．6 4．8�

817 カフジテトラゴン 牝3鹿 53 富田 暁加藤 守氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 458＋ 41：09．55 2．3�
48 ア ビ エ ル ト 牡5鹿 57 荻野 極野嶋 祥二氏 杉山 佳明 浦河 富田牧場 496－ 41：09．71� 26．1�
714 ラ キ エ ー タ 牝3鹿 53 西村 淳也 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412－ 41：10．01� 6．8�
816 ミモザイエロー 牝6栗 55 今村 聖奈青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 466－ 2 〃 アタマ 32．3	
35 クープドクール 牝4栗 55 斎藤 新 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 義忠 新ひだか 畠山牧場 474＋12 〃 クビ 17．0

612 アルムファーツリー 牝4黒鹿55 丸山 元気﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 2 〃 ハナ 22．4�
12 エテルナメンテ 牝3青鹿53 横山 琉人ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460＋ 21：10．1クビ 13．8�
611 スズノヤマト 	5鹿 57 勝浦 正樹小紫 嘉之氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 480± 0 〃 クビ 48．0
510� メイショウイジゲン 牡4芦 57 亀田 温心松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 438＋ 21：10．2クビ 191．2�
11 エスジープリンセス 牝4芦 55 松本 大輝後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B478＋ 21：10．3
 36．7�
713 テーオーメアリー 牝4鹿 55 古川 吉洋小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 468－121：10．4クビ 46．1�
818 ルルルージュ 牝4鹿 55 菊沢 一樹的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 482± 0 〃 ハナ 26．2�
24 ラ ヴ ケ リ ー 牝4鹿 55 小沢 大仁水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 452－ 4 〃 クビ 21．1�
59 バルドルブレイン 牡4鹿 57 菱田 裕二エンジェルレーシング� 田村 康仁 えりも エクセルマネジメント 498－ 81：10．61� 21．1�
36 ア ー ヒ ラ 牝7芦 55 城戸 義政�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 454－ 2 〃 クビ 292．9�
47 シオミチクレバ 牝5鹿 55 柴山 雄一谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 510＋ 61：10．7クビ 51．1�
715 エレガンテレイナ 牝5鹿 55 黛 弘人 �グリーンファーム高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 438－ 2 〃 クビ 255．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，575，800円 複勝： 60，690，500円 枠連： 18，882，900円
馬連： 75，057，900円 馬単： 28，777，700円 ワイド： 77，044，600円
3連複： 123，772，100円 3連単： 122，341，800円 計： 547，143，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 180円 � 130円 � 390円 枠 連（2－8） 540円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，820円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，270円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 26，510円

票 数

単勝票数 計 405758 的中 � 66911（2番人気）
複勝票数 計 606905 的中 � 81859（2番人気）� 165987（1番人気）� 27645（8番人気）
枠連票数 計 188829 的中 （2－8） 26893（1番人気）
馬連票数 計 750579 的中 �� 86956（1番人気）
馬単票数 計 287777 的中 �� 11795（3番人気）
ワイド票数 計 770446 的中 �� 69128（1番人気）�� 7978（27番人気）�� 16227（11番人気）
3連複票数 計1237721 的中 ��� 16446（12番人気）
3連単票数 計1223418 的中 ��� 3345（51番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―11．4―11．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．1―45．5―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．5
3 3－17，14（2，8）（6，12）（5，9）（7，16）（4，11，13）（10，18）1，15 4 3－17（2，14）8，12，6（5，9）（16，13）（4，7，11）（10，18）1，15

勝馬の
紹 介

�カンティーユ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 パラダイスクリーク

2018．5．15生 牡4鹿 母 タ マ ヒ カ ル 母母 トーワナゴン 2戦1勝 賞金 19，347，000円
地方デビュー 2021．6．24 門別

〔騎手変更〕 カンティーユ号の騎手丹内祐次は，第7競走での落馬負傷のため団野大成に変更。
〔制裁〕 カフジテトラゴン号の騎手富田暁は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番・12番・11

番・8番・7番）
〔その他〕 シオミチクレバ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シオミチクレバ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年11月29日まで出走できない。
※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 ヴィクトワールメイ号



2905910月29日 晴 良 （4新潟4） 第5日 第11競走 ��
��2，000�

うおぬま

魚沼ステークス
発走15時25分 （芝・左・外）
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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

712 カレンルシェルブル 牡4鹿 57 斎藤 新鈴木 隆司氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 512＋ 82：00．1 2．9�
57 ヘッズオアテールズ 牝4鹿 55 西村 淳也 �社台レースホース須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494＋ 62：00．31� 4．0�
34 リフレーミング 牡4黒鹿57 富田 暁栗山 学氏 	島 一歩 新ひだか 橋本牧場 466－ 42：00．4
 7．1�
46 ルドヴィクス 牡4青 57 菱田 裕二村木 克子氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 516± 02：00．5� 9．9�
58 ヤマニンデンファレ 牝4芦 55 勝浦 正樹土井 肇氏 辻 哲英 新冠 錦岡牧場 484－ 4 〃 ハナ 20．3�
45 ホウオウリアリティ 牡4栗 57 荻野 極小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480－ 2 〃 アタマ 46．1	
69 モリノカンナチャン 牝4鹿 55 丸山 元気森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 448＋ 42：00．71 13．5

11 ニホンピロタイズ 牡4青鹿57 今村 聖奈小林 英一氏 大橋 勇樹 新ひだか 友田牧場 504± 02：00．91� 18．3�
22 マイネルマーティン 牡4栗 57 菊沢 一樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 514＋ 8 〃 アタマ 6．9
610 ケンホファヴァルト 牡9鹿 57 松本 大輝中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 492＋162：01．11� 77．5�
33 フェアリーグルーヴ 牝5鹿 55 武藤 雅 �サンデーレーシング 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 446－ 62：01．2� 54．5�
814 クロワドフェール 牝5鹿 55 団野 大成 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 474± 02：01．51� 24．8�
711 イ ロ ゴ ト シ 牡5鹿 57 古川 吉洋内田 玄祥氏 牧田 和弥 熊本 本田 土寿 476± 02：01．6クビ 92．8�

（13頭）
813 ドンアルゴス 牡7黒鹿57 川島 信二山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 518－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 59，819，900円 複勝： 83，193，500円 枠連： 26，238，100円
馬連： 151，589，900円 馬単： 53，602，700円 ワイド： 111，694，900円
3連複： 229，005，600円 3連単： 251，397，700円 計： 966，542，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 120円 � 180円 枠 連（5－7） 550円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 250円 �� 400円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 3，920円

票 数

単勝票数 差引計 598199（返還計 3373） 的中 � 160310（1番人気）
複勝票数 差引計 831935（返還計 8255） 的中 � 191455（2番人気）� 199265（1番人気）� 91089（3番人気）
枠連票数 差引計 262381（返還計 509） 的中 （5－7） 36706（1番人気）
馬連票数 差引計1515899（返還計 21857） 的中 �� 197891（1番人気）
馬単票数 差引計 536027（返還計 7839） 的中 �� 38938（1番人気）
ワイド票数 差引計1116949（返還計 21986） 的中 �� 129208（1番人気）�� 69332（3番人気）�� 47895（4番人気）
3連複票数 差引計2290056（返還計 61326） 的中 ��� 124084（2番人気）
3連単票数 差引計2513977（返還計 60731） 的中 ��� 46431（2番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．1―12．3―12．4―12．5―11．9―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．6―36．7―49．0―1：01．4―1：13．9―1：25．8―1：37．1―1：48．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンルシェルブル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2021．3．13 阪神3着

2018．2．19生 牡4鹿 母 カレンケカリーナ 母母 センスオブアート 14戦4勝 賞金 83，978，000円
〔騎手変更〕 マイネルマーティン号の騎手丹内祐次は，第7競走での落馬負傷のため菊沢一樹に変更。
〔競走除外〕 ドンアルゴス号は，馬場入場後に暴走し，疲労が著しいため競走除外。発走時刻5分遅延。

2906010月29日 晴 稍重 （4新潟4） 第5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

810� メイショウフジタカ 牡4鹿 57
53 ★今村 聖奈松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 498－ 41：10．9 1．5�

79 ストームゾーン 牡3鹿 55 西村 淳也�G1レーシング 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 510＋ 41：11．32� 7．2�
66 セッカチケーン 牡3芦 55 団野 大成松田 整二氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 506＋ 41：11．93� 5．5�
11 ルールシェーバー 牡5鹿 57 荻野 極儀賀 好子氏 北出 成人 青森 風ノ丘ファーム B478＋ 8 〃 ハナ 118．5�
811 ル ワ ン ジ ュ 牡3鹿 55 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 21：12．22 24．5	
22 � グランドライズ 牡4黒鹿57 伊藤 工真竹下 佳利氏 伊坂 重信 浦河 高昭牧場 472＋ 21：12．41� 67．8

33 マルティウス 牡4黒鹿 57

55 △小林 凌大太田 勝久氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 B452－121：12．82� 42．8�
67 サイモンルピナス 牝4黒鹿 55

54 ☆松本 大輝澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B438－ 61：13．01� 6．4�
55 � マスケティアーズ 牡4黒鹿 57

54 ▲原 優介加藤 徹氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 454－ 21：13．21� 202．0
78 � エンジェルステアー 牝4鹿 55

53 △横山 琉人平井 裕氏 田村 康仁 日高 白井牧場 460＋ 41：13．3� 47．3�
44 バウンティハンター 牡5黒鹿57 柴田 善臣浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 482± 01：13．4� 33．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 49，517，100円 複勝： 110，453，900円 枠連： 21，985，500円
馬連： 82，599，300円 馬単： 41，612，900円 ワイド： 59，824，800円
3連複： 110，741，400円 3連単： 203，096，500円 計： 679，831，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（7－8） 540円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 240円 �� 210円 �� 500円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 2，840円

票 数

単勝票数 計 495171 的中 � 251179（1番人気）
複勝票数 計1104539 的中 � 755090（1番人気）� 69710（4番人気）� 82619（2番人気）
枠連票数 計 219855 的中 （7－8） 31539（2番人気）
馬連票数 計 825993 的中 �� 116341（3番人気）
馬単票数 計 416129 的中 �� 40358（3番人気）
ワイド票数 計 598248 的中 �� 65060（3番人気）�� 81743（2番人気）�� 25743（6番人気）
3連複票数 計1107414 的中 ��� 93349（3番人気）
3連単票数 計2030965 的中 ��� 51781（6番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―11．9―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．7―46．6―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウフジタカ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 メイショウボーラー

2018．4．19生 牡4鹿 母 メイショウユウダチ 母母 メイショウスコール 14戦1勝 賞金 18，390，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ルールシェーバー号の騎手丹内祐次は，第7競走での落馬負傷のため荻野極に変更。



（4新潟4）第5日 10月29日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 164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

218，010，000円
9，940，000円
21，010，000円
1，540，000円
27，500，000円
73，840，000円
5，839，500円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
435，437，600円
644，292，000円
165，162，600円
667，791，400円
296，409，100円
610，086，200円
1，071，788，200円
1，282，065，900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 5，173，033，000円

総入場人員 7，303名 （有料入場人員 6，606名）
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