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３１０４９１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第１競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走９時５０分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：１１．３
１：１０．２

良

不良

７１３ メイクアミラクル 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介栗山 良子氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 ４５８－ ６１：１３．０ ５．４�

１１ ミヤジガンバレ 牝２鹿 ５４
５３ ☆高倉 稜曽我 司氏 川村 禎彦 浦河 村中牧場 ４７６＋ ６１：１３．１� ９．７�

５８ キ タ ル フ ァ 牝２鹿 ５４ 荻野 琢真�ミルファーム 尾関 知人 新ひだか 土田 扶美子 ４２８± ０１：１３．５２� １３．８�
４６ トウケイオリオン 牝２栗 ５４ 飯田 祐史木村 信彦氏 飯田 明弘 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５０－ ８１：１３．６� ８．１�
２２ エーシンルクシオン 牝２鹿 ５４ 村田 一誠�栄進堂 北出 成人 新ひだか 川端 英幸 ４３６－１２ 〃 クビ １２．４�
３４ フ ロ ー リ ア 牝２栗 ５４ 大野 拓弥�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４３８± ０１：１３．８１� １６．４	
２３ ソーリメンバー 牝２黒鹿５４ 西田雄一郎�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム ４３２＋ ２ 〃 アタマ １７１．０

５９ タケデンザビエル 牝２栗 ５４ 中舘 英二武市 進吾氏 嶋田 潤 浦河 安藤牧場 ４５４－ ４１：１４．１１� ３．１�
６１０ サンマルダーム 牝２栗 ５４ 岩部 純二相馬 勇氏 佐藤 吉勝 むかわ 真壁 信一 ４３２± ０１：１４．３１� ６４．４�
４７ ガルディアン 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一コウトミックレーシング 清水 英克 浦河 小島牧場 ４５４＋１２ 〃 クビ ３３．８
６１１ トーセンムンク 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６０－ ４１：１４．４クビ １４１．７�
８１４ タニオブフジ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲西村 太一谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４４０＋ ４１：１５．１４ ６３．７�
８１５ リワードパルファン 牝２黒鹿５４ 江田 照男宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 信成牧場 ４６２－ ２１：１５．２� ４．５�
７１２ ソーワンダーフル 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４２４＋ ２１：１５．６２� １５０．２�
３５ ダイメイヘイロー 牝２鹿 ５４ 小島 太一宮本 孝一氏 中野 栄治 新ひだか 中田 浩美 ４１０± ０１：１５．９１� ３０２．２�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，２４０，１００円 複勝： １９，２２６，４００円 枠連： ６，３４６，０００円

馬連： ２０，９３９，７００円 馬単： １５，３１３，５００円 ワイド： １１，８００，３００円

３連複： ３２，７１５，７００円 ３連単： ５０，８５３，３００円 計： １６６，４３５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２３０円 � ３４０円 � ５２０円 枠 連（１－７） ３，８３０円

馬 連 �� ４，０５０円 馬 単 �� ８，２７０円

ワ イ ド �� １，２８０円 �� １，８１０円 �� １，７３０円

３ 連 複 ��� １６，２４０円 ３ 連 単 ��� ９３，８３０円

票 数

単勝票数 計 ９２４０１ 的中 � １３６７６（３番人気）
複勝票数 計 １９２２６４ 的中 � ２５０６３（３番人気）� １４７６４（５番人気）� ８７１１（７番人気）
枠連票数 計 ６３４６０ 的中 （１－７） １２２５（１７番人気）
馬連票数 計 ２０９３９７ 的中 �� ３８２４（１７番人気）
馬単票数 計 １５３１３５ 的中 �� １３６８（３３番人気）
ワイド票数 計 １１８００３ 的中 �� ２３０６（１６番人気）�� １５９５（２１番人気）�� １６７６（２０番人気）
３連複票数 計 ３２７１５７ 的中 ��� １４８７（５４番人気）
３連単票数 計 ５０８５３３ 的中 ��� ４００（２９３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．９―１２．２―１２．９―１２．１―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．９―３５．１―４８．０―１：００．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイクアミラクル �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 Cozzene デビュー ２０１１．９．１０ 札幌８着

２００９．１．１９生 牝２鹿 母 タイキプレリュード 母母 Private Encore ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 コスモクーニャン号・メイショウジビュス号

３１０５０１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０分 （芝・左）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．７
１：０７．８

良

良

８１５ トロピカルメジャー 牡２黒鹿 ５５
５４ ☆国分 恭介小川 勲氏 武 宏平 日高 本間牧場 ４５０－ ６１：１１．１ １．５�

２４ ケージーカグヤヒメ 牝２鹿 ５４
５１ ▲西村 太一川井 五郎氏 菊沢 隆徳 新ひだか 松本牧場 ４３６± ０１：１１．２� ８．６�

２３ タマモギャラクシー 牡２鹿 ５５
５４ ☆高倉 稜タマモ� 川村 禎彦 日高 新井 昭二 ４５８－ ２１：１１．３� ８．６�

３５ ブラックモア 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一宮崎 金造氏 石栗 龍彦 新冠 競優牧場 ４３０＋ ２ 〃 ハナ １４．６�
６１２ デ ー ヴ ィ ー 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか 荒木 貴宏 ４３２－ ８１：１１．４� ２０．３�
５９ キボウダクリチャン 牝２栗 ５４

５１ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４３６＋ ４１：１１．５� ８．３	
５１０ リュウノスケ 牡２鹿 ５５ 江田 照男春藤 良一氏 根本 康広 新冠 津田牧場 ４４０＋ ４１：１１．７１� ２１３．５

４８ ラブシャーク 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 長沼 幸一 ４３０± ０１：１１．８� ３４４．２�
１２ アポロエトワール 牡２栗 ５５ 西田雄一郎アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 浦河 山下 恭茂 ４２６－ ４ 〃 ハナ ２９．１�
６１１ タケデンサプライズ 牡２青鹿 ５５

５２ ▲小野寺祐太武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 ４７２－ ４ 〃 ハナ ３８．７
３６ サエッターレ 牝２黒鹿５４ 吉田 隼人岡田 壮史氏 栗田 徹 浦河 林 孝輝 ４２４－ ２１：１１．９� ８５．６�
７１４ ユウミプリンセス 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優相原 宏�氏 根本 康広 新冠 飛渡牧場 ４１８－１０１：１２．０クビ １１７．０�
１１ カシノレインボー 牝２芦 ５４ 丸田 恭介柏木 務氏 天間 昭一 日高 門別牧場 ４４２± ０ 〃 ハナ ８８．２�
７１３ シゲルサクランボ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠森中 蕃氏 加藤 敬二 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４４２－ ４１：１２．２１� ６４．３�
４７ リワードゴードン �２黒鹿５５ 勝浦 正樹宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード ４２２＋ ２１：１２．３� １０９．５�
８１６ コスモビーラヴド 牝２鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一 �ビッグレッドファーム 保田 一隆 新冠 ビッグレッドファーム ４０４－ ６ 〃 ハナ ４６１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，１２７，９００円 複勝： ２０，３８４，１００円 枠連： ６，８６５，５００円

馬連： １６，８４４，６００円 馬単： １５，６３５，８００円 ワイド： ９，７１８，３００円

３連複： ２５，９８５，２００円 ３連単： ４８，５２６，０００円 計： １５３，０８７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � ２４０円 � １８０円 枠 連（２－８） ３２０円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，０６０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ２８０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，５６０円 ３ 連 単 ��� ４，９４０円

票 数

単勝票数 計 ９１２７９ 的中 � ４８１８７（１番人気）
複勝票数 計 ２０３８４１ 的中 � １０７４８９（１番人気）� １２０２０（５番人気）� １９８３８（２番人気）
枠連票数 計 ６８６５５ 的中 （２－８） １５８９７（１番人気）
馬連票数 計 １６８４４６ 的中 �� １４５２７（４番人気）
馬単票数 計 １５６３５８ 的中 �� １０９３８（３番人気）
ワイド票数 計 ９７１８３ 的中 �� ９０４０（４番人気）�� ９１９８（２番人気）�� ２８２９（１０番人気）
３連複票数 計 ２５９８５２ 的中 ��� １２３４５（３番人気）
３連単票数 計 ４８５２６０ 的中 ��� ７２６４（６番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．５―１２．１―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．２―３４．７―４６．８―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．４
３ ・（７，１４）（４，５）－１５，３，９（８，１２）（１１，１６）（１，６）１３，１０，２ ４ １４（７，５）（４，１５）－３（９，１２）８－（１１，１６）－（１，６）－１０，１３，２

勝馬の
紹 介

トロピカルメジャー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ピルサドスキー デビュー ２０１１．８．２８ 小倉４着

２００９．２．１生 牡２黒鹿 母 ノンストップガール 母母 イ ン バ レ ル ４戦１勝 賞金 ８，８５０，０００円

第５回　新潟競馬　第５日



３１０５１１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第３競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時５０分 （ダート・左）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７８ ホワイトアルバム 牝３芦 ５３
５２ ☆国分 恭介薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４９４－１２１：５３．８ ３．１�

５５ � プ ル プ ル 牝５鹿 ５５
５２ ▲森 一馬栗本 博晴氏 高橋 隆 浦河 辻 牧場 ４５２± ０１：５４．１１� ６．２�

２２ シンクオブミー 牝３鹿 ５３ 黛 弘人島田 久氏 尾関 知人 日高 坂 牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ ３．０�
４４ ゴールドジェーン 牝３鹿 ５３ 松田 大作加藤 充彦氏 清水 出美 浦河 笹島 政信 ４４８－１４１：５４．４２ ９８．８�
３３ ウインディーヒル 牝３黒鹿５３ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ５２４＋１０１：５４．７１� ４．５�
８９ � チリトテシャン 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一安蒜 忠國氏 柄崎 孝 新ひだか 安蒜 忠圀 ４５０± ０１：５４．８� ９６．３�
１１ クリスマドンナ 牝４黒鹿５５ 丸田 恭介�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 猿橋 義昭 ４９４－ ２ 〃 ハナ １４．０	
７７ キョウエイヒドラ 牝３栗 ５３ 江田 照男田中 晴夫氏 藤原 辰雄 浦河 鮫川 啓一 ４８２＋ ２１：５５．２２� ２０．７

６６ ル ー ジ ュ 牝３栗 ５３ 丹内 祐次廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 ４６６－ ６１：５５．６２� １９．８�
８１０ ア ベ マ リ ア 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 B４６６± ０１：５６．４５ ４２．３�

（１０頭）

売 得 金

単勝： ９，９５１，２００円 複勝： １６，０２９，４００円 枠連： ５，２１２，５００円

馬連： １６，７５９，２００円 馬単： １５，３４５，０００円 ワイド： ９，１７７，３００円

３連複： ２４，６９７，１００円 ３連単： ４７，５２１，７００円 計： １４４，６９３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（５－７） ７５０円

馬 連 �� １，０４０円 馬 単 �� １，４６０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ２３０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� ４，１００円

票 数

単勝票数 計 ９９５１２ 的中 � ２５３６９（２番人気）
複勝票数 計 １６０２９４ 的中 � ２９２５４（２番人気）� ２３３０１（４番人気）� ３９２４９（１番人気）
枠連票数 計 ５２１２５ 的中 （５－７） ５１７８（４番人気）
馬連票数 計 １６７５９２ 的中 �� １１９１８（５番人気）
馬単票数 計 １５３４５０ 的中 �� ７７６１（６番人気）
ワイド票数 計 ９１７７３ 的中 �� ７４６５（５番人気）�� １０８８４（１番人気）�� ８２６４（４番人気）
３連複票数 計 ２４６９７１ 的中 ��� ２１９１４（２番人気）
３連単票数 計 ４７５２１７ 的中 ��� ８５６４（８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．８―１２．１―１３．１―１３．５―１２．８―１３．２―１２．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．４―３５．５―４８．６―１：０２．１―１：１４．９―１：２８．１―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホワイトアルバム 
�
父 ク ロ フ ネ 

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２０１０．１１．７ 京都３着

２００８．４．１１生 牝３芦 母 マッキーロイヤル 母母 クリアーチャンス １４戦２勝 賞金 ２４，４５０，０００円

３１０５２１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時２０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

７８ リキアイクロフネ 牡４鹿 ５７ 大野 拓弥高山 幸雄氏 阿部 新生 むかわ 東振牧場 B４６０－ ２１：５４．５ ６．０�

８１０ シェイクラブハート 牝３栗 ５３ 中舘 英二飯田 正剛氏 河内 洋 新ひだか 千代田牧場 B４４４± ０１：５４．７１� １８．１�
８９ ブルーライジング 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗 �ブルーマネジメント作田 誠二 静内 武 牧場 ４５８＋ ４１：５４．９１� ６．０�
２２ レッフェルン 牡３栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４８２＋ ２１：５５．１１� ６．３�
７７ アポロストーム 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 宮城 佐藤 和夫 ５１４＋ ８１：５５．３１� ５．１�
１１ コスモイフリート 牡４栗 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 B５０６＋ ２１：５５．５１� １０．５	
６６ スリープレシャス 牡３青 ５５ 吉田 隼人永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４５６＋ ４１：５５．６� ２２．９

３３ ホ ト ダ ー 牡９栗 ５７ 岩部 純二井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４８４－ ４１：５５．７クビ １４１．３�
４４ シルクレグルス 牡３鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜有限会社シルク藤沢 則雄 浦河 高野牧場 ４６４＋ ２１：５５．８� ２．８�
５５ � ツルギアラートン 牝３鹿 ５３

５０ ▲小野寺祐太中野 利道氏 湯窪 幸雄 新ひだか グランド牧場 ４５２－１５１：５５．９� ６１．３

（１０頭）

売 得 金

単勝： ９，４１２，８００円 複勝： １７，６５７，９００円 枠連： ６，６６９，９００円

馬連： １８，１７３，６００円 馬単： １５，８８７，５００円 ワイド： ９，５５３，９００円

３連複： ２５，９１８，２００円 ３連単： ４９，４７４，９００円 計： １５２，７４８，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２３０円 � ５６０円 � ２４０円 枠 連（７－８） ６１０円

馬 連 �� ４，１７０円 馬 単 �� ７，１６０円

ワ イ ド �� １，３００円 �� ５１０円 �� １，３６０円

３ 連 複 ��� ５，８３０円 ３ 連 単 ��� ４３，３７０円

票 数

単勝票数 計 ９４１２８ 的中 � １２４１９（４番人気）
複勝票数 計 １７６５７９ 的中 � ２３１１４（４番人気）� ７０９７（７番人気）� ２０４９７（５番人気）
枠連票数 計 ６６６９９ 的中 （７－８） ８１０８（２番人気）
馬連票数 計 １８１７３６ 的中 �� ３２２２（２０番人気）
馬単票数 計 １５８８７５ 的中 �� １６３８（３４番人気）
ワイド票数 計 ９５５３９ 的中 �� １７５２（１９番人気）�� ４９５４（７番人気）�� １６７５（２１番人気）
３連複票数 計 ２５９１８２ 的中 ��� ３２８５（２７番人気）
３連単票数 計 ４９４７４９ 的中 ��� ８４２（１８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．６―３７．４―５１．０―１：０４．０―１：１７．０―１：２９．８―１：４１．９

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

リキアイクロフネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー ２００９．７．１２ 阪神１４着

２００７．４．２０生 牡４鹿 母 エイダイヒロイン 母母 ユキノサンライズ ２３戦２勝 賞金 １７，２００，０００円
［他本会外：３戦１勝］

〔制裁〕 コスモイフリート号の騎手丹内祐次は，１コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
レッフェルン号の騎手杉原誠人は，１コーナーで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことについて戒告。（７
番への進路影響）
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３１０５３１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第５競走 １，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時５０分 （ダート・左）

若手騎手，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

６１０ シャトルアップ 牡３栗 ５５
５２ ▲杉原 誠人広尾レース� 藤沢 和雄 様似 清水スタッド ５１６＋ ６１：１１．９ １．６�

７１３ ショウナンタスク 牡３芦 ５５
５４ ☆高倉 稜国本 哲秀氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋１０１：１２．６４ １２．０�
５９ デイズオブメモリー 牡４芦 ５７

５４ ▲藤懸 貴志 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４４２－ ２１：１２．７クビ ４．４�
３４ カノヤキャプテン 牝３鹿 ５３ 荻野 琢真神田 薫氏 坂口 正則 登別 青藍牧場 B４５８＋ ４１：１２．９１� ９１．２�
２３ コマンドパワー 牡３鹿 ５５

５２ ▲平野 優平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 サンシャイン
牧場 ４６８－１０１：１３．０� ６２．７�

４６ シークロノス 牡５鹿 ５７
５４ ▲水口 優也藤田 宗平氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ５１６＋１０１：１３．１� ２２．４	

５８ フェブスカイ 牡４鹿 ５７
５４ ▲小野寺祐太釘田 義広氏 湯窪 幸雄 浦河 高村牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ １０．０


８１４ バンブーマンユー 牡３青鹿 ５５
５４ ☆松山 弘平�バンブー牧場 鈴木 孝志 浦河 バンブー牧場 ４７０－ ２１：１３．５２� ２０７．７�

６１１ エヴァンブルー 牡３黒鹿 ５５
５４ ☆国分 恭介 �ブルーマネジメント大根田裕之 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４７６± ０ 〃 アタマ １５．９�
３５ ステイマックス �５鹿 ５７ 黛 弘人谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム ４３６＋ ４１：１３．６� １８４．３
４７ � サンマルフラワー 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生相馬 勇氏 鈴木 勝美 浦河 中村 雅明 ４７２－１５１：１３．８１� ５０４．１�
１１ セブンライターズ 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲西村 太一熊坂富寿雄氏 宗像 義忠 福島 農事組合法人
天栄牧場 ４５２＋ ４１：１４．４３� ４３．８�

２２ � クリノオーラ 牝３黒鹿５３ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 成島 英春 新ひだか 小河 豊水 ４１６－ ４１：１４．８２� ２７７．８�
８１５ フジマサオーシャン 牝４鹿 ５５ 小島 太一藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山際牧場 ５１０－１４１：１４．９� １７１．６�
７１２� ホワイトルシアン 牡６芦 ５７

５４ ▲森 一馬村上 稔氏 佐藤 正雄 新冠 オートファー
ム �渡 ４９６＋ ７１：１５．７５ ２１．９�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，３８５，７００円 複勝： ３０，６０６，９００円 枠連： ８，１８６，２００円

馬連： ２１，２１２，９００円 馬単： １８，８２９，６００円 ワイド： １０，３３６，６００円

３連複： ２８，８２９，９００円 ３連単： ５８，４０８，２００円 計： １８７，７９６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ２２０円 � １３０円 枠 連（６－７） ４６０円

馬 連 �� ８５０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド �� ３６０円 �� １６０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ４，８７０円

票 数

単勝票数 計 １１３８５７ 的中 � ５６３３３（１番人気）
複勝票数 計 ３０６０６９ 的中 � １８８７８３（１番人気）� １５１０５（４番人気）� ３８１８６（２番人気）
枠連票数 計 ８１８６２ 的中 （６－７） １３３８９（２番人気）
馬連票数 計 ２１２１２９ 的中 �� １８５２５（２番人気）
馬単票数 計 １８８２９６ 的中 �� １１６３９（３番人気）
ワイド票数 計 １０３３６６ 的中 �� ６２６４（４番人気）�� ２２７２９（１番人気）�� ２６８０（８番人気）
３連複票数 計 ２８８２９９ 的中 ��� １７１７９（２番人気）
３連単票数 計 ５８４０８２ 的中 ��� ８８６５（７番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１２．６―１２．２―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．５―４７．１―５９．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．０―３F３７．４
３ １１（１０，８，１２）４（９，１４）（６，１５）（３，１３）７－５，１，２ ４ １１（１０，８）１２，４（９，１４）６，１５（３，７，１３）－５，１，２

勝馬の
紹 介

シャトルアップ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Tunerup デビュー ２０１１．６．５ 東京５着

２００８．４．１１生 牡３栗 母 タカトモアップ 母母 Just a Trick ５戦２勝 賞金 １４，８００，０００円
〔発走状況〕 フジマサオーシャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 フェブスカイ号の騎手小野寺祐太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（４番への進路

影響）
〔調教再審査〕 フジマサオーシャン号は，発走調教再審査。
※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 マリカナ号

３１０５４１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

５５ メイショウゾウセン 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人松本 好雄氏 荒川 義之 日高 高柳 隆男 ４６４－ ４１：５３．０ ５．９�

６７ � マルターズカイト 牡４鹿 ５７ 木幡 初広藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 ４７４＋ ６１：５３．６３� ２．７�
３３ トップオブカハラ 牡４芦 ５７

５６ ☆松山 弘平横瀬 兼二氏 池添 兼雄 日高 坂田牧場 ４９０± ０１：５３．８１ ３．７�
４４ マイネルレガーロ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ５２６－ ４１：５４．１１� ８．４�
８１１ トーアクリスタル 牡３芦 ５５ 江田 照男高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５４０＋ ６ 〃 クビ ３７．７�
７９ � ブランジェリーナ 牝４鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４７２－ ２１：５４．２� ８８．４�
５６ デルマプロティナ 牝４黒鹿５５ 村田 一誠浅沼 廣幸氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４９２－ ８１：５４．４１ ５．９	
７１０ セトノハリケーン 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５１０＋ ６１：５４．７１� ２７．８

２２ バックハウス 牡５栗 ５７ 的場 勇人池谷 誠一氏 的場 均 三石 片山牧場 ４５６－１０１：５５．３３� ３４．０�
１１ � ビバクラシック 牡４芦 ５７

５６ ☆高倉 稜池住 安信氏 保田 一隆 日高 佐々木 直孝 ５４６－ ４１：５５．７２� ２２７．２�
６８ クークーダダ 牡３栗 ５５

５４ ☆国分 恭介ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４７６＋１２１：５５．９１� ２２．１�
８１２ テンエイヨシムネ 牡３栗 ５５ 岩部 純二熊坂富寿雄氏 萱野 浩二 福島 農事組合法人

天栄牧場 ４３２± ０１：５９．５大差 ４６３．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，８６７，６００円 複勝： １８，８５５，５００円 枠連： ７，８６１，１００円

馬連： ２３，７３４，９００円 馬単： １５，７０９，２００円 ワイド： １１，４５１，４００円

３連複： ３２，６９９，１００円 ３連単： ５４，７４７，７００円 計： １７５，９２６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １７０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（５－６） ４３０円

馬 連 �� ８２０円 馬 単 �� １，９７０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ３８０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ９９０円 ３ 連 単 ��� ７，４５０円

票 数

単勝票数 計 １０８６７６ 的中 � １４６７８（４番人気）
複勝票数 計 １８８５５５ 的中 � ２４７７１（４番人気）� ４５４１７（１番人気）� ３５１５６（２番人気）
枠連票数 計 ７８６１１ 的中 （５－６） １３７６０（１番人気）
馬連票数 計 ２３７３４９ 的中 �� ２１４４４（３番人気）
馬単票数 計 １５７０９２ 的中 �� ５９０６（８番人気）
ワイド票数 計 １１４５１４ 的中 �� ８２０２（３番人気）�� ６７８６（５番人気）�� １５９９２（１番人気）
３連複票数 計 ３２６９９１ 的中 ��� ２４４２７（２番人気）
３連単票数 計 ５４７４７７ 的中 ��� ５４２４（１３番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１２．９―１３．９―１２．０―１２．３―１３．２―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．０―２４．５―３７．４―５１．３―１：０３．３―１：１５．６―１：２８．８―１：４０．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウゾウセン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１１．１．２３ 小倉３着

２００８．３．１０生 牡３黒鹿 母 メイショウデンコー 母母 メイショウベローナ ８戦２勝 賞金 １５，８００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 テンエイヨシムネ号は，平成２３年１１月２９日まで平地競走に出走できない。



３１０５５１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第７競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０分 （芝・左・外）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� 基準タイム

中央レコード

１：５６．４
１：５６．４

良

良

２３ カレンミロティック 牡３栗 ５５ 津村 明秀鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４６４＋１０２：００．１ ５．４�

８１７ マルブツマスター 牡３栗 ５５ 宮崎 北斗大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４９４± ０２：００．４１� ８５．４�
８１５ マコトヴォイジャー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人尾田左知子氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５２２－ ４ 〃 クビ １．９�
４８ メイショウオオワシ 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B４９０＋ ４２：００．５� ３２．３�
４７ エイシンブイダンス 牡６栗 ５７

５６ ☆高倉 稜平井 豊光氏 小崎 憲 鵡川 上水牧場 ４９２＋ ４２：００．７１� ６．６�
７１３ チェルカトローバ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋近藤 正道氏 石栗 龍彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム B４４０－ ２２：００．９１� １４５．０�
２４ アイウォントユー 牡４栗 ５７ 村田 一誠薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４４８－１４２：０１．０� ２８．６�
５１０ メジロカトリーヌ 牝４鹿 ５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４７６－ ４ 〃 クビ １３．７	
５９ キ ン グ カ イ 牡３黒鹿５５ 江田 照男小林 博雄氏 伊藤 正徳 新冠 石田牧場 ４９０－ ６ 〃 アタマ ２６５．６

８１６ コスモカンタービレ 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 ４８０－１６２：０１．１クビ ４４．８�
１１ � ローレルクラシック 牡４栗 ５７

５４ ▲平野 優 ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４８４－１０２：０１．３１� １３．８�
６１２ ケ イ ト 牝３黒鹿５３ 中舘 英二吉田 和子氏 岡田 稲男 新冠 ハシモトフアーム ４７６＋ ２２：０１．８３ １６．０�
３５ � ホッコービックワン 牡５栗 ５７

５６ ☆松山 弘平矢部 幸一氏 松永 康利 新ひだか 渡辺 光典 ４５０－ ４２：０１．９� １９０．８�
７１４ ショウナンカミング 牡３栗 ５５ 松田 大作国本 哲秀氏 須貝 尚介 浦河 金石牧場 ４６６＋１２２：０２．０� １９．９�
６１１� ト ー ア レ オ 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹高山ランド 上原 博之 豊浦トーア牧場 ４８２± ０２：０２．３１� ４１５．６�
３６ アウゲンイカロス 牡３黒鹿 ５５

５４ ☆国分 恭介槙 清孝氏 大根田裕之 浦河 村下 清志 ４９２－１５２：０２．５１� １７７．２�
１２ コットンフィールド 牡３芦 ５５ 大野 拓弥 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４５８＋ ２２：０３．１３� １２３．２�

（１７頭）

売 得 金

単勝： １４，１８７，１００円 複勝： ２２，４１０，３００円 枠連： ９，０８８，５００円

馬連： ２８，４２１，１００円 馬単： １９，７０６，３００円 ワイド： １４，０３１，１００円

３連複： ３９，９８１，２００円 ３連単： ６５，４２３，５００円 計： ２１３，２４９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � ２１０円 � １，３６０円 � １２０円 枠 連（２－８） ５８０円

馬 連 �� ２５，９６０円 馬 単 �� ３７，２００円

ワ イ ド �� ７，６９０円 �� ３４０円 �� ２，３２０円

３ 連 複 ��� １６，０１０円 ３ 連 単 ��� １４８，１１０円

票 数

単勝票数 計 １４１８７１ 的中 � ２０９２４（２番人気）
複勝票数 計 ２２４１０３ 的中 � ２５８１０（３番人気）� ２６１２（１１番人気）� ７４８０１（１番人気）
枠連票数 計 ９０８８５ 的中 （２－８） １１７５４（２番人気）
馬連票数 計 ２８４２１１ 的中 �� ８０８（４９番人気）
馬単票数 計 １９７０６３ 的中 �� ３９１（８１番人気）
ワイド票数 計 １４０３１１ 的中 �� ４１０（５２番人気）�� １１７２６（２番人気）�� １３９４（２５番人気）
３連複票数 計 ３９９８１２ 的中 ��� １８４４（４７番人気）
３連単票数 計 ６５４２３５ 的中 ��� ３２６（４１９番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．０―１１．６―１２．０―１２．６―１２．７―１２．４―１１．９―１０．９―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．１―３５．７―４７．７―１：００．３―１：１３．０―１：２５．４―１：３７．３―１：４８．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレンミロティック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１０．１１．７ 京都４着

２００８．２．２２生 牡３栗 母 ス タ ー ミ ー 母母 Caerlina ７戦２勝 賞金 １５，３００，０００円
〔制裁〕 カレンミロティック号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を内側から追い抜いたことにつ

いて過怠金３０，０００円。（１４番への進路影響）

３１０５６１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０分 （ダート・左）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

８１４� セイウンリファイン 牡５鹿 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 萱野 浩二 米 Aaron U. Jones
& Marie D. Jones B４７６－ ４１：１１．８ ３４．６�

４６ オリオンザポラリス 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人平本 敏夫氏 小西 一男 新ひだか 大塚牧場 ４６２＋１４１：１２．０１� ３．８�
３５ � パラダイムシフト 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥池谷 誠一氏 萩原 清 米 Brookdale Thor-

oughbreds LLC ４４４± ０１：１２．３１	 ４．６�
７１３ アンジュヴォレ 牝３栗 ５３ 古川 吉洋日下部勝�氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４３６± ０１：１２．５１ ７．３�
８１５ タイセイマグナム 牡３栗 ５５

５４ ☆国分 恭介田中 成奉氏 新川 恵 新冠 松本 信行 B５２２－１４ 〃 クビ １９．８�
７１２� コスモパイレット 牡５黒鹿５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥平 雅士 米 Chester Broman &

Mary R. Broman B５２４－ ２１：１２．６クビ ８．１�
６１０ ビッグヒーロー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二永田 清男氏 畠山 吉宏 浦河 大西ファーム ５０４－ ２ 〃 クビ ６．５	
１１ アスパイヤリング 牡３鹿 ５５ 宮崎 北斗木村 直樹氏 武市 康男 新ひだか 萩澤 泰博 B４８２－１０１：１２．７� ９７．０

３４ 
 グレイホーク 牡６青鹿５７ 江田 照男桐谷 茂氏 中野 栄治 鵡川 宇南山牧場 B４９０－１４１：１２．９	 ４８．８�
２２ キョウエイショウリ 牡３黒鹿５５ 岩部 純二田中 晴夫氏 中川 公成 浦河 山口 義彦 ４４６± ０ 〃 クビ １４．８�
４７ 
 オメガブルーベリー 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹原 �子氏 柴崎 勇 千歳 社台ファーム ４６４－ ２１：１３．０クビ １６．３
６１１ カネスフォルテ 牡４鹿 ５７ 木幡 初広杉澤 光雄氏 小野 次郎 日高 坂 牧場 ４７８＋ ８１：１３．３１	 １７９．１�
５９ � ケイアイアテナ 牝３鹿 ５３

５０ ▲小野寺祐太 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 米 Morihiro
Kameda ４１４＋１４ 〃 ハナ １０．２�

５８ 
 ミスチフキッツ 牝３栗 ５３ 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 ４３６－ ２１：１３．４クビ ６８．９�
２３ ブラウンチーター 牡４鹿 ５７

５４ ▲杉原 誠人楠田 均氏 大江原 哲 新冠 北星村田牧場 ４７０－ ２１：１４．５７ ２０３．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １１，０８６，０００円 複勝： １６，８１２，９００円 枠連： ８，４８１，５００円

馬連： ２７，４５２，５００円 馬単： １７，２４６，６００円 ワイド： １２，２７０，１００円

３連複： ３５，０６２，３００円 ３連単： ５７，４３４，７００円 計： １８５，８４６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４６０円 複 勝 � ７８０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（４－８） ２，５２０円

馬 連 �� ７，１６０円 馬 単 �� １６，５３０円

ワ イ ド �� １，７８０円 �� ２，５２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １３，０２０円 ３ 連 単 ��� １１５，１９０円

票 数

単勝票数 計 １１０８６０ 的中 � ２５２９（１０番人気）
複勝票数 計 １６８１２９ 的中 � ４０９３（１１番人気）� ３１６９９（１番人気）� ２７４４６（２番人気）
枠連票数 計 ８４８１５ 的中 （４－８） ２４９２（１３番人気）
馬連票数 計 ２７４５２５ 的中 �� ２８３０（３２番人気）
馬単票数 計 １７２４６６ 的中 �� ７７０（６７番人気）
ワイド票数 計 １２２７０１ 的中 �� １６２１（２７番人気）�� １１２７（３５番人気）�� ７９５５（１番人気）
３連複票数 計 ３５０６２３ 的中 ��� １９８８（５３番人気）
３連単票数 計 ５７４３４７ 的中 ��� ３６８（４２６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．７―１１．５―１２．５―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．８―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４F４９．０―３F３７．５
３ ・（９，１５）（１１，１２）（４，７，１０，１３）（３，６，５）（１，１４）８－２ ４ ・（９，１５）１２，１１（４，７，１０，１３）（３，６，５）（１，１４）８－２

勝馬の
紹 介

�セイウンリファイン �
�
父 Forestry �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２００８．７．２７ 新潟８着

２００６．３．２３生 牡５鹿 母 Goldendale 母母 Marie J １５戦２勝 賞金 １５，４５０，０００円
※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 キルシュバウム号
（非抽選馬） １頭 タツフラッシュ号



３１０５７１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第９競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１５分 （芝・直線）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
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

５３．７
５３．７

良

良

６１１ ユキノアイオロス �３鹿 ５５ 西田雄一郎井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム B４６０± ０ ５５．１ ９．７�

８１５ ヨ ア ケ 牡３黒鹿５５ 的場 勇人 �高木競走馬育成牧場 牧 光二 新ひだか 高橋 誠次 B４９２＋ ２ 〃 クビ ３．１�
８１４� ヘイハチキング 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 本巣 敦 ４７４± ０ ５５．２� ２３．９�
７１３ ライトグローリー 牡７黒鹿５７ 村田 一誠藤田 庸右氏 北出 成人 門別 藤本 直弘 ４８０－ ８ ５５．５２ ４．５�
４７ ディープインアスク 牝３鹿 ５３ 吉田 隼人廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４６０＋ ４ 〃 クビ ３５．４�
７１２ ヨシサプライズ 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗田辺 喜彦氏 嶋田 潤 浦河 谷口牧場 ４３６＋ ６ 〃 ハナ ５５．５�
３４ ゴールドエタンセル 牝３黒鹿５３ 黛 弘人福島 実氏 杉浦 宏昭 厚真 大川牧場 ４４０－ ６ ５５．６� ２６９．４	
２３ サトノヴィクトリア 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲平野 優里見 治氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム B４７４＋１２ ５５．７クビ ５．１

２２ アスターウィング 牡３鹿 ５５

５４ ☆高倉 稜加藤 久枝氏 加藤 敬二 むかわ 新井牧場 ４３８－１０ ５５．８� ２２．２�
５９ フレンドサンポウ 牝３鹿 ５３ 丹内 祐次横尾 晴人氏 清水 美波 新冠 斉藤 安行 ４７４－ ４ 〃 クビ ４４．１�
６１０� ウイニングドラゴン 牡５黒鹿５７ 松田 大作奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４４０＋ ６ 〃 ハナ １１．５
５８ メルトアウェイ 牡３栗 ５５

５２ ▲杉原 誠人草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 ４３６± ０ ５５．９� ２３．７�
４６ ストロングノヴァ 牡３黒鹿５５ 長谷川浩大��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４６± ０ ５６．０� ６８．０�
３５ ロスヴィータ 牝４栃栗 ５５

５２ ▲西村 太一岡 浩二氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４４８－ ６ ５６．２１� ７４．６�
１１ ホットサマーデイ 牝３鹿 ５３ 中舘 英二藤田 在子氏 坂口 正則 新冠 山岡牧場 ４６６－ ４ ５６．３� １０．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，８７０，２００円 複勝： ２２，６５４，９００円 枠連： １１，６９１，５００円

馬連： ３３，０３５，７００円 馬単： ２５，１４５，０００円 ワイド： １５，９２３，４００円

３連複： ５０，９０８，７００円 ３連単： ９５，８７２，１００円 計： ２７０，１０１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ３５０円 � １５０円 � ４９０円 枠 連（６－８） ９４０円

馬 連 �� ２，２９０円 馬 単 �� ５，８４０円

ワ イ ド �� １，０００円 �� ４，９４０円 �� １，３３０円

３ 連 複 ��� １３，０２０円 ３ 連 単 ��� ９０，６００円

票 数

単勝票数 計 １４８７０２ 的中 � １２１１６（４番人気）
複勝票数 計 ２２６５４９ 的中 � １４７５７（６番人気）� ５４４４０（１番人気）� ９８０３（７番人気）
枠連票数 計 １１６９１５ 的中 （６－８） ９２１９（４番人気）
馬連票数 計 ３３０３５７ 的中 �� １０６８３（６番人気）
馬単票数 計 ２５１４５０ 的中 �� ３１８２（１９番人気）
ワイド票数 計 １５９２３４ 的中 �� ４０４５（１０番人気）�� ７６７（４９番人気）�� ２９８２（１２番人気）
３連複票数 計 ５０９０８７ 的中 ��� ２８８７（４１番人気）
３連単票数 計 ９５８７２１ 的中 ��� ７８１（２７２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１０．９―１０．５―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．３―３３．２―４３．７

上り４F４３．２－３F３２．８
勝馬の
紹 介

ユキノアイオロス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２０１１．２．１２ 東京５着

２００８．４．２５生 �３鹿 母 ユキノシンデレラ 母母 ユキノグランベル １０戦２勝 賞金 １５，０００，０００円

３１０５８１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第１０競走 ��
��１，６００�きんもくせい特別

発走１４時５０分 （芝・左・外）

２歳，５００万円以下；負担重量は，馬齢重量
賞 品

本 賞 １０，０００，０００円 ４，０００，０００円 ２，５００，０００円 １，５００，０００円 １，０００，０００円
付 加 賞 ２３８，０００円 ６８，０００円 ３４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：３３．８
１：３３．１

良

良

４４ アルフレード 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ５２０－１０１：３６．６ ２．１�

３３ ドリームトレイン 牡２黒鹿５５ 中舘 英二前田 幸治氏 谷 潔 新冠 村上牧場 ４８０＋ ４１：３６．８１� ５．４�
２２ シンゼンレンジャー 牡２黒鹿５５ 飯田 祐史原 司郎氏 飯田 明弘 日高 インターナショ

ナル牧場 ４７８＋ ４１：３６．９� ６．８�
８１０ ビームライフル 牡２青鹿５５ 勝浦 正樹西山 茂行氏 須貝 尚介 新ひだか 本桐牧場 ４５８± ０１：３７．０� １０．５�
１１ マイネルアダマス 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新冠 コスモヴューファーム ４０６± ０１：３７．１� ２６．７�
７７ クールスター 牡２青鹿５５ 荻野 琢真スリースターズレーシング 木村 哲也 新冠 村上牧場 ４７６－ ８１：３７．３１� ３７．８	
７８ ウインフロレゾン 牝２黒鹿５４ 大野 拓弥�ウイン 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム ４４８－ ４１：３７．６１� １２．４

５５ ハードロッカー 牡２黒鹿５５ 丸田 恭介山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５６＋ ２ 〃 アタマ ２６．５�
８９ ヒシワイルド 牡２鹿 ５５ 国分 恭介阿部雅一郎氏 河内 洋 新冠 飛渡牧場 ４５２＋ ６１：３７．９２ ５．９�
６６ 	 ロ ゼ オ 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 ４７４－ ６１：３８．１１� ２３２．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： ２４，２３８，５００円 複勝： ２８，９７８，８００円 枠連： １０，４１１，８００円

馬連： ３８，０６８，２００円 馬単： ３３，２８７，５００円 ワイド： １６，４３８，５００円

３連複： ４７，３８７，３００円 ３連単： １１１，６２６，８００円 計： ３１０，４３７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（３－４） ７３０円

馬 連 �� ７５０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３４０円 �� ６００円

３ 連 複 ��� １，２４０円 ３ 連 単 ��� ４，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２４２３８５ 的中 � ９１８６９（１番人気）
複勝票数 計 ２８９７８８ 的中 � ８２６６０（１番人気）� ４３５３２（３番人気）� ３３５４４（４番人気）
枠連票数 計 １０４１１８ 的中 （３－４） １０６２４（２番人気）
馬連票数 計 ３８０６８２ 的中 �� ３７５６１（２番人気）
馬単票数 計 ３３２８７５ 的中 �� ２６９７６（２番人気）
ワイド票数 計 １６４３８５ 的中 �� １６７４５（２番人気）�� １２４０４（３番人気）�� ６０４９（９番人気）
３連複票数 計 ４７３８７３ 的中 ��� ２８３３９（２番人気）
３連単票数 計１１１６２６８ 的中 ��� １８２５１（５番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．５―１２．６―１３．１―１２．６―１１．８―１０．６―１１．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１３．０―２４．５―３７．１―５０．２―１：０２．８―１：１４．６―１：２５．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルフレード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．９．２５ 中山１着

２００９．４．１１生 牡２鹿 母 プリンセスカメリア 母母 ラトラヴィアータ ２戦２勝 賞金 １７，２３８，０００円



３１０５９１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第１１競走 ��
��１，８００�

み つ け

見 附 特 別
発走１５時２５分 （ダート・左）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．１０．３０以降２３．１０．２３まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

３４ ミッキーオーラ 牡３青鹿５４ 中舘 英二野田みづき氏 高野 友和 日高 前川ファーム ５１０－ ２１：５２．５ ２．２�

７１３ ミラクルセッション 牡５栗 ５５ 松山 弘平吉田 勝己氏 大久保龍志 早来 ノーザンファーム ５０２＋１０１：５２．８２＋アタマ ３３．５�
２２ ハリマノワタリドリ 牡５栗 ５４ 津村 明秀福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 B４８２－ ６１：５２．９� ５６．７�
４７ サクセスヒューゴー 牡５青鹿５６ 江田 照男�嶋 哲氏 牧 光二 新冠 タニグチ牧場 ５３０＋ ６ 〃 ハナ １３．２�
５９ ゴールドロジャー 牡３黒鹿５３ 的場 勇人�ターフ・スポート高木 登 新冠 村田牧場 ４８６－ ２１：５３．１１� ４６．１�
３５ キングスリージョン 牡５栗 ５５ 松田 大作吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム ４９６＋１６１：５３．３� ４１．５�
６１０ ウインブシドウ 牡４黒鹿５７ 大野 拓弥	ウイン 千田 輝彦 新冠 松浦牧場 ４８６－１２１：５３．７２� ２１．１

８１４ レッドプラネット 牝４青鹿５３ 村田 一誠�コオロ 木村 哲也 日高 庄野牧場 ４８６＋ ６ 〃 クビ ２９．７�
７１２ エバーシャイニング 牝４黒鹿５３ 吉田 隼人宇田 豊氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：５４．１２� ３９．７�
５８ モズハリケーン 牡３栗 ５３ 古川 吉洋北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 B４９２－ ２１：５４．２� ５７．１
８１５	 メイクアダッシュ 牡７鹿 ５３ 西田雄一郎�谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４６４－ ２１：５４．５１� ８５．０�
６１１ ケイアイカイト 牡３鹿 ５５ 勝浦 正樹 	啓愛義肢材料販売所 斎藤 誠 新ひだか 片山牧場 ４７２± ０１：５４．６� ６．３�
４６ シルクシュナイダー 牡３黒鹿５５ 上村 洋行有限会社シルク須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１２＋ ８ （降着） ３．１�
１１ サクラオールイン 牡８黒鹿５２ 小島 太一	さくらコマース小島 太 静内 新和牧場 B４９４＋ ８１：５５．４５ ３２７．０�
２３ トウカイセレブ 牝５鹿 ５３ 柴山 雄一内村 正則氏 松元 茂樹 新冠 長浜牧場 ４６２＋ ４１：５５．５� ７３．０�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ２７，０９１，９００円 複勝： ３４，６７７，３００円 枠連： ２５，７５８，５００円

馬連： １１６，６６６，９００円 馬単： ６４，７８３，６００円 ワイド： ３３，７４３，８００円

３連複： １２５，２７３，８００円 ３連単： ２５２，１８１，９００円 計： ６８０，１７７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １５０円 � ６６０円 � ９８０円 枠 連（３－７） ２，０４０円

馬 連 �� ６，４２０円 馬 単 �� ８，３３０円

ワ イ ド �� １，９２０円 �� ２，１２０円 �� １４，２１０円

３ 連 複 ��� ６２，４７０円 ３ 連 単 ��� ２３２，３５０円

票 数

単勝票数 計 ２７０９１９ 的中 � ９７４２８（１番人気）
複勝票数 計 ３４６７７３ 的中 � ８９０９９（１番人気）� １１０５０（７番人気）� ７１５７（１２番人気）
枠連票数 計 ２５７５８５ 的中 （３－７） ９３５６（７番人気）
馬連票数 計１１６６６６９ 的中 �� １３４２９（１８番人気）
馬単票数 計 ６４７８３６ 的中 �� ５７４２（２５番人気）
ワイド票数 計 ３３７４３８ 的中 �� ４３９４（１８番人気）�� ３９５１（２２番人気）�� ５７２（８０番人気）
３連複票数 計１２５２７３８ 的中 ��� １４８０（１３６番人気）
３連単票数 計２５２１８１９ 的中 ��� ８０１（５０２番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１２．６―１３．７―１３．０―１２．５―１２．７―１１．９―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．５―３６．１―４９．８―１：０２．８―１：１５．３―１：２８．０―１：３９．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミッキーオーラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．１２．５ 阪神１０着

２００８．１．２３生 牡３青鹿 母 エ ジ ー ド 母母 マジックナイト ９戦３勝 賞金 ３１，１３４，０００円
〔発走状況〕 サクラオールイン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔降着〕 シルクシュナイダー号は，２位〔タイム１分５２秒８，着差２馬身〕に入線したが，最後の直線コースで急に外側に斜行して

「ケイアイカイト」号の走行を妨害したため１３着に降着。（その他５番への進路影響）
〔制裁〕 シルクシュナイダー号の騎手上村洋行は，最後の直線コースで急に外側に斜行したことについて平成２３年１１月５日から

平成２３年１１月１３日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 オーバーヘッド号・シゲルアサマヤマ号・タガノショータイム号・ディアフロイデ号・トミケンプライマリ号・

ビッグジャンパー号・ホワイトショウフク号・メイショウタクミ号・レオキュート号・ローレルカンタータ号

３１０６０１０月２９日 晴 良 （２３新潟５）第５日 第１２競走 ��１，８００�
まき

巻 特 別
発走１６時００分 （芝・左・外）

牝，３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４９０，０００円 １４０，０００円 ７０，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

６１２ オールザットジャズ 牝３鹿 ５３ 長谷川浩大市川 義美氏 角居 勝彦 新ひだか フジワラフアーム ４５８－ ２１：４６．９ ２．９�

１１ ツインエンジェルズ 牝３青 ５３ 吉田 隼人吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２１：４７．２２ ２６．５�
７１５ ラ ブ フ ー ル 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋小林竜太郎氏 梅田 智之 池田 新田牧場 ４８０± ０ 〃 クビ ７．２�
５１０ ウインクリアビュー 牝４栗 ５５ 松田 大作�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 川島牧場 ４５４＋ ２１：４７．３� ４．５�
７１４ スイートテン 牝４栗 ５５ 鮫島 良太青山 洋一氏 千田 輝彦 日高 下河辺牧場 ５２８＋２２１：４７．４� ６５．０�
１２ マイネイディール 牝３青鹿５３ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 日高 白井牧場 ４９２＋ ４１：４７．５クビ １５．９�
４７ � トーセンインディ 牝３芦 ５３ 江田 照男島川 	哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４０－ ４ 〃 クビ ２０．３

２４ コンプリート 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 浦河 大野牧場 ４７４＋ ４１：４７．７１� １６．０�
３６ レイクメリット 牝５鹿 ５５ 木幡 初広吉田 照哉氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム ５０６± ０１：４７．８� ２３．４�
８１８ コウエイオトメ 牝３鹿 ５３ 中舘 英二西岡 静男氏 松元 茂樹 新冠 石郷岡 雅樹 ４７８－ ６ 〃 クビ １８．７
５９ ティボリペガサス 牝４黒鹿５５ 高倉 稜松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６４－ ８１：４７．９クビ ７．７�
８１６ ジュヴェビアン 牝４鹿 ５５ 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 山内 研二 新ひだか マークリ牧場 ４７４± ０１：４８．０� ３４．７�
２３ タキオンコウショウ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４５６－ ６１：４８．５３ ９８．１�
６１１ マロノヴィーナス 牝４黒鹿５５ 杉原 誠人�RRA 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４５２＋１０１：４８．７１� ３７０．７�
７１３� サクラヴィヴィアン 牝４栗 ５５ 国分 恭介�さくらコマース牧浦 充徳 新ひだか 山田牧場 ４８０－１０１：４９．０１� １１４．０�
４８ ブーケドロゼブルー 牝４青鹿５５ 柴山 雄一 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新ひだか 加野牧場 ４５８－ ２１：４９．６３� ６９．３�
８１７ サニーヘイロー 牝３栗 ５３ 的場 勇人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４６２－ ４ 〃 ハナ ３５．９�
３５ アテナブルー 牝４栗 ５５ 村田 一誠 �ブルーマネジメント田中 剛 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４３８＋ ６１：４９．７� １７７．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２４，８３５，１００円 複勝： ４１，２６９，３００円 枠連： ２２，７９５，３００円

馬連： ６６，５５７，３００円 馬単： ３７，９０８，１００円 ワイド： ２８，８８７，０００円

３連複： ９０，３２６，１００円 ３連単： １５９，９９９，３００円 計： ４７２，５７７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １４０円 � ７００円 � ２４０円 枠 連（１－６） １，５４０円

馬 連 �� ３，２５０円 馬 単 �� ５，３７０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� ５８０円 �� ３，９９０円

３ 連 複 ��� １１，３５０円 ３ 連 単 ��� ５８，１７０円

票 数

単勝票数 計 ２４８３５１ 的中 � ６８５１４（１番人気）
複勝票数 計 ４１２６９３ 的中 � １０９１３１（１番人気）� １１０１７（１１番人気）� ４１７０７（４番人気）
枠連票数 計 ２２７９５３ 的中 （１－６） １０９７６（７番人気）
馬連票数 計 ６６５５７３ 的中 �� １５１４０（１０番人気）
馬単票数 計 ３７９０８１ 的中 �� ５２１６（１５番人気）
ワイド票数 計 ２８８８７０ 的中 �� ４３４８（１６番人気）�� １３３３８（４番人気）�� １６９５（４４番人気）
３連複票数 計 ９０３２６１ 的中 ��� ５８７５（３１番人気）
３連単票数 計１５９９９９３ 的中 ��� ２０３０（１４５番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．５―１２．０―１２．４―１２．４―１２．２―１１．６―１０．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２３．６―３５．６―４８．０―１：００．４―１：１２．６―１：２４．２―１：３４．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３４．３
３ １３，４，１７，１４，１６（２，９）（６，１２）（１，１０，１８）８（７，１５）－５（１１，３） ４ １３，４（１４，１７）（２，１６，９，１２）６（１０，１８）１，１５，８，７（５，１１，３）

勝馬の
紹 介

オールザットジャズ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．４．１０ 阪神４着

２００８．２．２４生 牝３鹿 母 ダイヤモンドピサ 母母 ジ ョ ー ド ６戦２勝 賞金 ２３，２６２，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ハギノトラスト号



（２３新潟５）第５日 １０月２９日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 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 手 当

１７６，４４０，０００円
１，０９０，０００円
１，１１０，０００円
１，６６０，０００円
１６，６４０，０００円
５４，７７７，０００円
４，３４２，０００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
１７６，２９４，１００円
２８９，５６３，７００円
１２９，３６８，３００円
４２７，８６６，６００円
２９４，７９７，７００円
１８３，３３１，７００円
５５９，７８４，６００円
１，０５２，０７０，１００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 ３，１１３，０７６，８００円

総入場人員 ９，２１５名 （有料入場人員 ８，２０６名）


