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2901310月16日 晴 良 （28新潟3）第2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）
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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

815� マテラスカイ 牡2栗 55 F．ヴェロン大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch
Bages LTD 500＋ 21：13．1 1．8�

（仏）

610 キャプテンルフィ 牡2黒鹿55 西田雄一郎千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 480＋ 21：13．2� 12．6�
35 ハノハノボーイ 牡2鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋ 6 〃 ハナ 6．0�
47 ノボミリオンヌ 牝2鹿 54 勝浦 正樹�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 450＋ 41：14．15 19．9�
22 ネコドリーム 牝2黒鹿54 菱田 裕二桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 474＋ 61：14．52	 80．6	
34 ル ア 牝2黒鹿54 吉田 豊榊原 浩一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 456－ 41：14．6� 7．5

46 カツノシックスス 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 西村 和夫 428＋ 21：14．81 51．0�
11 アイファータレント 牡2鹿 55 藤懸 貴志中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 482－ 2 〃 クビ 135．9
712 キチロクエンパイア 牝2黒鹿 54

51 ▲森 裕太朗山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 村田牧場 450＋ 21：14．9	 28．6�
59 ショウナンライデン 牡2黒鹿 55

53 △伴 啓太�湘南 古賀 史生 日高 中原牧場 498＋ 81：15．21� 19．9�
23 ソ ー ビ ッ ク 牝2鹿 54

52 △木幡 巧也澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 404－ 4 〃 クビ 15．9�
58 エリーミニスター 牝2鹿 54

52 △木幡 初也谷川 正純氏 谷原 義明 新冠 アサヒ牧場 464－ 61：15．62	 33．7�
814 セイユウレディ 牝2栗 54

52 △原田 和真松岡 正二氏 加藤 和宏 新ひだか カタオカステーブル 430＋ 41：15．81 137．3�
713 ニシノマッハ 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 村上 欽哉 B452＋ 61：16．97 23．9�
611 オオシマテティス 牝2栗 54 黛 弘人�大島牧場 黒岩 陽一 浦河 大島牧場 442－ 61：17．0	 147．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，397，700円 複勝： 29，199，600円 枠連： 9，123，000円
馬連： 30，053，500円 馬単： 19，833，000円 ワイド： 21，264，900円
3連複： 47，431，900円 3連単： 64，856，400円 計： 238，160，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 190円 � 140円 枠 連（6－8） 700円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 380円 �� 210円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 3，440円

票 数

単勝票数 計 163977 的中 � 72281（1番人気）
複勝票数 計 291996 的中 � 169926（1番人気）� 17196（3番人気）� 31416（2番人気）
枠連票数 計 91230 的中 （6－8） 9965（2番人気）
馬連票数 計 300535 的中 �� 27527（2番人気）
馬単票数 計 198330 的中 �� 14453（2番人気）
ワイド票数 計 212649 的中 �� 13332（2番人気）�� 31138（1番人気）�� 7721（6番人気）
3連複票数 計 474319 的中 ��� 30543（1番人気）
3連単票数 計 648564 的中 ��� 13651（2番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．5―12．4―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．9―47．4―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�マテラスカイ �
�
父 Speightstown �

�
母父 Rahy デビュー 2016．9．24 阪神2着

2014．3．18生 牡2栗 母 Mostaqeleh 母母 Istiqlal 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※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 クリノイサベル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2901410月16日 晴 良 （28新潟3）第2日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時15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
2：03．0
1：59．8

良
良

811 ウインガナドル 牡2黒鹿55 津村 明秀�ウイン 上原 博之 新冠 新冠橋本牧場 462＋ 42：02．1レコード 2．3�
67 エテレインミノル 牡2鹿 55 F．ヴェロン吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 476＋ 22：02．63 6．0�

（仏）

710 エンドゲーム 牡2鹿 55 吉田 豊 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 新冠 パカパカ
ファーム 494＋ 2 〃 アタマ 6．1�

68 スティーマーレーン 牡2鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 478－ 22：02．7クビ 8．5�
79 ウィズワンアセント 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 510＋12 〃 ハナ 17．4	
22 ライブリハナメ 牝2鹿 54

52 △木幡 巧也加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 448± 02：03．44 14．5

33 ベルウッドデナリ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 22：03．5� 7．0�
55 ガーランドワルツ 牝2鹿 54 北村 友一 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム B462＋ 82：03．82 25．3�
812 コスモストレンジ 牡2栗 55 黛 弘人岡田ゆりか氏 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 2 〃 アタマ 76．4
44 シゲルヤマアラシ 牡2栗 55

54 ☆長岡 禎仁森中 蕃氏 松山 将樹 新冠 中央牧場 502＋122：03．9� 43．0�
11 トモジャプリマ 牝2黒鹿 54

52 △木幡 初也吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 432－ 62：04．22 45．4�
56 フ ァ ウ ス ト 牡2鹿 55 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 厚真 大川牧場 462＋ 22：04．51� 197．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，349，400円 複勝： 20，516，400円 枠連： 7，065，400円
馬連： 26，462，700円 馬単： 15，519，300円 ワイド： 17，273，900円
3連複： 38，752，100円 3連単： 52，983，600円 計： 192，922，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（6－8） 390円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 310円 �� 200円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 5，100円

票 数

単勝票数 計 143494 的中 � 49789（1番人気）
複勝票数 計 205164 的中 � 62351（1番人気）� 24499（4番人気）� 31524（3番人気）
枠連票数 計 70654 的中 （6－8） 14037（1番人気）
馬連票数 計 264627 的中 �� 24917（3番人気）
馬単票数 計 155193 的中 �� 9134（3番人気）
ワイド票数 計 172739 的中 �� 14016（3番人気）�� 26126（1番人気）�� 6335（7番人気）
3連複票数 計 387521 的中 ��� 21010（4番人気）
3連単票数 計 529836 的中 ��� 7522（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．1―49．0―1：01．6―1：14．5―1：27．2―1：39．2―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインガナドル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2016．8．7 新潟4着

2014．2．28生 牡2黒鹿 母 タイムフェアレディ 母母 トキファイター 4戦1勝 賞金 8，700，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第３回 新潟競馬 第２日



2901510月16日 晴 良 （28新潟3）第2日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・直線）

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
55．0
55．0

良
良

818 サンバダンサー 牝2栗 54 丸田 恭介グリーンスウォード和田 正道 浦河 カナイシスタッド 446＋10 56．2 14．4�
48 キ ョ ッ コ ウ 牝2栗 54 伊藤 工真�ミルファーム 武市 康男 新冠 有限会社 大

作ステーブル 432± 0 56．83� 170．8�
817 ポ ッ ド ガ ビ 牝2鹿 54 津村 明秀小川眞査雄氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 440－ 6 57．01 4．6�
612 サザンアルプス 牝2鹿 54 大野 拓弥 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 対馬 正 B432－14 〃 クビ 80．3�
36 ブライトエピローグ 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 434＋ 2 57．1クビ 3．3�
12 レ イ バ ッ ク 牡2鹿 55 西田雄一郎	Basic 池上 昌和 平取 赤石牧場 B450± 0 〃 クビ 57．2

510 シゲルクロヒョウ 牡2黒鹿 55

53 △伴 啓太森中 蕃氏 伊藤 正徳 日高 日高大洋牧場 458＋ 8 57．2� 74．5�
47 ダンエクセル 牡2鹿 55

54 ☆中井 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 新ひだか 元茂牧場 436＋ 4 57．3クビ 92．4�
24 ラ ブ パ ン チ 牝2鹿 54

52 △木幡 巧也 �スピードファーム和田正一郎 浦河 村下農場 410＋ 4 〃 ハナ 42．6
11 アルポアドール 牝2青鹿54 岩部 純二清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 藤春 修二 422－ 6 〃 クビ 9．8�
816 カシノポルカ 牝2栗 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 菊地牧場 440± 0 〃 同着 90．4�
59 タントミール 牝2鹿 54

52 △木幡 初也�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 藤本牧場 420＋ 2 57．4クビ 6．6�
23 ア ロ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子石川 秀守氏 菅原 泰夫 新ひだか サンコウ牧場 358－ 4 57．5� 10．8�
35 セツナイキモチ 牝2黒鹿54 杉原 誠人 	グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 高村牧場 432－ 2 57．82 29．3�
714 フ ク ハ ウ チ 牝2栗 54

53 ☆長岡 禎仁�ミルファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 中田 浩美 430＋ 4 〃 アタマ 11．3�
713 クレードラリュンヌ 牝2黒鹿54 西村 太一�ミルファーム 高橋 文雅 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 424－28 〃 ハナ 10．8�
715 サンミルウォーキー 牝2黒鹿54 国分 恭介 	加藤ステーブル 牧田 和弥 浦河 今井 秀樹 426± 0 58．54 127．7�
611 ソウルドラキュラ 牡2栗 55

53 △原田 和真 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム B416± 0 59．45 226．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 16，849，000円 複勝： 23，481，600円 枠連： 13，611，800円
馬連： 36，713，500円 馬単： 18，907，800円 ワイド： 22，931，100円
3連複： 59，919，200円 3連単： 66，967，900円 計： 259，381，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，440円 複 勝 � 450円 � 4，910円 � 200円 枠 連（4－8） 6，980円

馬 連 �� 99，480円 馬 単 �� 149，270円

ワ イ ド �� 23，060円 �� 720円 �� 11，540円

3 連 複 ��� 138，270円 3 連 単 ��� 1，213，790円

票 数

単勝票数 計 168490 的中 � 9353（8番人気）
複勝票数 計 234816 的中 � 12939（8番人気）� 1003（18番人気）� 39070（2番人気）
枠連票数 計 136118 的中 （4－8） 1510（21番人気）
馬連票数 計 367135 的中 �� 286（106番人気）
馬単票数 計 189078 的中 �� 95（187番人気）
ワイド票数 計 229311 的中 �� 247（108番人気）�� 8751（4番人気）�� 495（78番人気）
3連複票数 計 599192 的中 ��� 325（262番人気）
3連単票数 計 669679 的中 ��� 40（1838番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．8―44．6

上り4F44．1－3F33．6
勝馬の
紹 介

サンバダンサー �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2016．6．25 函館13着

2014．4．4生 牝2栗 母 サンバホイッスル 母母 チャームカーニバル 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ソウルドラキュラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年12月16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。
（非当選馬） 2頭 ウーマッハ号・ジーヴル号

2901610月16日 晴 良 （28新潟3）第2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）

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

11 メイショウブーケ 牝5栗 55
53 △義 英真松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 B468－101：53．6 5．8�

88 ダンツチェック 牝3鹿 53
51 △木幡 巧也山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 500－ 81：54．23� 2．8�

89 アイルーロス 牝3黒鹿53 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 中川 公成 青森 諏訪牧場 458＋ 11：54．41� 51．2�
66 ガラドリエル 牝4栗 55 吉田 豊�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 490－ 21：54．72 5．1�
44 ネフェルティティ 牝3芦 53

52 ☆�島 克駿前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ B462＋ 81：54．91� 5．3	

22 イダフェイマ 牝3芦 53
51 △伴 啓太張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 528＋ 61：55．53� 11．0


77 ショウナンサアーダ 牝4黒鹿 55
54 ☆加藤 祥太国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 506－ 21：55．71� 27．0�

33 マサノホーク 牝3栗 53 菱田 裕二猪野毛雅人氏 加藤 敬二 新ひだか 猪野毛牧場 480＋181：55．8� 5．1�
55 	 ホホエムオンナ 牝4鹿 55 西田雄一郎�大北牧場 浅野洋一郎 浦河 大北牧場 458＋ 21：55．9クビ 99．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 16，310，900円 複勝： 18，779，500円 枠連： 6，146，300円
馬連： 26，073，500円 馬単： 16，714，600円 ワイド： 15，235，800円
3連複： 34，765，100円 3連単： 62，014，000円 計： 196，039，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 170円 � 140円 � 660円 枠 連（1－8） 780円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 340円 �� 2，310円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 7，450円 3 連 単 ��� 34，960円

票 数

単勝票数 計 163109 的中 � 22190（5番人気）
複勝票数 計 187795 的中 � 30953（3番人気）� 44011（1番人気）� 4924（8番人気）
枠連票数 計 61463 的中 （1－8） 6099（2番人気）
馬連票数 計 260735 的中 �� 28136（2番人気）
馬単票数 計 167146 的中 �� 7982（5番人気）
ワイド票数 計 152358 的中 �� 13214（2番人気）�� 1562（21番人気）�� 2428（17番人気）
3連複票数 計 347651 的中 ��� 3497（25番人気）
3連単票数 計 620140 的中 ��� 1286（124番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―12．5―13．0―12．8―12．7―12．7―13．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．5―49．5―1：02．3―1：15．0―1：27．7―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―3F38．6
1
3
4，9（2，3）6（5，7）8＝1・（4，9）3，6（2，8）（5，7）－1

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

勝馬の
紹 介

メイショウブーケ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．11．16 京都11着

2011．4．30生 牝5栗 母 アドマイヤベリー 母母 ブリリアントベリー 33戦3勝 賞金 45，975，000円



2901710月16日 晴 良 （28新潟3）第2日 第5競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時00分 （芝・左）

牝，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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

817 ネオフレグランス 牝2青鹿54 津村 明秀 �キャロットファーム 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 412 ―1：24．4 13．1�

36 エムオービーナス 牝2栗 54
52 △木幡 初也大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 482 ―1：24．5� 9．7�

35 ファミーユボヌール 牝2黒鹿 54
53 ☆�島 克駿原 �子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 454 ―1：24．6クビ 7．2�

12 プレシャスクイン 牝2栗 54 吉田 隼人 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 472 ― 〃 ハナ 5．2�
611 スナッチアイズ 牝2鹿 54 F．ヴェロン �シルクレーシング 高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446 ―1：24．81� 11．1�
（仏）

713 フ ィ ッ プ ル 牝2鹿 54 北村 友一 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462 ― 〃 クビ 4．8	

59 ダノンスウィート 牝2栗 54 杉原 誠人
ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 400 ―1：24．9� 8．2�
714 ボナッソーラ 牝2栗 54 大野 拓弥水上 行雄氏 池上 昌和 浦河 笠松牧場 428 ―1：25．0� 17．3�
818 ミニマルプラン 牝2黒鹿54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 422 ―1：25．1� 22．2
24 ミステキサス 牝2鹿 54 吉田 豊窪田 康志氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 428 ―1：25．31	 18．8�
510 アイフィルプリティ 牝2黒鹿 54

52 △木幡 巧也吉田 照哉氏 田中 剛 新冠 スカイビーチステーブル 480 ―1：25．4� 21．6�
612 ロータスガーデン 牝2栗 54 岩部 純二�ミルファーム 松山 将樹 新ひだか 藤川フアーム 446 ―1：25．71� 68．8�
11 ピ ル ー ラ 牝2鹿 54 黛 弘人加藤 徹氏 和田 雄二 新ひだか 本桐牧場 458 ― 〃 アタマ 33．1�
48 サダコチャン 牝2黒鹿 54

51 ▲藤田菜七子ケンレーシング組合 根本 康広 青森 清水 貞信 440 ― 〃 ハナ 28．3�
23 モンサンエクレウス 牝2黒鹿54 宮崎 北斗山下 新一氏 菊沢 隆徳 浦河 三嶋牧場 490 ―1：25．91� 104．9�
816 エ ヴ ェ ッ ト 牝2鹿 54 太宰 啓介
ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436 ―1：26．0� 58．1�

715 リ オ ノ ホ シ 牝2黒鹿 54
53 ☆長岡 禎仁�佐藤牧場 浅野洋一郎 新冠 佐藤牧場 412 ―1：26．1� 137．5�

（法529）

47 ウィズリスペクト 牝2鹿 54 嶋田 純次新木 鈴子氏 成島 英春 日高 ナカノファーム 440 ― 〃 クビ 125．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 18，022，600円 複勝： 25，272，500円 枠連： 15，372，800円
馬連： 34，680，500円 馬単： 18，148，700円 ワイド： 23，993，500円
3連複： 52，669，000円 3連単： 59，008，200円 計： 247，167，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 450円 � 300円 � 240円 枠 連（3－8） 1，550円

馬 連 �� 8，200円 馬 単 �� 18，140円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 2，000円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 14，640円 3 連 単 ��� 123，640円

票 数

単勝票数 計 180226 的中 � 10969（7番人気）
複勝票数 計 252725 的中 � 13221（8番人気）� 22246（5番人気）� 29747（3番人気）
枠連票数 計 153728 的中 （3－8） 7657（8番人気）
馬連票数 計 346805 的中 �� 3277（36番人気）
馬単票数 計 181487 的中 �� 750（80番人気）
ワイド票数 計 239935 的中 �� 2414（34番人気）�� 3062（24番人気）�� 6104（8番人気）
3連複票数 計 526690 的中 ��� 2697（48番人気）
3連単票数 計 590082 的中 ��� 346（409番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．1―13．0―12．4―11．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．5―35．6―48．6―1：01．0―1：12．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F35．8
3 ・（1，6）5（2，10，15）（3，9，12）（8，4，11）（13，17）（7，14）16，18 4 ・（1，6，5）（2，10，15）（9，12）（3，8，4，11）（17，14）13－（7，18）16

勝馬の
紹 介

ネオフレグランス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード 初出走

2014．4．2生 牝2青鹿 母 シ ャ ン ス イ 母母 ダイナチヤイナ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 スナッチアイズ号の騎手F．ヴェロンは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：17番・14番）

スナッチアイズ号の騎手F．ヴェロンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 オースタラ号・ジャストザマリン号・ジーガーミッシェル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2901810月16日 晴 良 （28新潟3）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳以上

発走12時30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 サンライズレーヴ 牡5栗 57
55 △義 英真松岡 隆雄氏 崎山 博樹 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 470－ 21：53．2 4．4�
78 エリモグレイス 牡3鹿 55

53 △原田 和真山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 492＋ 51：53．52 14．2�
11 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57

56 ☆�島 克駿大迫久美子氏 日吉 正和 新冠 村上 欽哉 480± 01：53．6クビ 21．0�
44 	 クリノロッキー 牡6栗 57

56 ☆長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 ヤナガワ牧場 B500＋ 6 〃 ハナ 75．9�
66 
 チャイマックス 牝3鹿 53 北村 友一吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 472± 01：53．92 3．9�
89 エメラルエナジー 牡4栗 57 津村 明秀高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 490± 01：54．0クビ 4．5�
810 ダンツエンペラー 牡3鹿 55

53 △城戸 義政山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 21：54．42� 24．5	
22 
 サリレモンド 牡5栗 57

56 ☆岩崎 翼
ノースヒルズ 和田 正道 米
Brandywine Farm, Cherokee
Equine, Liberation Farm &
Machmer Hall TBs

518－ 4 〃 クビ 5．4�
77 タイセイストーム 牡4青鹿 57

55 △木幡 巧也田中 成奉氏 新開 幸一 浦河 富田牧場 496－ 21：54．71� 5．5�
55 ア ネ モ イ 牡3黒鹿55 勝浦 正樹平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 484＋ 41：55．33� 49．9

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，756，100円 複勝： 20，548，200円 枠連： 6，199，100円
馬連： 26，839，500円 馬単： 15，992，500円 ワイド： 16，908，600円
3連複： 34，654，200円 3連単： 56，400，500円 計： 193，298，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 390円 � 530円 枠 連（3－7） 910円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 6，210円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 960円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 11，890円 3 連 単 ��� 56，710円

票 数

単勝票数 計 157561 的中 � 28110（2番人気）
複勝票数 計 205482 的中 � 34924（2番人気）� 12639（6番人気）� 8807（7番人気）
枠連票数 計 61991 的中 （3－7） 5242（2番人気）
馬連票数 計 268395 的中 �� 5108（15番人気）
馬単票数 計 159925 的中 �� 1931（24番人気）
ワイド票数 計 169086 的中 �� 4032（13番人気）�� 4598（11番人気）�� 1922（27番人気）
3連複票数 計 346542 的中 ��� 2185（44番人気）
3連単票数 計 564005 的中 ��� 721（209番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．6―36．0―49．4―1：01．4―1：13．7―1：27．1―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンライズレーヴ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2013．10．13 京都7着

2011．2．25生 牡5栗 母 ティボリサンライズ 母母 ラディカルチック 28戦2勝 賞金 32，850，000円
〔発走状況〕 タイセイストーム号は，枠内駐立不良〔突進〕。枠外に跳び出し馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻

6分遅延。
〔制裁〕 タイセイストーム号の騎手木幡巧也は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

タイセイストーム号の騎手木幡巧也は，3コーナーでの御法（内柵に接触した）について戒告。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 タイセイストーム号は，平成28年10月17日から平成28年11月6日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。



2901910月16日 晴 良 （28新潟3）第2日 第7競走 1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

47 リリーヴィクトリー 牡4黒鹿 57
54 ▲森 裕太朗土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 498＋ 21：11．6 6．9�

610 キョウワゼノビア 牝3黒鹿 53
52 ☆中井 裕二�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 478－ 21：12．02� 8．5�

611 コロマンデル 牡4黒鹿 57
56 ☆�島 克駿吉田 勝己氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 アタマ 1．8�

59 レアドロップ 牝3芦 53
51 △原田 和真岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 454± 01：12．21� 6．1�

58 ローザルージュ 牝3黒鹿 53
51 △城戸 義政村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 484－ 41：12．51� 34．5�

35 クリノダイスーシー 牡4鹿 57
56 ☆加藤 祥太栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 厚賀古川牧場 504＋141：12．82 14．2	

34 � スズカファイン 牡4栗 57 杉原 誠人永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 484＋ 41：12．9クビ 18．3

23 ヴェイルドスケール 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム B520＋ 4 〃 ハナ 31．1�
46 エ ク ス シ ア 牝5鹿 55 平野 優岡田 牧雄氏 大江原 哲 新冠 須崎牧場 438± 01：13．0� 57．5�
22 � チョウエンペラー 牡5栗 57 藤懸 貴志丸山 隆雄氏 日吉 正和 新ひだか 森 政巳 456－ 61：13．1� 54．8
815 アーネストミノル 牡5鹿 57 森 一馬吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 61：13．31� 85．7�
712 トウショウデュエル 牡4栗 57

55 △木幡 巧也トウショウ産業� 杉浦 宏昭 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 506－ 21：13．51� 23．6�
814 カンタベリーマイン 牡3鹿 55

54 ☆長岡 禎仁峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 454＋ 21：13．82 112．5�
11 マルイチウラノス 牡4栗 57

55 △義 英真小林 茂行氏 湯窪 幸雄 日高 長谷川牧場 492－ 21：14．01� 143．4�
713� クラウンプルートゥ 	6黒鹿 57

55 △木幡 初也矢野 恭裕氏 小野 次郎 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 460＋ 21：14．1� 150．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，726，300円 複勝： 27，812，500円 枠連： 11，355，900円
馬連： 38，087，500円 馬単： 22，512，500円 ワイド： 25，211，800円
3連複： 55，778，100円 3連単： 76，208，600円 計： 279，693，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 170円 � 220円 � 110円 枠 連（4－6） 610円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 5，720円

ワ イ ド �� 910円 �� 270円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 19，600円

票 数

単勝票数 計 227263 的中 � 26107（3番人気）
複勝票数 計 278125 的中 � 34264（3番人気）� 23550（4番人気）� 92451（1番人気）
枠連票数 計 113559 的中 （4－6） 14241（3番人気）
馬連票数 計 380875 的中 �� 9841（10番人気）
馬単票数 計 225125 的中 �� 2949（18番人気）
ワイド票数 計 252118 的中 �� 6349（10番人気）�� 26788（1番人気）�� 13424（4番人気）
3連複票数 計 557781 的中 ��� 21720（3番人気）
3連単票数 計 762086 的中 ��� 2818（49番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―12．4―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．1―47．5―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リリーヴィクトリー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Silver Deputy デビュー 2014．11．2 京都4着

2012．2．28生 牡4黒鹿 母 マルヴァーンスプリング 母母 Chelsey Flower 20戦2勝 賞金 26，184，000円
※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。
（非抽選馬） 3頭 ツーエムカイザー号・トウカイマインド号・ニケトップラン号

2902010月16日 晴 良 （28新潟3）第2日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：56．1

良
良

714 トーアライジン 牡3芦 55 F．ヴェロン高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 500＋121：59．6 10．5�
（仏）

815 ウイングチップ �4黒鹿57 丸田 恭介 �社台レースホース宗像 義忠 千歳 社台ファーム 494＋ 22：00．66 5．3�
23 クラウンジーニアス 牡4栗 57

55 △木幡 巧也�クラウン 牧 光二 新冠 松浦牧場 B498＋12 〃 アタマ 11．2�
47 ロ ゼ リ ー ナ 牝3栗 53 吉田 隼人 �シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440＋ 42：00．81� 3．9�
12 メイショウミツボシ 牡4鹿 57 黛 弘人松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 480± 0 〃 アタマ 12．8	
612 ディリジェンテ 牝4栗 55 津村 明秀吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B484－ 22：00．9クビ 7．6

816 レッドリュンヌ 牝3栗 53 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430± 02：01．11� 16．1�
713 アズナヴァル 牡3鹿 55 �島 良太前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 450± 0 〃 クビ 60．5�
59 	 プレイアンドラスト 牝4鹿 55

53 △木幡 初也高田 博氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 448－ 42：01．2
 50．6
35 ドンアルフォンス 牡4黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太山田 貢一氏 庄野 靖志 日高 日西牧場 456－12 〃 アタマ 54．2�
36 アグネスマクシム 牝4栗 55 大野 拓弥渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 454＋ 62：01．3クビ 10．3�
24 ウォーターシャウト 牡3青鹿55 武 幸四郎山岡 良一氏 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 492－ 2 〃 クビ 14．4�
510 ダノンプレシャス 牡3青鹿55 北村 友一�ダノックス 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 460＋ 82：01．4クビ 11．5�
48 	 クリノチョモラーリ 牝6栗 55

53 △原田 和真栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 496－ 22：01．5� 166．1�
11 	 トップターゲット �3黒鹿55 勝浦 正樹�コオロ 萱野 浩二 新冠 細川農場 450± 02：02．03 28．9�
611 ウインブルースカイ 牡3栗 55 宮崎 北斗�ウイン 清水 英克 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 468＋142：02．42
 183．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，670，700円 複勝： 29，700，400円 枠連： 13，199，000円
馬連： 40，462，700円 馬単： 19，645，600円 ワイド： 27，371，000円
3連複： 60，480，800円 3連単： 69，328，100円 計： 280，858，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 310円 � 220円 � 320円 枠 連（7－8） 1，750円

馬 連 �� 3，030円 馬 単 �� 5，870円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，820円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 10，590円 3 連 単 ��� 67，010円

票 数

単勝票数 計 206707 的中 � 15721（5番人気）
複勝票数 計 297004 的中 � 24086（5番人気）� 39572（2番人気）� 22664（7番人気）
枠連票数 計 131990 的中 （7－8） 5817（7番人気）
馬連票数 計 404627 的中 �� 10328（7番人気）
馬単票数 計 196456 的中 �� 2507（16番人気）
ワイド票数 計 273710 的中 �� 6413（6番人気）�� 3802（29番人気）�� 5712（9番人気）
3連複票数 計 604808 的中 ��� 4283（26番人気）
3連単票数 計 693281 的中 ��� 750（200番人気）

ハロンタイム 13．0―11．5―12．7―12．5―12．4―12．0―11．5―11．5―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―37．2―49．7―1：02．1―1：14．1―1：25．6―1：37．1―1：47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．0
3 14，3－9（7，10，16）12（5，15）（1，6）（2，13）（4，8）－11 4 14，3－（7，9，10）16（5，12）15（1，6）13，2（4，8）11

勝馬の
紹 介

トーアライジン �
�
父 デュランダル �

�
母父 ミ シ ル デビュー 2015．11．15 京都5着

2013．3．20生 牡3芦 母 トーアライトニング 母母 トーアネイジュ 13戦2勝 賞金 16，340，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2902110月16日 晴 良 （28新潟3）第2日 第9競走 ��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

33 ナムラヒューマン 牡4芦 57 大野 拓弥奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 470＋ 61：11．4 4．2�
813 コ ン テ ナ 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 586－141：11．61� 3．0�
610 オーロラッシュ 牡4鹿 57 吉田 豊山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 452－ 21：11．81� 5．2�
712 タガノモーサン 牡3鹿 55 �島 良太八木 良司氏 岡田 稲男 新ひだか 木村 秀則 512＋ 81：12．33 9．6�
58 ペイシャバラード 牝3黒鹿 53

52 ☆長岡 禎仁北所 直人氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 448± 0 〃 ハナ 15．3�
814 ダイメイリシャール 牡5栗 57

55 △伴 啓太宮本 孝一氏 本間 忍 むかわ 池本 久志 498＋ 21：12．4クビ 28．5�
57 ネイチャーポイント 牡3鹿 55

52 ▲藤田菜七子井上 修一氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 492＋ 61：12．72 11．2	
46 ビップフウマ 牡3鹿 55 北村 友一鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 532＋201：12．8クビ 19．4

45 ゼンノトライブ 牡3黒鹿55 田中 健大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 438－ 61：12．9� 53．7�
22 レッドランタン 牝4青鹿 55

53 △木幡 初也 K.C．タン氏 水野 貴広 浦河 駿河牧場 476－ 21：13．0クビ 74．3�
711	 スカイアクセス 
7鹿 57

56 ☆加藤 祥太和田牧場 和田 正道 むかわ 上水牧場 534＋ 21：13．42� 40．1�
69 	 ブライティアベル 牝3栗 53 菱田 裕二小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 雅 牧場 456＋ 41：13．5� 108．4�
34 	 ハヤブサゲッツ 牡4黒鹿57 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 488－201：14．35 20．1�
11 アルタモーダ 牡3栗 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 508＋ 41：15．04 29．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，340，800円 複勝： 30，466，600円 枠連： 14，477，300円
馬連： 53，225，300円 馬単： 26，422，000円 ワイド： 31，637，500円
3連複： 70，471，300円 3連単： 99，803，000円 計： 348，843，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 120円 � 150円 枠 連（3－8） 480円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 270円 �� 350円 �� 260円

3 連 複 ��� 680円 3 連 単 ��� 4，120円

票 数

単勝票数 計 223408 的中 � 41595（2番人気）
複勝票数 計 304666 的中 � 52432（2番人気）� 75697（1番人気）� 47694（3番人気）
枠連票数 計 144773 的中 （3－8） 22950（1番人気）
馬連票数 計 532253 的中 �� 77452（1番人気）
馬単票数 計 264220 的中 �� 15802（3番人気）
ワイド票数 計 316375 的中 �� 30117（2番人気）�� 21960（3番人気）�� 31714（1番人気）
3連複票数 計 704713 的中 ��� 76806（1番人気）
3連単票数 計 998030 的中 ��� 17546（3番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．4―12．7―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．1―46．8―59．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナムラヒューマン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アドマイヤコジーン デビュー 2014．12．20 阪神3着

2012．3．31生 牡4芦 母 ナムラアミューズ 母母 ナムラローマン 17戦3勝 賞金 24，900，000円
※出走取消馬 サイモングレゴリー号（疾病〔右後肢フレグモーネ〕のため）
※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 コスモキーマン号

2902210月16日 晴 良 （28新潟3）第2日 第10競走 ��1，800�
あ わ し ま

粟 島 特 別
発走14時40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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

612 クリノラホール 牝3芦 53 北村 友一栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 448＋121：45．6 5．1�
714 レーヌドブリエ 牝4栗 55 丸田 恭介 �シルクレーシング 矢作 芳人 洞�湖 レイクヴィラファーム 434－ 6 〃 クビ 8．2�
48 スターリーウインド 牝4黒鹿55 津村 明秀 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 476＋ 41：46．13 9．2�
24 アオイプリンセス 牝3鹿 53 F．ヴェロン新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 438＋ 61：46．2クビ 2．5�

（仏）

23 アフィニータ 牝3鹿 53 勝浦 正樹 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 476－ 41：46．41� 15．4	
713 トウシンハンター 牝4黒鹿55 �島 克駿�サトー 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 448＋ 81：46．61� 127．5

815 イタリアンフェッテ 牝5鹿 55 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 420＋ 61：46．81� 149．3�
47 タガノミルキー 牝3芦 53 藤懸 貴志八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 434＋ 2 〃 クビ 38．5�
35 エッジースタイル 牝3栗 53 吉田 豊 �サンデーレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 460＋ 81：46．9	 11．2
817
 ツキミチャン 牝5青鹿55 岩崎 翼瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 460－ 2 〃 アタマ 223．6�
611 プレミアステイタス 牝5黒鹿55 西田雄一郎 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 486± 01：47．0クビ 52．8�
11 ヨシノザクラ 牝3芦 53 吉田 隼人前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456＋ 61：47．21� 10．2�
510
 ボ ラ ボ ラ 牝4栗 55 横山 和生坂本 浩一氏 黒岩 陽一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－141：47．83� 135．4�
36 アルケミスト 牝3鹿 53 義 英真�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 430＋ 8 〃 クビ 17．8�
816 サトノマイヒメ 牝3栗 53 太宰 啓介里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 458－101：47．9� 24．5�
12 トウカイシェーン 牝3栗 53 田中 健内村 正則氏 北出 成人 平取 二風谷ファーム 458＋161：48．0� 83．4�
59 
 ニュードラゴン 牝3黒鹿53 加藤 祥太服部 新平氏 奥村 豊 浦河 �川フアーム B450－101：49．27 191．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 26，441，400円 複勝： 36，294，900円 枠連： 18，338，700円
馬連： 63，534，600円 馬単： 32，843，400円 ワイド： 37，842，500円
3連複： 89，661，600円 3連単： 126，763，600円 計： 431，720，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 260円 � 230円 枠 連（6－7） 1，710円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 880円 �� 720円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 5，560円 3 連 単 ��� 25，590円

票 数

単勝票数 計 264414 的中 � 41053（2番人気）
複勝票数 計 362949 的中 � 61772（2番人気）� 32533（4番人気）� 38825（3番人気）
枠連票数 計 183387 的中 （6－7） 8309（7番人気）
馬連票数 計 635346 的中 �� 21329（8番人気）
馬単票数 計 328434 的中 �� 5729（13番人気）
ワイド票数 計 378425 的中 �� 10997（8番人気）�� 13778（6番人気）�� 8089（13番人気）
3連複票数 計 896616 的中 ��� 12093（16番人気）
3連単票数 計1267636 的中 ��� 3591（66番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．3―11．7―12．2―12．3―11．7―10．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―35．1―46．8―59．0―1：11．3―1：23．0―1：33．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノラホール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．9．21 阪神3着

2013．3．18生 牝3芦 母 クリノビャクダン 母母 エプソムジョーオー 13戦2勝 賞金 35，449，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



2902310月16日 晴 良 （28新潟3）第2日 第11競走 ��
��1，400�

しんえつ

信越ステークス
発走15時20分 （芝・左）
3歳以上，27．10．17以降28．10．10まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；
負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

24 トウショウドラフタ 牡3栗 54 吉田 豊トウショウ産業� 萱野 浩二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472＋ 21：20．4 3．1�
47 アルバタックス 牡6栗 55 F．ヴェロン �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 502＋10 〃 ハナ 14．7�

（仏）

714 タガノブルグ 牡5鹿 54 吉田 隼人八木 秀之氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 454－ 6 〃 ハナ 9．5�

815 ワキノブレイブ 牡6青鹿56 加藤 祥太脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 494－ 41：20．5� 40．0�
35 オデュッセウス 牡3鹿 53 勝浦 正樹ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 81：20．82 8．8	
612 ベルルミエール 牝5鹿 53 太宰 啓介佐々木政充氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 478＋ 41：20．9	 11．6

59 ショウナンアチーヴ 牡5黒鹿56 丸田 恭介国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B480－101：21．11
 50．5�
713 ペイシャフェリス 牝5鹿 53 大野 拓弥北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 460＋ 4 〃 アタマ 9．6�
611 クリノコマチ 牝5栗 48 木幡 巧也栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 4 〃 クビ 62．0
11 スマートオリオン 牡6栗 57 横山 和生大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 510＋ 61：21．31
 28．9�
36 ゼ ロ ス 牡7鹿 54 黛 弘人杉澤 光雄氏 松元 茂樹 日高 坂 牧場 502＋ 21：21．4クビ 24．0�
12 アロマカフェ 牡9黒鹿54 武 幸四郎西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 484＋ 41：21．5� 108．2�
510 ニシノビークイック 牡7栗 52 国分 恭介西山 茂行氏 竹内 正洋 新ひだか 本桐牧場 482－ 81：21．6	 84．0�
23 ウインガニオン 牡4黒鹿55 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 41：21．7� 4．2�
816 メイショウライナー 牡6鹿 54 北村 友一松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 480＋101：21．8クビ 49．4�
817 キャンディバローズ 牝3鹿 51 菱田 裕二猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 412＋121：22．65 26．6�
48 シャトルアップ �8栗 49 伴 啓太広尾レース� 伊藤 正徳 様似 清水スタッド 508＋ 81：22．7	 132．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 47，185，600円 複勝： 61，787，600円 枠連： 49，575，500円
馬連： 169，869，900円 馬単： 73，201，300円 ワイド： 80，920，100円
3連複： 264，830，500円 3連単： 359，334，800円 計： 1，106，705，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 410円 � 240円 枠 連（2－4） 1，530円

馬 連 �� 2，950円 馬 単 �� 4，700円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 560円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 5，960円 3 連 単 ��� 28，040円

票 数

単勝票数 計 471856 的中 � 120547（1番人気）
複勝票数 計 617876 的中 � 120602（2番人気）� 31690（7番人気）� 65587（3番人気）
枠連票数 計 495755 的中 （2－4） 25061（7番人気）
馬連票数 計1698699 的中 �� 44523（10番人気）
馬単票数 計 732013 的中 �� 11661（16番人気）
ワイド票数 計 809201 的中 �� 17517（10番人気）�� 38990（2番人気）�� 13118（16番人気）
3連複票数 計2648305 的中 ��� 33271（15番人気）
3連単票数 計3593348 的中 ��� 9290（62番人気）

ハロンタイム 12．5―10．2―10．9―11．6―12．0―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―22．7―33．6―45．2―57．2―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トウショウドラフタ �
�
父 アンライバルド �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2015．6．13 東京1着

2013．3．6生 牡3栗 母 ウイッチトウショウ 母母 サマンサトウショウ 11戦5勝 賞金 111，675，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

2902410月16日 晴 良 （28新潟3）第2日 第12競走 ��
��1，200�

と や の

鳥 屋 野 特 別
発走16時00分 （芝・左）
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 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 602，000円 172，000円 86，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

47 トーホウハニー 牝4鹿 55 木幡 巧也東豊物産� 田中 清隆 日高 竹島 幸治 438＋ 81：08．9 7．9�
715� エナジータウン 牡4鹿 57 丸田 恭介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米 Gallagher’s

Stud 462＋10 〃 クビ 29．0�
11 ヤマニンマンドール 牡4黒鹿57 	島 克駿土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 466－ 41：09．21
 8．8�
612 アークアーセナル 牡3鹿 55 木幡 初也小阪 優友氏 国枝 栄 洞�湖 レイクヴィラファーム 468± 01：09．51
 4．3�
23 クラウンアゲン 牝3青鹿53 岩部 純二浅川 皓司氏 萱野 浩二 新ひだか 矢野牧場 424＋ 4 〃 アタマ 11．7�
713 ベルモントラハイナ 牝5鹿 55 加藤 祥太	和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム 468＋ 2 〃 クビ 31．0

24 フジマサアクトレス 牝3鹿 53 大野 拓弥藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 446－ 81：09．6� 14．3�
611 ゼンノイザナギ 牡4栗 57 F．ヴェロン大迫久美子氏 安田 隆行 浦河 中村 雅明 480－ 2 〃 ハナ 19．4�

（仏）

35  フジノパンサー 牡3鹿 55 勝浦 正樹久保 佳和氏 古賀 史生 新ひだか 岡田スタツド 510＋ 6 〃 アタマ 9．9
714 ショウナンマシェリ 牝3鹿 53 	島 良太	湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 8 〃 アタマ 215．2�
816 ジェットコルサ 牡4青 57 吉田 豊尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 470－ 6 〃 アタマ 4．2�
12 タケデンタイガー 牡4栗 57 伴 啓太武市 弘氏 武市 康男 新冠 新冠橋本牧場 476＋ 61：09．81� 19．2�
817 ポートレイト 牝3黒鹿53 大庭 和弥グリーンスウォード高市 圭二 新冠 長浜牧場 416－ 8 〃 ハナ 44．3�
59 リルティングインク 牝3黒鹿53 北村 友一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 61：10．01� 29．1�
48 スーパープリンセス 牝4栗 55 菱田 裕二田島 政光氏 松永 康利 日高 モリナガファーム 446＋ 6 〃 ハナ 77．9�
36 スマートシモーヌ 牝3鹿 53 津村 明秀大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 400－181：10．1クビ 156．7�
818 ジ ェ ス ロ �3鹿 55 藤懸 貴志松田 整二氏 日吉 正和 浦河 小島牧場 416＋ 4 〃 ハナ 29．9�
510 ブレイズガール 牝3鹿 53 国分 恭介岡田 牧雄氏 飯田 雄三 日高 旭 牧場 488± 01：10．31� 140．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 38，322，000円 複勝： 55，900，100円 枠連： 34，591，500円
馬連： 116，849，000円 馬単： 47，328，600円 ワイド： 58，823，400円
3連複： 157，211，500円 3連単： 201，242，300円 計： 710，268，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 320円 � 800円 � 250円 枠 連（4－7） 4，480円

馬 連 �� 11，430円 馬 単 �� 18，590円

ワ イ ド �� 2，920円 �� 1，500円 �� 4，400円

3 連 複 ��� 28，630円 3 連 単 ��� 177，060円

票 数

単勝票数 計 383220 的中 � 38390（3番人気）
複勝票数 計 559001 的中 � 47582（4番人気）� 15828（12番人気）� 64361（3番人気）
枠連票数 計 345915 的中 （4－7） 5975（21番人気）
馬連票数 計1168490 的中 �� 8424（41番人気）
馬単票数 計 473286 的中 �� 1909（79番人気）
ワイド票数 計 588234 的中 �� 5167（37番人気）�� 10308（13番人気）�� 3399（54番人気）
3連複票数 計1572115 的中 ��� 4118（106番人気）
3連単票数 計2012423 的中 ��� 824（634番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．4―11．8―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．2―46．0―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウハニー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Meadowlake デビュー 2014．8．3 新潟1着

2012．3．27生 牝4鹿 母 トーホウメドゥーサ 母母 Cool Number 12戦2勝 賞金 28，648，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スカイパッション号
（非抽選馬） 5頭 ガイアトウショウ号・カノヤパリティ号・シセイカスガ号・シンガン号・マイネルラック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

３レース目



（28新潟3）第2日 10月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 179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

188，950，000円
1，270，000円
9，020，000円
2，160，000円
19，090，000円
69，830，000円
4，654，000円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
275，372，500円
379，759，900円
199，056，300円
662，852，200円
327，069，300円
379，414，100円
966，625，300円
1，294，911，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，485，060，600円

総入場人員 20，084名 （有料入場人員 17，641名）
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