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３１０６１１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第１競走 ��
��１，６００�サラブレッド系２歳

発走９時５０分 （芝・左・外）

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

１：３３．８
１：３３．１

良

良

７１４ カネトシカトリーヌ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人兼松 利男氏 荒川 義之 新ひだか 田上 稔 ４３４－ ４１：３７．０ ５．１�

６１１ ヤマニンプレッジ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４４６± ０１：３７．２１� ８．９�
５１０ ウインクルチャチャ 牝２鹿 ５４ 木幡 初広塚本 能交氏 田中 清隆 新冠 隆栄牧場 ４７８＋ ６１：３７．４１� １０．５�
１２ スリーアフロディテ 牝２鹿 ５４ 松田 大作永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 ４８２－ ４ 〃 クビ ３．６�
８１６ シンジルキボウアイ 牝２鹿 ５４ 中舘 英二小田切有一氏 高橋 祥泰 浦河 木村牧場 ４２６± ０１：３７．５クビ ３．６�
８１７ トップバゴスター 牝２栗 ５４

５３ ☆松山 弘平�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４６２＋ ４１：３７．６� ３５．８	
４７ カーステンボッシュ 牡２栗 ５５ 大野 拓弥吉田 和美氏 木村 哲也 洞爺湖 メジロ牧場 ４７０－１６ 〃 ハナ １１．８

２３ リアライズラフィカ 牝２黒鹿５４ 村田 一誠工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 ４３６－ ４１：３７．８１� １２．８�
３６ マコトアプサラス 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆川須 栄彦尾田左知子氏 村山 明 様似 出口 繁夫 ４２８＋ ４１：３８．０１� ５０．１�
１１ グランデフォルテ 牡２栗 ５５ 江田 照男 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 山田牧場 ４２２± ０ 〃 ハナ ９７．１
３５ ハ レ ー 牡２栗 ５５ 丸田 恭介 K.C．タン氏 和田 正道 新ひだか 三木田 尚大 ４８６± ０１：３８．１� １５８．２�
６１２ ヤマカツティラノ 牡２鹿 ５５ 荻野 琢真山田 和夫氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 ４６２＋ ２１：３８．２� ３４３．８�
２４ プ ロ ー シ ャ 牝２栗 ５４

５１ ▲平野 優 �スピードファーム 和田正一郎 浦河 谷口牧場 ４６２± ０１：３８．５１� １４５．２�
８１５ モ ネ ロ 牡２鹿 ５５ 古川 吉洋上野 直樹氏 小野 次郎 日高 浦新 徳司 ４４０－ ２ 〃 クビ ２５．３�
７１３ フレンドブライト 牡２鹿 ５５

５２ ▲横山 和生横尾 晴人氏 清水 美波 浦河 佐々木 貴博 ４１６＋ ６１：３９．０３ ２８０．３�
４８ クリノラウエン 牡２栗 ５５ 野元 昭嘉栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４８０＋ ４１：３９．５３ ３８８．８�
５９ キョウエイニンファ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹田中 晴夫氏 伊藤 大士 浦河 山春牧場 ４６４－ ２１：３９．６クビ ６８．１�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ８，２８７，８００円 複勝： １７，１１６，７００円 枠連： ７，６３２，２００円

馬連： ２４，０６９，４００円 馬単： １７，０５４，３００円 ワイド： １１，３１４，１００円

３連複： ３５，８７６，３００円 ３連単： ５２，８９５，５００円 計： １７４，２４６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � ２１０円 � ３１０円 � ３４０円 枠 連（６－７） ２，９６０円

馬 連 �� ２，８１０円 馬 単 �� ５，５００円

ワ イ ド �� ９９０円 �� ９２０円 �� ９４０円

３ 連 複 ��� ６，６３０円 ３ 連 単 ��� ４０，１３０円

票 数

単勝票数 計 ８２８７８ 的中 � １３０２０（３番人気）
複勝票数 計 １７１１６７ 的中 � ２５３７７（３番人気）� １３９０８（４番人気）� １２２２２（７番人気）
枠連票数 計 ７６３２２ 的中 （６－７） １９０９（１５番人気）
馬連票数 計 ２４０６９４ 的中 �� ６３４１（１４番人気）
馬単票数 計 １７０５４３ 的中 �� ２２９０（２５番人気）
ワイド票数 計 １１３１４１ 的中 �� ２８３１（１５番人気）�� ３０３８（１２番人気）�� ２９６８（１３番人気）
３連複票数 計 ３５８７６３ 的中 ��� ３９９９（２４番人気）
３連単票数 計 ５２８９５５ 的中 ��� ９７３（１３５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．９―２４．３―３６．７―４９．８―１：０２．５―１：１４．４―１：２５．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネトシカトリーヌ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２０１１．９．２５ 阪神２着

２００９．３．１２生 牝２鹿 母 アルアメント 母母 Alydaress ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円

３１０６２１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１０時１５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

１：０９．６
１：０８．７

重

重

８１５ ヤマニンアストレア 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲杉原 誠人土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４５４± ０１：１１．３ １６．０�

７１３ ネイヴルトウショウ 牝６青 ５５ 黛 弘人トウショウ産業� 大久保洋吉 静内 トウショウ産業株式
会社トウショウ牧場 B４９４＋ ４１：１１．５１� ３．１�

８１４ ガールズストーリー 牝３黒鹿 ５３
５２ ☆川須 栄彦吉永 清美氏 藤岡 範士 新冠 中村農場 ４１８± ０１：１１．８１� ２．９�

５８ パブリックアフェア 牝４栗 ５５ 大野 拓弥 �サンデーレーシング 粕谷 昌央 安平 ノーザンファーム B４４６＋ ８１：１２．３３ ６７．７�
５９ エ キ ナ シ ア 牝３鹿 ５３ 西田雄一郎�ミルファーム 手塚 貴久 むかわ 西山牧場 ４８８－ ４ 〃 クビ ２９．５�
２２ カプリースレディー 牝３鹿 ５３ 丸田 恭介 �杵臼斉藤牧場 石毛 善彦 浦河 杵臼斉藤牧場 ４１２－１６ 〃 ハナ １１７．９	
３５ スズカローゼ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５３０＋２６１：１２．５１ ７．１

６１１ ラブミーダン 牝３黒鹿５３ 宮崎 北斗小林 祥晃氏 武藤 善則 浦河 林 孝輝 B４６０＋ ２ 〃 クビ ６１．７�
７１２ ナムラストリーク 牝３栗 ５３ 伊藤 直人奈村 信重氏 斎藤 誠 新ひだか 八田ファーム ４４８± ０１：１２．６クビ ２１．０�
１１ ケイアイカミーリア 牝４鹿 ５５ 松田 大作 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田 三千雄 ４８２－ ４１：１２．９１� ２１．１
４６ ナチュラルライツ 牝３栗 ５３ 古川 吉洋吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：１３．０� ３７．３�
２３ イケマドンナ 牝３鹿 ５３ 中舘 英二池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 ４１６－１６ 〃 ハナ １０７．０�
３４ ケ ツ ァ ー ル 牝３鹿 ５３ 柴山 雄一魚住 啓市氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４８０＋１０１：１３．４２� ９．３�
４７ ニシノラメール 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹西山 茂行氏 古賀 慎明 むかわ 西山牧場 ４８０＋ ４１：１３．６１� ６７．４�
６１０ オデットシチー 牝５黒鹿５５ 吉田 隼人 �友駿ホースクラブ 宮本 博 新ひだか 幌村牧場 ４９４± ０ （競走中止） １７．４�

（１５頭）

売 得 金

単勝： ９，６７７，７００円 複勝： １７，５９１，２００円 枠連： ８，２９２，３００円

馬連： ２１，１２２，１００円 馬単： １５，７８３，２００円 ワイド： １１，３９３，６００円

３連複： ３１，９７４，５００円 ３連単： ５０，３４６，８００円 計： １６６，１８１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ２７０円 � １３０円 � １３０円 枠 連（７－８） ３００円

馬 連 �� １，７１０円 馬 単 �� ４，４５０円

ワ イ ド �� ４９０円 �� ７００円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，５３０円 ３ 連 単 ��� １４，１４０円

票 数

単勝票数 計 ９６７７７ 的中 � ４７９６（５番人気）
複勝票数 計 １７５９１２ 的中 � １１３４５（５番人気）� ４６１８２（１番人気）� ４３０５８（２番人気）
枠連票数 計 ８２９２３ 的中 （７－８） ２０９６７（１番人気）
馬連票数 計 ２１１２２１ 的中 �� ９１１８（４番人気）
馬単票数 計 １５７８３２ 的中 �� ２６１８（１５番人気）
ワイド票数 計 １１３９３６ 的中 �� ５４１９（４番人気）�� ３５３６（８番人気）�� １５４９４（１番人気）
３連複票数 計 ３１９７４５ 的中 ��� １５４７３（２番人気）
３連単票数 計 ５０３４６８ 的中 ��� ２６２９（２３番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．５―１１．８―１２．６―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．４―３４．２―４６．８―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアストレア �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．１５ 札幌７着

２００７．４．２９生 牝４黒鹿 母 ヤマニンアリーナ 母母 ティファニーラス １７戦２勝 賞金 １８，７５０，０００円
〔競走中止〕 オデットシチー号は，競走中に疾病〔左第１指関節開放性脱臼〕を発症したため３コーナーで競走中止。

第５回　新潟競馬　第６日



３１０６３１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第３競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１０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

６１１ ヤマニンラレーヌ 牝３鹿 ５３
５２ ☆松山 弘平土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４４６－ ４１：１１．４ ５．６�

５９ キクノレジーナ 牝３青 ５３ 上村 洋行菊池 五郎氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム ４４２－１０１：１１．７１� ４．５�
４６ ニシノブイシェープ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 むかわ 西山牧場 ５２０＋ ６１：１１．８� ４．６�
３４ � シンビオシス �４青鹿５７ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 新開 幸一 日高 佐々木 直孝 ４６２－ ６１：１２．２２� ６．４�
６１０ ウエスタンレビュー 牝３黒鹿５３ 嘉藤 貴行西川 賢氏 田中 清隆 新ひだか 北西牧場 ５０２＋ ４１：１２．５１� ２１．４�
８１５ コスモセレクト 牡４鹿 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 日高 若林 武雄 ４９８－ ８１：１２．６� ９．６�
７１２ クリスリリー 牝６栗 ５５ 野元 昭嘉加藤 守氏 武田 博 浦河 江渡 繁治 ４６２＋ ４ 〃 クビ １６９．１�
２３ ナ ス ザ ン 牡６鹿 ５７ 大野 拓弥小山田 満氏 高木 登 浦河トラストスリーファーム ５０２＋ ６１：１２．７� １５．４	
１１ ウォーターサウンド 牡４栗 ５７ 中舘 英二山岡 良一氏 鮫島 一歩 新ひだか 千代田牧場 ４７６－ ４１：１２．８� １６．４

４７ デ プ ラ ー タ 牡４栗 ５７ 黛 弘人栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４７２－１２ 〃 クビ ３８．６�
５８ マイネルマサムネ 牡３栗 ５５ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 出羽牧場 ４４４－ ２１：１２．９クビ ５２．３
８１４ ウィズインカチドキ 牡４鹿 ５７

５４ ▲森 一馬内藤 耕造氏 高橋 隆 新ひだか 原口フアーム ４７２＋ ６１：１３．０� ４０．４�
７１３� ライブリリュウショ 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆川須 栄彦加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 厚真 大川牧場 ５５８＋ ８ 〃 ハナ １１．２�
２２ リネンピュア 牝５鹿 ５５ 江田 照男戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４５０－１４１：１３．６３� ２９９．８�
３５ クラウンフィデリオ 牡３栗 ５５ 吉田 隼人矢野 悦三氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 ４７０－ ４１：１３．９１� ２５．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，２３３，２００円 複勝： １８，２０４，９００円 枠連： ８，９１５，２００円

馬連： ２４，５３４，８００円 馬単： １６，６５３，４００円 ワイド： １３，０２１，２００円

３連複： ３６，６３４，８００円 ３連単： ５６，９９３，１００円 計： １８５，１９０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １９０円 � ２００円 � ２１０円 枠 連（５－６） １，０４０円

馬 連 �� １，１７０円 馬 単 �� ２，５９０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ５３０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，４４０円 ３ 連 単 ��� １３，０９０円

票 数

単勝票数 計 １０２３３２ 的中 � １４５５５（３番人気）
複勝票数 計 １８２０４９ 的中 � ２６６２２（２番人気）� ２３７９４（３番人気）� ２２８５９（４番人気）
枠連票数 計 ８９１５２ 的中 （５－６） ６３３８（３番人気）
馬連票数 計 ２４５３４８ 的中 �� １５５０７（１番人気）
馬単票数 計 １６６５３４ 的中 �� ４７４６（２番人気）
ワイド票数 計 １３０２１２ 的中 �� ７４３１（１番人気）�� ６００８（３番人気）�� ６１３２（２番人気）
３連複票数 計 ３６６３４８ 的中 ��� １１０８１（１番人気）
３連単票数 計 ５６９９３１ 的中 ��� ３２１５（４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１２．４―１２．０―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．６―４７．０―５９．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンラレーヌ �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 Nijinsky デビュー ２０１０．１２．１９ 小倉３着

２００８．５．１０生 牝３鹿 母 ヤマニンジュエリー 母母 ティファニーラス ９戦２勝 賞金 １８，８４０，０００円

３１０６４１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第４競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１１時１０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

８１１ ユジェニックブルー 牡４黒鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平 �ブルーマネジメント山内 研二 新冠 川上牧場 ５３４＋１４１：５３．３ ２．０�

５６ � アグネスフリーダム 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：５３．４� １７．２�
３３ 	 グリッターテイル 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４７０－ ４１：５３．５� ２．８�
１１ ヤマチョウフェア 牡３黒鹿５５ 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４８０＋ ８１：５３．６クビ １２．８�
８１２ エンジョイタイム 牡３鹿 ５５ 丸田 恭介前田 晋二氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７６± ０１：５３．９２ ５７．０�
７１０ アイティゴールド 牡３黒鹿５５ 大野 拓弥一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 岩見牧場 ４６４± ０１：５４．０
 ２５．０	
４４ � クリノソーニャ 牝６鹿 ５５

５２ ▲杉原 誠人栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 吉田 又治 ４５６＋ ２１：５４．３１� １７３．８

２２ オルレアンノオトメ 牝４鹿 ５５ 中谷 雄太�ミルファーム 武市 康男 新冠 イワミ牧場 B４７２＋ ４１：５４．５� １８．１�
６８ ウエスタンダーツ 牡３栗 ５５

５４ ☆川須 栄彦西川 賢氏 松山 康久 新ひだか 坂本 春雄 ４９２＋ ６１：５４．６
 ８．７�
６７ トップストライド 牡３鹿 ５５ 江田 照男�コオロ 萱野 浩二 日高 庄野牧場 ４７６± ０１：５４．７
 １１７．５
７９ � セッテステラ 牡４栗 ５７ 柴山 雄一河合 秀夫氏 大竹 正博 浦河 鈴木 武蔵 ５０６－１０１：５５．４４ １７７．６�
５５ アイアムエレガント 牝３黒鹿５３ 村田 一誠堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４９６－ ６１：５６．２５ ６２．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，２８２，０００円 複勝： ２１，０５３，６００円 枠連： ６，５８７，２００円

馬連： ２５，７１８，８００円 馬単： １９，８１２，７００円 ワイド： １２，１１２，５００円

３連複： ３３，４８１，１００円 ３連単： ６６，９３０，１００円 計： １９７，９７８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � １３０円 枠 連（５－８） １，２００円

馬 連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，２３０円

ワ イ ド �� ４２０円 �� １４０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 ��� ５，３２０円

票 数

単勝票数 計 １２２８２０ 的中 � ４９０３８（１番人気）
複勝票数 計 ２１０５３６ 的中 � ７５１５７（１番人気）� １２０８６（５番人気）� ４５２６３（２番人気）
枠連票数 計 ６５８７２ 的中 （５－８） ４０６５（４番人気）
馬連票数 計 ２５７１８８ 的中 �� １１４６９（５番人気）
馬単票数 計 １９８１２７ 的中 �� ６５７０（６番人気）
ワイド票数 計 １２１１２５ 的中 �� ５６１９（５番人気）�� ３１６９４（１番人気）�� ５３４２（８番人気）
３連複票数 計 ３３４８１１ 的中 ��� ２９３７７（２番人気）
３連単票数 計 ６６９３０１ 的中 ��� ９２８８（１３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２３．７―３６．３―５０．１―１：０３．１―１：１５．９―１：２８．６―１：４０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ユジェニックブルー �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．１．３０ 中京３着

２００７．４．１７生 牡４黒鹿 母 ポルタトーリ 母母 ブルーサファイア ２２戦３勝 賞金 ５９，５４０，０００円
〔制裁〕 ユジェニックブルー号の騎手松山弘平は，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１００，０００円。（３番への

進路影響）



３１０６５１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１１時４０分 （ダート・左）

新馬；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

１：１１．３
１：１０．２

良

不良

６１０ キングオブロー 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹池田 豊治氏 伊藤 伸一 新ひだか タガミファーム ４７４ ―１：１３．５ ３．８�

４７ デルマダイコク 牡２栗 ５５ 木幡 初広浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ５０４ ―１：１３．８２ ２６．４�
２２ フェアリーガーデン 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗田頭 勇貴氏 武藤 善則 豊浦 飯原牧場 ４４０ ― 〃 クビ ４．９�
８１５ ジェットタイガー 牡２鹿 ５５ 西田雄一郎楠田 均氏 大江原 哲 新ひだか 前田 宗将 ４３２ ―１：１４．４３� ３３．７�
８１４ コウギョウグリン 牝２黒鹿５４ 小島 太一菊地 捷士氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４４０ ―１：１４．８２� １９．８�
１１ ワンダープレンダ 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦山本 信行氏 領家 政蔵 新ひだか 城地 清満 ４６６ ―１：１４．９� ３．８�
７１３ デルマホテイ 牡２鹿 ５５ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム ４４４ ―１：１５．１１� ６８．０�
７１２ テイエムカリウド 牡２黒鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４５４ ―１：１５．３１ １５．４	
２３ プリネシアエンゼル 牝２鹿 ５４ 村田 一誠内藤 好江氏 浅野洋一郎 新冠 平山牧場 ４６０ ― 〃 クビ １８．７

３４ パシステント 牡２栗 ５５ 黛 弘人井上 修一氏 佐藤 全弘 新ひだか 真歌田中牧場 ４４４ ―１：１６．３６ １０１．０�
５９ マサノジンライ 牡２栗 ５５ 大野 拓弥中村 和夫氏 栗田 徹 日高 道見牧場 ４８０ ―１：１６．４クビ １０１．９�
６１１ カシノモンスター 牡２鹿 ５５

５２ ▲水口 優也柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 日東牧場 ４８６ ― 〃 クビ １０５．１
４６ スズカヴィグラス 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４７４ ―１：１６．５� １６．９�
５８ パレスメダーリア 牝２鹿 ５４ 田嶋 翔坂本 肇氏 小島 貞博 新冠 安達 洋生 ４３８ ―１：１８．９大差 ５．７�
３５ ツ ノ カ ク シ 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介田島榮二郎氏 嶋田 功 日高 前川 義則 ４４８ ―１：１９．８５ ６６．５�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １０，３４０，４００円 複勝： １５，５３３，２００円 枠連： ８，８１３，６００円

馬連： ２１，６９２，３００円 馬単： １６，８０２，０００円 ワイド： １０，１６４，８００円

３連複： ３１，１９５，７００円 ３連単： ５０，７５０，４００円 計： １６５，２９２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １９０円 � ２３０円 � １７０円 枠 連（４－６） ２，４８０円

馬 連 �� ４，１９０円 馬 単 �� ５，１００円

ワ イ ド �� １，３００円 �� ３６０円 �� １，２８０円

３ 連 複 ��� ６，４８０円 ３ 連 単 ��� ３５，８８０円

票 数

単勝票数 計 １０３４０４ 的中 � ２１５６３（１番人気）
複勝票数 計 １５５３３２ 的中 � ２２１７８（３番人気）� １６４８２（５番人気）� ２７８９０（２番人気）
枠連票数 計 ８８１３６ 的中 （４－６） ２６２５（１２番人気）
馬連票数 計 ２１６９２３ 的中 �� ３８２９（１７番人気）
馬単票数 計 １６８０２０ 的中 �� ２４３４（１４番人気）
ワイド票数 計 １０１６４８ 的中 �� １８２１（１７番人気）�� ７８４５（１番人気）�� １８４５（１６番人気）
３連複票数 計 ３１１９５７ 的中 ��� ３５５３（２５番人気）
３連単票数 計 ５０７５０４ 的中 ��� １０４４（１０６番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．７―１２．３―１２．９―１２．０―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．６―２４．３―３６．６―４９．５―１：０１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４９．２―３F３６．９
３ ７，１０（２，１２）１５（１，９，１４）１３－３，１１，４－５，６，８ ４ ７（１０，１２）（２，１５，１４）（１，９，１３）－（３，１１）４＝６，５－８
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キングオブロー �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ボストンハーバー 初出走

２００９．２．２０生 牡２鹿 母 マ ダ ム チ ヨ 母母 アンティークルーカス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パレスメダーリア号・ツノカクシ号は，平成２３年１１月３０日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 アプローズ号・クールフォエバー号・ケイジーヒロイン号・コンサートレディ号・スマイルアロット号

３１０６６１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時３０分 （芝・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

１：０７．５
１：０６．５

良

良

２３ � サクセスゴーランド 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人�嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社
吉田ファーム ４７６± ０１：０９．７ ２８．５�

１１ リッカスウィープ 牡４鹿 ５７ 松田 大作立花 幸雄氏 須貝 尚介 浦河 佐々木 貴博 ４８４－ ４ 〃 クビ ２８．７�
８１７ コーストバンクシア 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ５１４－ ４１：０９．８� ３６．６�
８１６ エーティーランボー 牡３鹿 ５５ 田中 健荒木 徹氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６０－ ８１：０９．９� ４４．１�
８１８ サクラライジング 牡３鹿 ５５

５４ ☆松山 弘平�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 西村 和夫 ４６６＋１８ 〃 クビ ６９．７�
１２ シンコープリンス 牡４青鹿５７ 長谷川浩大豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４５０＋ ２１：１０．０� １３．２�
７１４ シエラデルタ 牡４黒鹿５７ 上村 洋行山上 和良氏 野中 賢二 日高 白井牧場 ４５６＋１０１：１０．１クビ ３９．７	
７１３ シンボリマルセイユ 牡４芦 ５７ 大野 拓弥シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 B５００＋ ４１：１０．２� ９．２

６１１ マックスストレイン 牡４栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７２± ０ 〃 クビ ２９．６�
３５ スギノブロッサム 牝４鹿 ５５

５２ ▲藤懸 貴志杉山 美惠氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 ４４０－ ６１：１０．３クビ １０．７�
６１２ ダイワスペシャル 牡３栗 ５５ 的場 勇人大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 服部 牧場 ５１０± ０１：１０．４� ２０．１
７１５ カリステジア 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 日高 いとう牧場 ４７６± ０ 〃 アタマ ２．８�
５１０ トミケンアマート 牝３栗 ５３ 江田 照男冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 落合 一巳 ４０４＋ ６ 〃 アタマ １３０．９�
４７ メジロガストン 牡６青鹿５７ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４９２＋ ２ 〃 アタマ ４．８�
５９ セルリアンレッド 牡４黒鹿５７ 津村 明秀�イクタ 梅内 忍 むかわ フラット牧場 ４８２－ ２１：１０．６� ２４．４�
３６ イサミチェリー 牡６鹿 ５７

５４ ▲平野 優前田 哲郎氏 領家 政蔵 三石 築紫 洋 B４５０－１０１：１０．７� １３９．４�
２４ ホットラッシュ 牡３青 ５５ 丸田 恭介草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 前川牧場 ４０８± ０ 〃 ハナ ８．７�
４８ ブレスマイハート 牝３鹿 ５３ 古川 吉洋岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 折手牧場 ４３８＋１４ 〃 ハナ １９０．６�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １２，２５８，２００円 複勝： ２３，０６０，５００円 枠連： １１，５４６，８００円

馬連： ２７，８６９，３００円 馬単： １８，４０４，６００円 ワイド： １４，０９１，６００円

３連複： ４１，５８８，９００円 ３連単： ６５，３６７，４００円 計： ２１４，１８７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８５０円 複 勝 � ９７０円 � ６２０円 � １，６５０円 枠 連（１－２） ２，６２０円

馬 連 �� ３５，４１０円 馬 単 �� ８７，６３０円

ワ イ ド �� １１，５５０円 �� ７，１００円 �� １９，５３０円

３ 連 複 ��� ３４４，８７０円 ３ 連 単 ��� ６８９，１６０円

票 数

単勝票数 計 １２２５８２ 的中 � ３４０１（９番人気）
複勝票数 計 ２３０６０５ 的中 � ６２１０（１１番人気）� １０３７３（８番人気）� ３５３９（１４番人気）
枠連票数 計 １１５４６８ 的中 （１－２） ３２５６（１２番人気）
馬連票数 計 ２７８６９３ 的中 �� ５８１（８５番人気）
馬単票数 計 １８４０４６ 的中 �� １５５（１８２番人気）
ワイド票数 計 １４０９１６ 的中 �� ３００（９５番人気）�� ４９０（７２番人気）�� １７７（１１８番人気）
３連複票数 計 ４１５８８９ 的中 ��� ８９（５０２番人気）
３連単票数 計 ６５３６７４ 的中 ��� ７０（１７２１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．８―１１．３―１１．９―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．０―３４．３―４６．２―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�サクセスゴーランド �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス

２００７．３．３１生 牝４黒鹿 母 サクセスビューティ 母母 アワーミスレッグス １０戦１勝 賞金 ９，５５０，０００円
初出走 JRA

〔発走状況〕 スギノブロッサム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 トロンプルイユ号
（非抽選馬） １頭 ディアウィキッド号



３１０６７１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第７競走 １，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時００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

１：４９．５
１：４７．８

稍重

重

８１１ メイショウサリマン 牡３栗 ５５
５４ ☆川須 栄彦松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４７４－ ４１：５３．１ １．６�

７９ ゴッドフローラ 牝３芦 ５３
５０ ▲藤懸 貴志中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 正志 ５０２＋ ８１：５３．５２� ７．０�

２２ デュアルサクセス 牡４黒鹿 ５７
５４ ▲杉原 誠人吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４３８＋ ６１：５３．７１� １１．４�

７８ マツリダジャパン 牡４青 ５７
５４ ▲平野 優�橋 文枝氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド ４８０－ ２１：５３．８� ４．３�

８１０ シュンハレン 牡５黒鹿 ５７
５６ ☆松山 弘平石川 博氏 川村 禎彦 日高 古本 正則 ４９４＋１０１：５４．２２� ２９．９�

４４ ラインレグルス 牡３鹿 ５５
５２ ▲森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４８０± ０１：５４．４１� １６．２�

３３ プリティーマッハ 牡３芦 ５５
５２ ▲西村 太一越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４４０＋ ３１：５４．７１� ６２．２�

１１ チェリーソウマ 牡４栗 ５７
５４ ▲小野寺祐太チエリー商事	 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ５００± ０１：５４．８� １２７．０


６６ � ホワイトジュエル 牝４芦 ５５ 黛 弘人 �フジワラ・ファーム 伊藤 伸一 新ひだか フジワラフアーム ４４６－１４１：５５．０１� ３１．０�
６７ セイカカリンバ �６黒鹿 ５７

５４ ▲水口 優也久米 大氏 小野 次郎 静内 タイヘイ牧場 B４４６－ ２１：５５．１� ９９．９
５５ � ユ ウ キ ン グ 牡４鹿 ５７ 荻野 琢真�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 ４６４＋ ６１：５５．３１� ７３．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １２，２２３，２００円 複勝： ３１，０００，３００円 枠連： ７，９９０，３００円

馬連： ２１，９７４，６００円 馬単： ２２，１３１，８００円 ワイド： １０，７５１，９００円

３連複： ３０，０２８，７００円 ３連単： ７１，２００，１００円 計： ２０７，３００，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � ２７０円 枠 連（７－８） １９０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� ８６０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ４６０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ２，２６０円 ３ 連 単 ��� ４，９４０円

票 数

単勝票数 計 １２２２３２ 的中 � ６０３９２（１番人気）
複勝票数 計 ３１０００３ 的中 � １８９４３３（１番人気）� ２８２７８（３番人気）� １３１６５（５番人気）
枠連票数 計 ７９９０３ 的中 （７－８） ３２１８１（１番人気）
馬連票数 計 ２１９７４６ 的中 �� ２６６０９（２番人気）
馬単票数 計 ２２１３１８ 的中 �� １９１０３（３番人気）
ワイド票数 計 １０７５１９ 的中 �� ９９０５（２番人気）�� ５８１３（５番人気）�� ２０５７（１４番人気）
３連複票数 計 ３００２８７ 的中 ��� ９８３８（７番人気）
３連単票数 計 ７１２００１ 的中 ��� １０６３７（１３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．９―１３．７―１３．３―１２．４―１２．６―１１．８―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．５―３６．４―５０．１―１：０３．４―１：１５．８―１：２８．４―１：４０．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウサリマン �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 メイショウエイカン デビュー ２０１０．１２．１２ 阪神７着

２００８．４．８生 牡３栗 母 メイショウヒダカ 母母 メイシヨウエンゼル １１戦２勝 賞金 １８，４００，０００円

３１０６８１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第８競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３０分 （芝・直線）

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

５３．７
５３．７

良

良

８１８ キッズチェイサー 牝３黒鹿 ５３
５２ ☆松山 弘平瀬谷 �雄氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ８ ５４．９ ３．２�

１２ メリーチャン 牝３芦 ５３ 柴山 雄一ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４６４＋１０ ５５．２２ ７．８�
５１０ リネンパズル 牝４鹿 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４６６＋ ２ ５５．４１� ２．８�
３５ � クロンドローリエ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 加藤 和宏 浦河 富菜牧場 ４２０＋ ２ 〃 アタマ １４．３�

２４ � サクラオハナ 牝４栗 ５５ 勝浦 正樹�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 原 武久 ４３４－ ６ ５５．６１� １２．９�
３６ � オウカランマン 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 利章 新ひだか キヨタケ牧場 ４７８＋ ３ 〃 ハナ ４６．９	
１１ � ヘイハチプリンセス 牝５鹿 ５５ 木幡 初広伊藤 貴憲氏 和田正一郎 浦河 
原 敏明 ４４２＋１４ ５６．０２� １１０．０�
８１７ デ シ リ オ ン 牝３鹿 ５３ 江田 照男岡田 牧雄氏 矢野 照正 新ひだか 岡田スタツド ４６０－ ４ 〃 ハナ ７５．８�
６１１ トクトイムスメ 牝５栗 ５５ 大野 拓弥和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 B４９４＋１２ ５６．１� １５６．４�
５９ ハ ナ カ ゲ 牝３栗 ５３

５２ ☆川須 栄彦 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松元 茂樹 浦河 日進牧場 ４３４－ ６ ５６．２クビ １２．０�

７１４� コスモハイスペック 牝５栗 ５５
５２ ▲小野寺祐太湯澤 寛氏 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋１０ ５６．３� ７１．３�

８１６ ティティチャーム 牝５鹿 ５５
５２ ▲高嶋 活士冨塚不二子氏 田島 俊明 新ひだか 仲野牧場 ５００－ ２ 〃 クビ ２２１．１�

７１３ ハギノハーセルフ 牝６栗 ５５ 吉田 隼人日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６６＋ ２ ５６．４� ３３．４�
４８ � アラマサマンボウ 牝４栗 ５５ 的場 勇人アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７６－ ６ ５６．５クビ １５１．２�
２３ ショウナンサージュ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲平野 優湘南 伊藤 大士 新ひだか 神垣 道弘 B４５０＋ ８ 〃 クビ １２．３�
７１５ ホワイトアッシュ 牝３芦 ５３ 津村 明秀布施 光章氏 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 ４５０－ ２ ５６．６� ９３．９�
６１２ カトルズタッチ 牝３鹿 ５３ 黛 弘人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム ４４０－ ８ ５６．７� ５８．７�
４７ マックスシャルビー 牝３栗 ５３ 古川 吉洋田所 英子氏 梅田 智之 日高 天羽牧場 ４１２－ ６ ５６．８クビ ９１．８�

（１８頭）

売 得 金

単勝： １３，２９５，０００円 複勝： １８，２３９，２００円 枠連： １３，５５４，２００円

馬連： ２７，７３２，５００円 馬単： ２０，１８７，４００円 ワイド： １３，２９９，４００円

３連複： ４３，８７０，１００円 ３連単： ７３，０８２，２００円 計： ２２３，２６０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １３０円 � ２５０円 � １２０円 枠 連（１－８） １，４１０円

馬 連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ３，４７０円

ワ イ ド �� ７３０円 �� ２４０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，８６０円 ３ 連 単 ��� １１，８１０円

票 数

単勝票数 計 １３２９５０ 的中 � ３３３６４（２番人気）
複勝票数 計 １８２３９２ 的中 � ４０５１５（２番人気）� １２６７５（４番人気）� ５３８３６（１番人気）
枠連票数 計 １３５５４２ 的中 （１－８） ７１１１（７番人気）
馬連票数 計 ２７７３２５ 的中 �� １０１６３（９番人気）
馬単票数 計 ２０１８７４ 的中 �� ４３００（１１番人気）
ワイド票数 計 １３２９９４ 的中 �� ４０５８（１０番人気）�� １６７６４（１番人気）�� ５２３１（４番人気）
３連複票数 計 ４３８７０１ 的中 ��� １７４３７（３番人気）
３連単票数 計 ７３０８２２ 的中 ��� ４５６７（１７番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．３―１０．６―１０．５―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１１．９―２２．２―３２．８―４３．３

上り４F４３．０－３F３２．７
勝馬の
紹 介

キッズチェイサー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー ２０１０．１０．３１ 東京２着

２００８．２．１５生 牝３黒鹿 母 ラヴァーズチェイス 母母 パルフェアムール ６戦２勝 賞金 １７，８００，０００円
〔発走状況〕 トクトイムスメ号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トクトイムスメ号は，平成２３年１０月３１日から平成２３年１１月２０日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
※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 パシャ号



３１０６９１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第９競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時０５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

３３ � リラティビティ 牡５鹿 ５７ 村田 一誠池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか 下屋敷牧場 B４９４＋１８１：５４．０ １０６．５�

４４ ジェットヴォイス 牡４鹿 ５７ 木幡 初広本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４８８－ ２１：５４．３２ １．５�
６７ アイティテイオー 牡３栗 ５５ 柴山 雄一一ノ瀬 恭氏 矢野 照正 新冠 川島牧場 ４５６± ０１：５４．４� ９２．２�
６６ マイネルティンラン 牡３栗 ５５ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム ４４８＋１４１：５４．６１� ３５．６�
８１０ ワキノブライアン �５栗 ５７ 津村 明秀脇山 良之氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 ４８６－ ８ 〃 アタマ ２２．９�
５５ キュルミナン 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆川須 栄彦ディアレスト 勢司 和浩 浦河 カナイシスタッド ４９２± ０１：５４．７クビ １２．４�
７９ セイピーシーズ 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人金田 成基氏 服部 利之 日高 新井 昭二 ４６０－１２１：５４．９１� ３４．１	
１１ スズカマジェスタ 牡３青鹿５５ 上村 洋行永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 B４７２－ ６ 〃 クビ ８．４

７８ マイネルソラーナ 牡３栗 ５５ 中谷 雄太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４４４± ０１：５５．１１ １５．６�
８１１ タガノイノセンス 牝４青 ５５ 中舘 英二八木 良司氏 岡田 稲男 浦河 猿橋 義昭 ５０６＋１０１：５５．７３� ５．２�
２２ スズカジェネラル 牡４栗 ５７ 宮崎 北斗永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４８２－ ６１：５６．０１	 ８７．５

（１１頭）

売 得 金

単勝： １５，６８２，０００円 複勝： ３１，７１１，６００円 枠連： ９，５８２，２００円

馬連： ３０，４８０，７００円 馬単： ２６，３５７，８００円 ワイド： １３，８３９，７００円

３連複： ３８，７２５，６００円 ３連単： １００，１９１，７００円 計： ２６６，５７１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １０，６５０円 複 勝 � １，５１０円 � １１０円 � １，４３０円 枠 連（３－４） ４，５００円

馬 連 �� ３，９００円 馬 単 �� １５，６２０円

ワ イ ド �� １，６１０円 �� ２３，０２０円 �� １，９３０円

３ 連 複 ��� ５１，２２０円 ３ 連 単 ��� ６５４，３５０円

票 数

単勝票数 計 １５６８２０ 的中 � １１６１（１１番人気）
複勝票数 計 ３１７１１６ 的中 � ２６５７（１１番人気）� １７８０９８（１番人気）� ２８２４（９番人気）
枠連票数 計 ９５８２２ 的中 （３－４） １５７２（１４番人気）
馬連票数 計 ３０４８０７ 的中 �� ５７７７（１２番人気）
馬単票数 計 ２６３５７８ 的中 �� １２４６（３５番人気）
ワイド票数 計 １３８３９７ 的中 �� ２１５６（１５番人気）�� １４４（５５番人気）�� １７８１（２０番人気）
３連複票数 計 ３８７２５６ 的中 ��� ５５８（８２番人気）
３連単票数 計１００１９１７ 的中 ��� １１３（５７６番人気）

ハロンタイム １２．９―１０．９―１２．４―１３．９―１２．８―１２．３―１３．０―１２．８―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２３．８―３６．２―５０．１―１：０２．９―１：１５．２―１：２８．２―１：４１．０

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

�リラティビティ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Nijinsky

２００６．４．１０生 牡５鹿 母 エヴァソーライトリー 母母 Quixotic Lady ６戦１勝 賞金 ８，９００，０００円
地方デビュー ２０１０．２．１８ 船橋

３１０７０１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第１０競走 ��
��２，４００�

あ ま か ざ り や ま

雨 飾 山 特 別
発走１４時４０分 （芝・左）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：２５．０
２：２２．１

良

良

４６ コスモロビン 牡３鹿 ５４ 中谷 雄太 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５２８＋１４２：２５．９ ２０．９�

２３ ホッコーブレーヴ 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４６４＋１０２：２６．２２ １２．５�
８１４ アラマサコマンダー 牝３鹿 ５２ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４１８－ ８ 〃 アタマ ８．５�
２２ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５４ 江田 照男小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 B４５６－ ６２：２６．９４ １２１．１�
６１０ アドマイヤネアルコ 牡３芦 ５４ 川須 栄彦近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４７６＋ ４ 〃 クビ ７．１�
７１３ シンボリボルドー 牡４鹿 ５７ 木幡 初広シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６４± ０ 〃 ハナ １０．０�
６１１� マイネルダウザー 牡４黒鹿５７ 荻野 琢真 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新ひだか グランド牧場 ５１０＋１４２：２７．３２� ６４．４

３５ グッドカフェ 牡３青鹿５４ 中舘 英二杉立 恭平氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 ４９２＋ ８２：２７．５１� ３．５�
３４ セ ミ ニ ョ ン 牝３鹿 ５２ 平野 優伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 B４５８－ ２２：２７．７	 ２０．１�
８１５ メイショウスピード 牡３黒鹿５４ 吉田 隼人松本 好氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 ４４６＋ ４２：２７．９１� １１．９�
１１ ヤマニンアーマー 牡３鹿 ５４ 長谷川浩大土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 ４５６＋ ４２：２８．０� ２５．７�
５９ ドリームモモタロウ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介セゾンレースホース	 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４９２＋ ４２：２８．１クビ ４．６�
５８ � セイカペガサス 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム ４６８＋ ４２：２８．４１	 ４５．９�
４７ ヴァルガリス 牡４黒鹿５７ 津村 明秀 �キャロットファーム 小野 次郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７８＋ ２２：２８．７２ ５２．３�
７１２ テ ル バ イ ク 牡３栗 ５４ 的場 勇人加藤 信之氏 小島 茂之 日高 有限会社

ケイズ ４５８－１０２：３０．０８ ３０．７�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １８，８４８，８００円 複勝： ２８，０２８，２００円 枠連： １４，７０２，０００円

馬連： ４７，５００，３００円 馬単： ３０，９４８，４００円 ワイド： ２０，４４４，５００円

３連複： ６９，５６１，３００円 ３連単： １１５，２２２，８００円 計： ３４５，２５６，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０９０円 複 勝 � ５４０円 � ５１０円 � ４２０円 枠 連（２－４） ７，１８０円

馬 連 �� ９，８００円 馬 単 �� ２５，０２０円

ワ イ ド �� ３，３００円 �� ３，８３０円 �� ２，７２０円

３ 連 複 ��� ４１，９８０円 ３ 連 単 ��� ２７７，９００円

票 数

単勝票数 計 １８８４８８ 的中 � ７１２４（９番人気）
複勝票数 計 ２８０２８２ 的中 � １３４３７（８番人気）� １４４３６（７番人気）� １８３０６（６番人気）
枠連票数 計 １４７０２０ 的中 （２－４） １５１３（２６番人気）
馬連票数 計 ４７５００３ 的中 �� ３５８０（３７番人気）
馬単票数 計 ３０９４８４ 的中 �� ９１３（９２番人気）
ワイド票数 計 ２０４４４５ 的中 �� １５２５（４０番人気）�� １３１０（４５番人気）�� １８５８（３５番人気）
３連複票数 計 ６９５６１３ 的中 ��� １２２３（１４２番人気）
３連単票数 計１１５２２２８ 的中 ��� ３０６（８５２番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．０―１１．３―１２．４―１３．４―１２．９―１２．６―１２．２―１２．８―１２．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．２―２３．２―３４．２―４５．５―５７．９―１：１１．３―１：２４．２―１：３６．８―１：４９．０―２：０１．８―２：１３．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．９
１
３
１２，１５，１－（４，１０）２（５，８）（６，３）９－１３，１１，１４－７・（１２，１５）１１，１０，８（１，５，１３）（４，２，１４）（６，９）（３，７）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

コスモロビン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．９．２０ 札幌１１着

２００８．５．２８生 牡３鹿 母 ティーアイディップ 母母 シ ェ ー マ ９戦２勝 賞金 ２４，６７１，０００円



３１０７１１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第１１競走 ��１，８００�
か め だ

亀 田 特 別
発走１５時２０分 （芝・左・外）

牝，３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
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 ３９９，０００円 １１４，０００円 ５７，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：４４．６
１：４４．１

良

良

８１５ エスピナアスール 牝４黒鹿５５ 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 ４５６－１６１：４６．８ ７７．７�

１２ アドマイヤセプター 牝３栗 ５３ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４５４－１４１：４７．２２� ２．４�
６１１ クラックシード 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人 �社台レースホース鈴木 康弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２＋ ２ 〃 クビ ３．９�
３５ メジロオードリー 牝４鹿 ５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４５４± ０１：４７．３� １７．６�
７１３ ネヴァーフェイド 牝４栗 ５５ 津村 明秀 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２０＋ ４１：４７．６１� ６．４�
２４ アフォリズム 牝３鹿 ５３ 江田 照男 H.R.H．プリンセス・ハヤ 荒川 義之 新ひだか 藤沢牧場 ４５２＋ ６１：４７．７� ６２．８�
５９ ユースティティア 牝３青鹿５３ 村田 一誠前田 葉子氏 宮本 博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７０＋ ４１：４７．８� １４．４	
６１２ ハイタッチクイーン 牝４栗 ５５ 中舘 英二星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 ４４８＋１６ 〃 クビ ４８．２

４７ レイナソフィア 牝５鹿 ５５ 川須 栄彦 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４９４－ ６ 〃 ハナ １０．１�
１１ ウインディーリング 牝４青鹿５５ 松田 大作細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４５８＋ ８１：４７．９� ２３０．８�
８１６ アグネスサクラ 牝５鹿 ５５ 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４２＋ ２１：４８．０� １３．９
４８ バイタルスタイル 牝４栗 ５５ 的場 勇人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６４＋ ６１：４８．１� ４３．０�
５１０ トウカイライフ 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋内村 正則氏 成島 英春 日高 広富牧場 ４３２± ０ 〃 クビ ８３．８�
７１４� ミサトバレー 牝６栗 ５５ 大野 拓弥戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４５２＋ ２１：４８．７３� ３７１．８�
２３ ケープタウンシチー 牝６青 ５５ 丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 池上 昌弘 門別 富川田中牧場 ４８０＋２２１：４８．８クビ ５１．１�
８１７ アンプレシオネ 牝６芦 ５５ 松山 弘平 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カタオカステーブル ４５６＋ ６１：４８．９� １０２．１�
３６ ラヴインザダーク 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一�大樹ファーム 高橋 祥泰 新冠 パカパカ

ファーム ４６８－ ２１：４９．１１� ２６０．９�

（１７頭）

売 得 金

単勝： ３２，７３８，１００円 複勝： ４２，１３１，７００円 枠連： ２７，２６７，５００円

馬連： １３９，８１６，０００円 馬単： ７４，０１８，５００円 ワイド： ４０，８７１，９００円

３連複： １５６，９２１，３００円 ３連単： ３０５，７９１，６００円 計： ８１９，５５６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７，７７０円 複 勝 � １，０６０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（１－８） １，４８０円

馬 連 �� ９，６２０円 馬 単 �� ３１，０８０円

ワ イ ド �� ３，２９０円 �� ３，０００円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� １１，２３０円 ３ 連 単 ��� １４６，４５０円

票 数

単勝票数 計 ３２７３８１ 的中 � ３３２２（１２番人気）
複勝票数 計 ４２１３１７ 的中 � ６３９６（１１番人気）� ９２７３０（２番人気）� ９６１３１（１番人気）
枠連票数 計 ２７２６７５ 的中 （１－８） １３６０３（６番人気）
馬連票数 計１３９８１６０ 的中 �� １０７３５（２５番人気）
馬単票数 計 ７４０１８５ 的中 �� １７５８（７１番人気）
ワイド票数 計 ４０８７１９ 的中 �� ２７３４（３３番人気）�� ３０００（３１番人気）�� ４６１３６（１番人気）
３連複票数 計１５６９２１３ 的中 ��� １０３１７（３５番人気）
３連単票数 計３０５７９１６ 的中 ��� １５４１（３５８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．３―１２．３―１２．２―１２．０―１１．６―１１．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．６―３４．９―４７．２―５９．４―１：１１．４―１：２３．０―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エスピナアスール �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２０１０．３．２１ 中山６着

２００７．３．２２生 牝４黒鹿 母 リメインフォレスト 母母 リメインラブ １１戦４勝 賞金 ４６，０４１，０００円

３１０７２１０月３０日 曇 良 （２３新潟５）第６日 第１２競走 ��
��１，６００�

え び が せ

海 老 ヶ 瀬 特 別
発走１６時００分 （芝・左・外）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 ５５３，０００円 １５８，０００円 ７９，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：３１．８
１：３１．４

良

良

６１２ ノーブルディード 牡３黒鹿５５ 松田 大作 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４７８± ０１：３４．３ １６．４�

１１ シーズンズベスト 牝４青鹿５５ 古川 吉洋 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４８４－ ４１：３４．５１� ２．３�
５１０ メイショウセトウチ 牡３鹿 ５５ 田嶋 翔松本 好雄氏 小島 貞博 浦河 磯野牧場 ４５４＋ ４１：３４．６� ６．６�
７１４ リルバイリル 	３鹿 ５５ 柴山 雄一小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４７２－ ４１：３４．８１
 ２４．５�
８１８ リリーファイアー 牡３鹿 ５５ 松山 弘平土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４８８± ０１：３４．９� １４．２�
４７ ザクリエイション 牡５黒鹿５７ 木幡 初広池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５０６－ ６１：３５．０クビ ２４．４�
６１１ ロ ジ ハ ー ツ 牡３鹿 ５５ 村田 一誠久米田正明氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９４＋ ４ 〃 同着 ８．８	
４８ サトノロマネ 	５鹿 ５７ 吉田 隼人里見 治氏 国枝 栄 静内 千代田牧場 ４７６＋１４ 〃 クビ １７．０

５９ ショウナンカライス 牡３鹿 ５５ 中舘 英二国本 哲秀氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１４－ ４１：３５．１クビ １４．２�
１２ カレンデイムーン 牡３栗 ５５ 川須 栄彦鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム ４７６－ ２ 〃 ハナ １２．６�
２３ タガノプリンス 牡３鹿 ５５ 江田 照男八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６６＋１６ 〃 ハナ １６３．４
８１７ ベ リ ア ル 牡３栗 ５５ 伊藤 直人田原 邦男氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム ４３８－ ８ 〃 ハナ １９．３�
８１６ ケイアイアルテミス 牝３鹿 ５３ 大野 拓弥 �啓愛義肢材料販売所 石毛 善彦 新冠 隆栄牧場 ４３８－ ６ 〃 クビ ２５．１�
７１５ エムオーハンズ 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 貞広 賢治 ４７２－ ８１：３５．２クビ ７３．０�
３６ シルクリンカーン 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹有限会社シルク小笠 倫弘 新冠 新冠橋本牧場 ４４２＋ ４１：３５．４� ７６．１�
２４ エクスビート 牡３鹿 ５５ 丸田 恭介前原 敏行氏 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 B４４２－ ８１：３５．５
 １３２．６�
７１３� ダ ノ ン ロ ゼ 牡５鹿 ５７ 上村 洋行�ダノックス 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４９０＋ ６１：３５．６� ２０１．０�
３５ � ハイパフォーマンス 牡３栗 ５５ 荻野 琢真吉澤 克己氏 須貝 尚介 新ひだか 藤沢牧場 ４７２＋ ９１：３６．３４ ４００．２�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２８，８９３，５００円 複勝： ４５，７６１，１００円 枠連： ２９，７９５，２００円

馬連： ７５，２８５，３００円 馬単： ４６，８２０，０００円 ワイド： ３２，１５７，０００円

３連複： １０４，４８０，５００円 ３連単： ２０６，２７７，１００円 計： ５６９，４６９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６４０円 複 勝 � ４４０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（１－６） １，０１０円

馬 連 �� ３，０８０円 馬 単 �� ７，２８０円

ワ イ ド �� １，０６０円 �� １，４５０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ６，４００円 ３ 連 単 ��� ５１，６３０円

票 数

単勝票数 計 ２８８９３５ 的中 � １３９６０（７番人気）
複勝票数 計 ４５７６１１ 的中 � １７６７３（１１番人気）� １４７３０２（１番人気）� ６６４５８（２番人気）
枠連票数 計 ２９７９５２ 的中 （１－６） ２１７９７（４番人気）
馬連票数 計 ７５２８５３ 的中 �� １８０５５（９番人気）
馬単票数 計 ４６８２００ 的中 �� ４７４９（２２番人気）
ワイド票数 計 ３２１５７０ 的中 �� ７０１２（１１番人気）�� ５０４５（１６番人気）�� ２８６１４（１番人気）
３連複票数 計１０４４８０５ 的中 ��� １２０５３（１４番人気）
３連単票数 計２０６２７７１ 的中 ��� ２９４９（１２９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．９―１２．６―１２．２―１１．８―１０．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００�
１２．４―２３．２―３５．１―４７．７―５９．９―１：１１．７―１：２２．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノーブルディード �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１０．７．１８ 函館３着

２００８．５．１１生 牡３黒鹿 母 ノビーディード 母母 シンコウノビー １２戦２勝 賞金 ２３，５９５，０００円
［他本会外：２戦０勝］

〔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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 キタサンフクジン号・コスモレニ号・ナンヨーオウトー号・マイネホコモモラ号・マイネルドルチェ号

３レース目



（２３新潟５）第６日 １０月３０日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １８２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

１７９，７６０，０００円
５，３５０，０００円
３，１９０，０００円
１，９３０，０００円
１６，９５０，０００円
５９，６４２，０００円
４，７３２，０００円
１，８０１，８００円

勝馬投票券売得金
１８４，７５９，９００円
３０９，４３２，２００円
１５４，６７８，７００円
４８７，７９６，１００円
３２４，９７４，１００円
２０３，４６２，２００円
６５４，３３８，８００円
１，２１５，０４８，８００円

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
３ 連 複
３ 連 単
計 ３，５３４，４９０，８００円

総入場人員 １６，７１１名 （有料入場人員 １５，１２５名）


