
2903710月21日 晴 良 （30新潟3）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時50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

612 イ ベ リ ス 牝2鹿 54 秋山真一郎�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 454＋ 21：10．5 4．1�
48 ミリオンゲーム 牝2栗 54

52 △藤田菜七子ドラゴンヒルズホースクラブ 奥村 武 安平 ノーザンファーム 426± 01：10．71� 5．4�
59 ス キ ッ プ 牡2黒鹿 55

54 ☆川又 賢治�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472＋ 21：11．02 42．1�
23 カワイイスイーパー 牝2黒鹿 54

52 △菊沢 一樹國分 純氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 458－ 41：11．1� 14．6�
714 キコクイーン 牝2青 54 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 新冠 八木 明広 444－ 2 〃 クビ 2．2�
11 エ コ ロ ト ム 牡2鹿 55 丸山 元気原村 正紀氏 根本 康広 浦河 東栄牧場 458＋ 61：11．31 15．8	
47 ケイティシャイン 牝2鹿 54 長岡 禎仁瀧本 和義氏 杉山 晴紀 新ひだか 矢野牧場 446＋ 21：11．61� 185．8

24 カツコノユメ 牝2芦 54 宮崎 北斗大久保與志雄氏 伊藤 伸一 日高 厚賀古川牧場 414＋ 2 〃 クビ 26．1�
611 サニーサインズ 牝2栗 54 小牧 太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新ひだか 畠山牧場 392＋ 21：11．81� 93．3�
12 コスモポルベーラ 牡2青 55

54 ☆木幡 巧也 ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 414＋181：12．01� 76．0�
715 エレモフィラ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也 荻伏服部牧場 蛯名 利弘 新ひだか 城地牧場 394＋ 81：12．21� 210．5�
817 ムスティッカ 牝2鹿 54

52 △横山 武史中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 栄進牧場 416＋ 6 〃 ハナ 25．8�
36 ベ ニ ハ ル カ 牝2栗 54 松田 大作桐谷 茂氏 石毛 善彦 日高 広中 稔 424＋ 4 〃 ハナ 210．0�
713 イズジョークラウン 牡2鹿 55

53 △森 裕太朗泉 一郎氏 松元 茂樹 新ひだか へいはた牧場 466± 01：12．51� 71．9�
818 エイシンホルス 牡2栗 55 川須 栄彦�栄進堂 田所 秀孝 浦河 栄進牧場 498－ 41：12．6クビ 67．4�
35 ヤエノヒカリ 牝2鹿 54 西田雄一郎柳田 英子氏 清水 英克 新ひだか 折手牧場 440－ 41：12．81� 225．9�
816 シ ン モ エ 牝2黒鹿54 村田 一誠藤原牧場 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 B440－ 41：13．22� 327．2�
510 クリノテバク 牝2鹿 54

51 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 新冠伊藤牧場 406－ 41：17．1大差 125．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，754，300円 複勝： 29，195，700円 枠連： 10，449，100円
馬連： 40，007，000円 馬単： 20，711，600円 ワイド： 28，698，400円
3連複： 62，658，300円 3連単： 72，921，500円 計： 286，395，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 180円 � 720円 枠 連（4－6） 940円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，610円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，840円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 8，780円 3 連 単 ��� 28，740円

票 数

単勝票数 計 217543 的中 � 43828（2番人気）
複勝票数 計 291957 的中 � 51963（2番人気）� 45819（3番人気）� 7747（8番人気）
枠連票数 計 104491 的中 （4－6） 8608（3番人気）
馬連票数 計 400070 的中 �� 36782（3番人気）
馬単票数 計 207116 的中 �� 9624（6番人気）
ワイド票数 計 286984 的中 �� 21087（3番人気）�� 3777（19番人気）�� 3159（21番人気）
3連複票数 計 626583 的中 ��� 5347（25番人気）
3連単票数 計 729215 的中 ��� 1839（86番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．3―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．7―47．0―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．8
3 ・（8，12）（1，9，14，18）（3，4，17）－（7，15，10）（11，13）2，5，6－16 4 ・（8，12）14（1，9，18）（3，4，17）11（7，15）（2，5）（6，13，10）－16

勝馬の
紹 介

イ ベ リ ス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．9．9 阪神3着

2016．3．21生 牝2鹿 母 セレブラール 母母 モンローウォーク 3戦1勝 賞金 7，550，000円
〔制裁〕 クリノテバク号の騎手西村淳也は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 クリノテバク号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平成30年10月22日

から平成30年11月11日まで出走停止。停止期間の満了後に平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノテバク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月21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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コーラル号

2903810月21日 晴 稍重 （30新潟3）第4日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時15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

712� ロンドンテソーロ 牡2栗 55 吉田 隼人了德寺健二ホール
ディングス� 武井 亮 愛 Roundhill Stud &

J. S. Investments 482＋ 21：12．2 3．8�
813 ア マ デ ウ ス 牡2黒鹿55 菱田 裕二中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育

成牧場 452＋101：12．41� 2．3�
610 ア ス カ リ 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 496－ 21：13．03	 4．7�
814 ゴールデンチョイス 牡2青鹿55 西田雄一郎田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 454＋ 61：13．21� 46．9�
57 パープルヌーン 牡2鹿 55 
島 克駿�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社

ノースヒルズ 434＋ 41：13．41� 7．4�
58 キモンボーイ 牡2鹿 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 484＋ 4 〃 クビ 48．5	
46 メイショウロサン 牡2黒鹿55 秋山真一郎松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 太陽牧場 470＋ 4 〃 ハナ 113．5

22 コパノサンデー �2青鹿 55

53 △藤田菜七子小林 照弘氏 和田 勇介 新ひだか 沖田 忠幸 436＋ 41：13．71� 61．5�
11 ラ ラ ン ジ ャ 牝2栗 54

52 △横山 武史 H.F Association 伊藤 伸一 平取 協栄組合 412＋ 21：14．23 19．8�
34 タイセイグリード 牡2栗 55

53 △菊沢 一樹田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 466＋ 41：14．83	 27．5
711 コラルブラッシュ 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太中島 俊房氏 服部 利之 日高 Wing Farm 448－ 21：15．11� 113．2�
69 セ イ ガ イ ハ 牡2栗 55 嶋田 純次�ミルファーム 小野 次郎 新ひだか カタオカフアーム 442－ 21：15．52	 417．2�
33 ウインベッスル 牡2鹿 55 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 青森 久保フアーム 466－141：15．82 214．6�
45 マ イ ン ナ ナ 牝2鹿 54 宮崎 北斗峰 哲馬氏 萱野 浩二 新ひだか 藤吉牧場 392± 01：16．01	 304．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，863，600円 複勝： 26，817，800円 枠連： 7，333，700円
馬連： 30，565，000円 馬単： 16，979，600円 ワイド： 22，113，900円
3連複： 46，676，400円 3連単： 60，252，700円 計： 231，602，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 220円 �� 370円 �� 240円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 計 208636 的中 � 45218（2番人気）
複勝票数 計 268178 的中 � 44351（2番人気）� 87624（1番人気）� 39709（3番人気）
枠連票数 計 73337 的中 （7－8） 17545（1番人気）
馬連票数 計 305650 的中 �� 50950（1番人気）
馬単票数 計 169796 的中 �� 12807（3番人気）
ワイド票数 計 221139 的中 �� 28035（1番人気）�� 13432（5番人気）�� 23565（2番人気）
3連複票数 計 466764 的中 ��� 54771（1番人気）
3連単票数 計 602527 的中 ��� 13001（5番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―11．9―12．2―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．4―35．3―47．5―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ロンドンテソーロ �
�
父 Exceed And Excel �

�
母父 Sir Percy デビュー 2018．9．22 中山5着

2016．2．28生 牡2栗 母 Allegrezza 母母 Allegro Viva 3戦1勝 賞金 6，200，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第３回 新潟競馬 第４日



2903910月21日 晴 稍重 （30新潟3）第4日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走10時45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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

66 マルヨシャバーリー 牡4栗 57 川須 栄彦野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 B486－ 61：52．8 2．2�
11 エンパイアミライ 牡3黒鹿55 丸山 元気田畑 利彦氏 西村 真幸 浦河 梅田牧場 498＋ 61：52．9� 2．7�
55 オールウェイズゼア 牡4黒鹿 57

55 △横山 武史グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 480－ 21：53．64 10．1�
33 ブルベアクワイ 牝3鹿 53

51 △菊沢 一樹 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 450－ 41：54．13 68．8�
22 レオアルティメット 牡3栗 55

54 ☆木幡 巧也�レオ 牧 光二 日高 川端 正博 538＋121：54．31� 28．9�
88 ニシノベイオウルフ 牡3黒鹿 55

54 ☆荻野 極西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 谷川牧場 482＋ 61：55．04 14．5	
44 クリムズンフラッグ 牡3黒鹿55 宮崎 北斗加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 520＋ 21：55．1クビ 7．5

77 � ブルーオラーリオ 牡4青鹿 57

55 △藤田菜七子 �YGGホースクラブ 柴田 政人 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 464＋121：55．52� 54．3�

89 テーオールチア 牝3黒鹿53 城戸 義政小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 472－ 81：55．71� 11．8�
（9頭）

売 得 金
単勝： 20，140，100円 複勝： 25，133，100円 枠連： 5，610，800円
馬連： 29，154，400円 馬単： 18，931，100円 ワイド： 22，554，300円
3連複： 41，151，300円 3連単： 73，758，700円 計： 236，433，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（1－6） 340円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 170円 �� 270円 �� 270円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 1，770円

票 数

単勝票数 計 201401 的中 � 70234（1番人気）
複勝票数 計 251331 的中 � 71449（1番人気）� 65310（2番人気）� 25768（4番人気）
枠連票数 計 56108 的中 （1－6） 12558（1番人気）
馬連票数 計 291544 的中 �� 76834（1番人気）
馬単票数 計 189311 的中 �� 23803（1番人気）
ワイド票数 計 225543 的中 �� 40453（1番人気）�� 18871（2番人気）�� 18807（3番人気）
3連複票数 計 411513 的中 ��� 65819（1番人気）
3連単票数 計 737587 的中 ��� 30080（2番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―12．7―13．1―12．6―12．2―12．8―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．3―36．0―49．1―1：01．7―1：13．9―1：26．7―1：39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マルヨシャバーリー 
�
父 ロージズインメイ 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．10．22 京都7着

2014．3．25生 牡4栗 母 マルヨモザー 母母 カレッジホース 16戦3勝 賞金 32，400，000円

2904010月21日 晴 良 （30新潟3）第4日 第4競走 ��2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時15分 （芝・外内）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：01．4良

57 マイブルーヘブン 牡4鹿 60 植野 貴也三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 坂田牧場 480＋123：03．6 3．3�
34 ムーンクレスト 牡6鹿 60 平沢 健治 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 470± 03：03．7� 3．3�
22 メイショウゴウキ �4黒鹿60 田村 太雅松本 和子氏 沖 芳夫 安平 �橋本牧場 484－ 83：05．4大差 3．9�
45 マイネルレオーネ 牡6黒鹿60 黒岩 悠 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新ひだか 真歌田中牧場 406＋ 63：05．82	 10．2�
610 ダ イ フ ク 牡5黒鹿60 草野 太郎小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 472－123：07．07 57．5�
46 ロイヤルオペラ 牝3鹿 56 山本 康志 	ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 23：07．31	 85．2

711 シゲルキハダマグロ 牡5栗 60 上野 翔森中 蕃氏 石毛 善彦 新ひだか タガミファーム 450＋ 43：07．51
 16．7�
33 アイファーマグオー 牡6栗 60 熊沢 重文中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 506－ 83：08．45 37．3�
712 トルークマクト 牡8鹿 60 蓑島 靖典	ミルファーム 尾関 知人 浦河 バンダム牧場 456＋ 63：09．78 21．9
813� キ ン グ リ オ 牡6鹿 60 石神 深一窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 516＋ 63：10．44 13．3�
58 カシノランド 牡6黒鹿60 大庭 和弥柏木 務氏 天間 昭一 日高 日西牧場 464－203：10．71� 77．5�
69 ノーモアサイレンス 牝3青鹿56 五十嵐雄祐岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 420－ 83：11．65 30．0�
11 マンノジャパン 牝3栗 56 佐久間寛志萬野 順啓氏 松元 茂樹 平取 二風谷ファーム 444－ 23：19．1大差 188．9�
814 ブルベアダイズ �3鹿 58 小野寺祐太 �ブルアンドベア 浅野洋一郎 浦河 高岸 順一 500＋103：20．37 89．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，374，900円 複勝： 16，394，000円 枠連： 8，712，700円
馬連： 25，535，200円 馬単： 15，245，900円 ワイド： 18，711，200円
3連複： 46，359，100円 3連単： 58，796，800円 計： 205，129，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 130円 � 120円 枠 連（3－5） 670円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，220円

ワ イ ド �� 300円 �� 240円 �� 310円

3 連 複 ��� 740円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 153749 的中 � 37214（1番人気）
複勝票数 計 163940 的中 � 39821（1番人気）� 28930（3番人気）� 33130（2番人気）
枠連票数 計 87127 的中 （3－5） 9943（2番人気）
馬連票数 計 255352 的中 �� 32235（2番人気）
馬単票数 計 152459 的中 �� 9349（3番人気）
ワイド票数 計 187112 的中 �� 15284（2番人気）�� 21285（1番人気）�� 14762（3番人気）
3連複票数 計 463591 的中 ��� 46517（1番人気）
3連単票数 計 587968 的中 ��� 12418（2番人気）
上り 1マイル 1：43．4 4F 49．1－3F 36．5

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

マイブルーヘブン �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2016．10．1 阪神4着

2014．4．9生 牡4鹿 母 ウルトラペガサス 母母 Bagatelle 障害：3戦1勝 賞金 10，900，000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。
（非当選馬） 1頭 アーバンブラック号



2904110月21日 晴 良 （30新潟3）第4日 第5競走 ��1，600�サラブレッド系2歳
発走12時05分 （芝・左・外）

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
1：33．4
1：32．3

良
良

714 ト ロ シ ュ ナ 牝2黒鹿54 秋山真一郎 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 440 ―1：35．8 2．9�
11 チェインドレディー 牝2黒鹿54 黛 弘人 �ブルースターズファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 410 ―1：36．33 87．6�
47 パ ン ド ラ 牝2鹿 54

53 ☆川又 賢治 J．ウー氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 436 ― 〃 クビ 4．5�
48 サイモンシャルール 牝2青鹿54 小牧 太澤田 昭紀氏 笹田 和秀 浦河 秋場牧場 432 ―1：36．61� 52．1�
24 アロハブリーズ 牝2栗 54

53 ☆木幡 初也�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 460 ― 〃 クビ 4．8	
611 クリノカリビアン 牝2鹿 54

51 ▲西村 淳也栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 430 ―1：36．7クビ 74．6

612 スピリットクォーツ 牝2黒鹿54 丸田 恭介 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 津島 優治 426 ― 〃 ハナ 16．0�
817 タガノクロシェット 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太八木 良司氏 宮 徹 安平 ノーザンファーム 446 ―1：37．33� 83．3�
12 パ ラ ド ー ル 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也�ヒルノ 田中 剛 浦河 辻 牧場 424 ―1：37．4� 34．0
715 ジュエルインザサン 牝2鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 464 ―1：37．61� 6．2�
816 ブラックアーシャ 牝2黒鹿 54

52 △菊沢 一樹古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 484 ― 〃 アタマ 54．4�
23 ムーランブラン 牝2芦 54

52 △藤田菜七子村上 卓史氏 黒岩 陽一 日高 白井牧場 456 ―1：37．81� 27．8�
59 キョウエイシンシア 牝2鹿 54 岩崎 翼田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 中田 英樹 436 ―1：38．01� 54．8�
36 ヤマニンスピナー 牝2栗 54 �島 克駿土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 410 ―1：38．31� 197．8�
35 スマイルベティ 牝2黒鹿 54

52 △横山 武史堀江 貞幸氏 小桧山 悟 むかわ 上水牧場 456 ―1：38．72� 52．9�
818 レサラダアスール 牝2黒鹿54 城戸 義政�アスール 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 444 ―1：39．55 99．3�
713 クールアンジェラ 牝2栗 54 西田雄一郎林 進氏 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 444 ―1：40．67 179．3�
510 テイエムハツユメ 牝2鹿 54

52 △森 裕太朗竹園 正繼氏 加藤 和宏 日高 日高テイエム
牧場株式会社 438 ―1：40．91� 203．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 22，515，500円 複勝： 23，773，600円 枠連： 13，919，900円
馬連： 32，796，200円 馬単： 18，181，400円 ワイド： 24，383，900円
3連複： 49，410，200円 3連単： 57，607，900円 計： 242，588，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 1，590円 � 170円 枠 連（1－7） 2，040円

馬 連 �� 11，490円 馬 単 �� 8，880円

ワ イ ド �� 4，290円 �� 340円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 12，620円 3 連 単 ��� 92，400円

票 数

単勝票数 計 225155 的中 � 64180（1番人気）
複勝票数 計 237736 的中 � 52749（1番人気）� 2476（15番人気）� 41625（2番人気）
枠連票数 計 139199 的中 （1－7） 5269（7番人気）
馬連票数 計 327962 的中 �� 2211（31番人気）
馬単票数 計 181814 的中 �� 1535（25番人気）
ワイド票数 計 243839 的中 �� 1346（45番人気）�� 21492（1番人気）�� 1235（47番人気）
3連複票数 計 494102 的中 ��� 2935（38番人気）
3連単票数 計 576079 的中 ��� 452（244番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．9―36．1―48．4―1：01．0―1：12．6―1：23．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．4―3F34．8
3 18，12，4，17（1，9，13）（7，11）（2，3，6）－（5，14）（16，8，15）＝10 4 18，12（4，17）（1，9，13）（2，7，11）6，3－（5，14）（16，15）8＝10

勝馬の
紹 介

ト ロ シ ュ ナ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Souvenir Copy 初出走

2016．5．5生 牝2黒鹿 母 スーヴェニアギフト 母母 Alleged Gift 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 クールアンジェラ号の騎手西田雄一郎は，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30，000円。（被害馬：7

番・6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムハツユメ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月21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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 オウケンラブルナ号・ジャスタクイーン号・デルマトリオンフ号・トゥインクルリーフ号・ノンノンナイン号・

フォークアート号・ホシノウチカケ号・ラブグラー号・レディオスカル号・レーヌシャドウ号

2904210月21日 晴 稍重 （30新潟3）第4日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走12時35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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

710 メイショウミズカゼ 牡4栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 474＋ 21：12．2 3．5�
67 タイセイマルス 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 B480－ 2 〃 クビ 13．5�
811 ナムラストロベリー 牝3鹿 53 津村 明秀奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 454± 01：12．3クビ 33．1�
812 ラブリーイレブン 牝3栗 53

52 ☆川又 賢治吉野加壽代氏 松元 茂樹 日高 浜本牧場 434－ 21：12．4� 5．7�
22 ノーブルアース 牝3黒鹿 53

51 △菊沢 一樹吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 470＋ 2 〃 クビ 12．2�
79 レ ナ ー タ 牝3黒鹿53 小崎 綾也村上 卓史氏 小崎 憲 日高 オリオンファーム 448－ 4 〃 ハナ 170．0�
56 ジェットコルサ 牡6青 57 丸山 元気尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 472－ 41：12．5� 4．4	
44 クレスコブレイブ 牡4栗 57 岡田 祥嗣堀川 三郎氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム B506－ 61：12．6クビ 16．4

68 カシノクオーレ 牝3鹿 53 西田雄一郎柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 464－ 21：12．81� 135．9�
55 リルティングインク 牝5黒鹿 55

53 △藤田菜七子 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド B446－ 8 〃 クビ 54．9

11 キタノナシラ 	3鹿 55 
島 克駿北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 B480± 01：13．11� 8．7�
33 タイセイラビッシュ 牡6鹿 57 黛 弘人田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：13．73� 5．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，615，400円 複勝： 24，599，900円 枠連： 7，473，600円
馬連： 34，189，000円 馬単： 17，161，100円 ワイド： 25，362，000円
3連複： 48，624，000円 3連単： 64，547，700円 計： 242，572，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 370円 � 690円 枠 連（6－7） 2，050円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 1，730円 �� 4，970円

3 連 複 ��� 20，030円 3 連 単 ��� 82，100円

票 数

単勝票数 計 206154 的中 � 46383（1番人気）
複勝票数 計 245999 的中 � 44712（1番人気）� 16204（7番人気）� 7716（9番人気）
枠連票数 計 74736 的中 （6－7） 2817（8番人気）
馬連票数 計 341890 的中 �� 9446（14番人気）
馬単票数 計 171611 的中 �� 2859（17番人気）
ワイド票数 計 253620 的中 �� 6419（13番人気）�� 3766（26番人気）�� 1278（36番人気）
3連複票数 計 486240 的中 ��� 1820（69番人気）
3連単票数 計 645477 的中 ��� 570（317番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．4―12．3―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．7―47．0―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウミズカゼ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2016．7．9 中京3着

2014．4．6生 牡4栗 母 メイショウスコール 母母 メイショウアヤメ 18戦3勝 賞金 34，850，000円
※カシノクオーレ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2904310月21日 晴 稍重 （30新潟3）第4日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

66 グ ラ ン サ ム 牡3栗 55 丸山 元気 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム B470－ 41：53．5 3．0�
77 セイリスペクト 牡3黒鹿 55

53 △横山 武史金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 B472－ 8 〃 ハナ 2．5�
33 ナスノカンザン 牡4鹿 57 吉田 隼人�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 510－ 21：54．03 3．7�
55 � フッカツノノロシ 牡5黒鹿 57

54 ▲西村 淳也福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 502± 01：54．32 24．3�
22 レ ア バ ー ド 牡3鹿 55

53 △菊沢 一樹田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 516＋ 41：54．83 38．9	
44 � ジャカンドジョー 牡4鹿 57 黛 弘人井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 472± 0 〃 クビ 6．7

11 ライムチャン 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 472－ 61：55．01 26．5�
88 ボ ン テ ン 牡3鹿 55

54 ☆加藤 祥太田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ
アーム 442＋ 41：56．610 81．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 21，591，000円 複勝： 15，696，900円 枠連： 発売なし
馬連： 24，021，600円 馬単： 15，219，400円 ワイド： 14，208，400円
3連複： 29，352，600円 3連単： 68，508，100円 計： 188，598，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 150円 �� 190円 �� 160円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 1，580円

票 数

単勝票数 計 215910 的中 � 57465（2番人気）
複勝票数 計 156969 的中 � 31088（2番人気）� 53351（1番人気）� 30157（3番人気）
馬連票数 計 240216 的中 �� 51400（1番人気）
馬単票数 計 152194 的中 �� 14955（3番人気）
ワイド票数 計 142084 的中 �� 24604（1番人気）�� 17507（3番人気）�� 22441（2番人気）
3連複票数 計 293526 的中 ��� 72445（1番人気）
3連単票数 計 685081 的中 ��� 31298（3番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．7―13．4―12．7―12．4―12．5―12．1―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．3―50．7―1：03．4―1：15．8―1：28．3―1：40．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グ ラ ン サ ム 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Johannesburg デビュー 2017．8．26 新潟7着

2015．1．22生 牡3栗 母 バロネスサッチャー 母母 Natkeeta 9戦2勝 賞金 21，050，000円
〔制裁〕 グランサム号の騎手丸山元気は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

2904410月21日 晴 稍重 （30新潟3）第4日 第8競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

68 カレイドスコープ 牝3鹿 53
51 △菊沢 一樹�グランド牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 本桐牧場 470± 01：11．7 6．6�

69 クインズマラクータ 牡4栗 57
55 △森 裕太朗亀田 和弘氏 山内 研二 新冠 新冠橋本牧場 B524＋ 4 〃 クビ 8．0�

710 プリティマックス 牝4栗 55
53 △横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 新ひだか 前谷 武志 442± 01：12．12� 7．6�

56 クワトロダッシュ 牡3栗 55
54 ☆木幡 巧也ザ・チャンピオンズ 牧 光二 日高 チャンピオン

ズファーム 486± 0 〃 アタマ 17．9�
812 ファビラスヒーロー �5芦 57

56 ☆義 英真吉田 勝利氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 478± 01：12．2アタマ 3．1�
57 プリヴェット 牝3鹿 53 城戸 義政下河	行雄氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 478＋ 21：12．41� 13．6

813 エ ン パ シ ー 牡4青鹿 57

56 ☆荻野 極岡 浩二氏 中川 公成 新ひだか カタオカフアーム 478± 01：12．82� 5．8�
45 ペ ガ ッ ソ 牡3黒鹿 55

52 ▲西村 淳也栗田 知幸氏 谷 潔 浦河 津島 優治 484＋ 31：13．22� 47．2�
22 マイネルレヴリー 牡3鹿 55

53 △藤田菜七子 サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 武田 修一 468＋101：13．62� 46．5�

33 � ペッシュカネル 牝5栗 55 長岡 禎仁清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 バンブー牧場 432＋ 2 〃 同着 219．7�
11 スマートギャツビー �3鹿 55

54 ☆加藤 祥太大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 坂本 智広 474－ 21：13．81� 35．1�
711 アントルシャ 牝3鹿 53

52 ☆川又 賢治 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 444＋24 〃 ハナ 7．1�
44 � メイショウサイジン 牝5鹿 55

54 ☆井上 敏樹松本 好雄氏 高橋 亮 新冠 ラツキー牧場 486－12 〃 ハナ 64．3�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，471，500円 複勝： 27，231，600円 枠連： 12，981，500円
馬連： 39，003，800円 馬単： 19，972，400円 ワイド： 28，594，500円
3連複： 58，537，100円 3連単： 75，174，500円 計： 280，966，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 200円 � 270円 � 240円 枠 連（6－6） 3，150円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 5，880円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 910円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 8，200円 3 連 単 ��� 46，580円

票 数

単勝票数 計 194715 的中 � 23475（3番人気）
複勝票数 計 272316 的中 � 39014（3番人気）� 24444（5番人気）� 29423（4番人気）
枠連票数 計 129815 的中 （6－6） 3191（10番人気）
馬連票数 計 390038 的中 �� 9506（12番人気）
馬単票数 計 199724 的中 �� 2547（22番人気）
ワイド票数 計 285945 的中 �� 6618（12番人気）�� 8161（10番人気）�� 5759（14番人気）
3連複票数 計 585371 的中 ��� 5350（28番人気）
3連単票数 計 751745 的中 ��� 1170（151番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．9―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―47．3―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カレイドスコープ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2017．8．12 札幌9着

2015．2．5生 牝3鹿 母 シンワクイーン 母母 シンワロバリー 8戦2勝 賞金 13，800，000円



2904510月21日 晴 良 （30新潟3）第4日 第9競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時05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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

612 サラドリーム 牝3黒鹿53 嶋田 純次 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 426＋ 8 55．4 5．9�

48 ピ カ ピ カ 牝3鹿 53 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 むかわ 真壁 信一 506－ 2 55．61� 8．7�
817 ハーツブライト 牝4黒鹿55 松田 大作伊東 純一氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム B478＋10 55．81 38．7�
510 キョウワヒラリー 牝4鹿 55 秋山真一郎�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B494＋ 4 〃 ハナ 6．2�
815 ア オ ア ラ シ 牝4黒鹿55 �島 克駿松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 452＋ 2 55．9� 15．8	
714 ハイヤーアプシス 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 初也吉田 晴哉氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 434＋12 〃 クビ 9．7

713 ノーブルプルート 牝4鹿 55 村田 一誠吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 470－ 6 56．0クビ 16．2�
36 � モアナブルー 牝4栗 55 吉田 隼人平川 浩之氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 468± 0 56．21	 7．7�
23 ショーウェイ 牝4鹿 55

53 △横山 武史吉冨 学氏 斉藤 崇史 浦河 中脇 満 B486± 0 〃 クビ 11．4
12 � タ ン ゴ 牝4鹿 55 丸田 恭介石川 達絵氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 510－14 56．3クビ 11．3�
611� フ リ ッ カ 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹門野 文典氏 柴田 政人 新ひだか フジワラフアーム 444＋14 〃 クビ 115．6�
47 ディープアドラーレ 牝4鹿 55

52 ▲西村 淳也深見 敏男氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 440＋ 2 56．4クビ 33．2�
11 フローラルシトラス 牝3黒鹿 53

51 △藤田菜七子�KTレーシング 武井 亮 浦河 桑田牧場 416＋ 4 56．61� 8．5�
816 カクカクシカジーカ 牝3芦 53

52 ☆加藤 祥太芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 420＋ 4 56．7� 17．3�
59 サンドベージュ 牝4栗 55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 460－ 8 〃 クビ 74．0�
24 � ミラクルローカス 牝4青鹿 55

53 △菊沢 一樹飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 460＋ 8 〃 アタマ 91．9�
35 ポ ン ポ ン 牝4黒鹿55 長岡 禎仁�ミルファーム 田中 清隆 新冠 ハクツ牧場 456＋ 4 57．01� 79．3�

（17頭）

売 得 金
単勝： 27，356，100円 複勝： 35，563，900円 枠連： 20，924，500円
馬連： 63，025，100円 馬単： 27，798，500円 ワイド： 43，782，800円
3連複： 114，721，900円 3連単： 124，162，500円 計： 457，335，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 220円 � 270円 � 1，060円 枠 連（4－6） 2，070円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 810円 �� 3，650円 �� 6，030円

3 連 複 ��� 32，090円 3 連 単 ��� 165，170円

票 数

単勝票数 計 273561 的中 � 36525（1番人気）
複勝票数 計 355639 的中 � 48007（1番人気）� 35913（3番人気）� 7142（13番人気）
枠連票数 計 209245 的中 （4－6） 7803（11番人気）
馬連票数 計 630251 的中 �� 21821（2番人気）
馬単票数 計 277985 的中 �� 4682（5番人気）
ワイド票数 計 437828 的中 �� 14623（2番人気）�� 3017（56番人気）�� 1814（71番人気）
3連複票数 計1147219 的中 ��� 2681（132番人気）
3連単票数 計1241625 的中 ��� 545（709番人気）

ハロンタイム 12．1―10．1―10．4―10．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．2―32．6―43．3

上り4F43．3－3F33．2
勝馬の
紹 介

サラドリーム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．10．22 東京6着

2015．4．22生 牝3黒鹿 母 サイレントソニック 母母 ムーンライトガーデンズ 8戦2勝 賞金 16，550，000円
※出走取消馬 イネディット号（疾病〔蕁麻疹〕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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヤマニンベルベーヌ号
（非抽選馬） 3頭 ウーマッハ号・フジマサアクトレス号・プリンセスオーラ号

2904610月21日 晴 良 （30新潟3）第4日 第10競走 ��
��2，000�

う ら さ

浦 佐 特 別
発走14時40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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

22 ジャーミネイト 牡4鹿 57 秋山真一郎 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 81：59．7 10．1�

710 バイオスパーク 牡3黒鹿55 丸山 元気宮田 直也氏 浜田多実雄 浦河 小島牧場 466－ 6 〃 クビ 6．2�
45 デルマウオッカ 牡3鹿 55 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 506＋121：59．91� 3．4�
11 ダイシンクイント 牡4黒鹿57 木幡 巧也大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 482＋ 4 〃 クビ 43．2�
56 ハ イ ヒ ー ル 牝3鹿 53 菱田 裕二石川 達絵氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 442＋ 8 〃 ハナ 8．4�
33 スズカテイオー 牡3鹿 55 	島 克駿永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 498－ 42：00．21
 4．5	
711� ディライトプロミス 牝3鹿 53 川又 賢治 �キャロットファーム 池添 学 米

Ted Nichols and Judith
E Nichols Trust Dated
February18，1999 458－ 4 〃 クビ 13．3


69 ジュニエーブル 牡4鹿 57 西田雄一郎柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 454－ 62：00．41 27．6�
812 マセラシオン 牝3黒鹿53 津村 明秀 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 448＋ 62：00．71
 8．5�
813 ラ プ ル ー ズ �5鹿 57 小崎 綾也西尾誠一郎氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 B482＋ 22：00．8
 45．3
44 ウインオルビット 牡3鹿 55 黛 弘人�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 494＋ 22：00．9 62．9�
68 � サンドスピーダー 牡3鹿 55 荻野 極�辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 450－ 42：01．22 131．2�
57 ダノンパーフェクト 牡3鹿 55 川須 栄彦�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 484－ 22：01．3クビ 13．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，750，200円 複勝： 38，881，700円 枠連： 16，124，000円
馬連： 60，857，400円 馬単： 29，446，700円 ワイド： 40，244，700円
3連複： 88，392，100円 3連単： 116，754，600円 計： 419，451，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 250円 � 170円 � 140円 枠 連（2－7） 1，440円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 840円 �� 620円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，190円 3 連 単 ��� 18，620円

票 数

単勝票数 計 287502 的中 � 22566（6番人気）
複勝票数 計 388817 的中 � 32982（5番人気）� 61256（3番人気）� 82913（1番人気）
枠連票数 計 161240 的中 （2－7） 8631（7番人気）
馬連票数 計 608574 的中 �� 17866（10番人気）
馬単票数 計 294467 的中 �� 3849（22番人気）
ワイド票数 計 402447 的中 �� 11644（9番人気）�� 16312（4番人気）�� 30606（1番人気）
3連複票数 計 883921 的中 ��� 30202（2番人気）
3連単票数 計1167546 的中 ��� 4544（35番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―11．7―11．8―12．4―12．5―12．3―11．6―11．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―35．8―47．6―1：00．0―1：12．5―1：24．8―1：36．4―1：47．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャーミネイト �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．8．14 新潟6着

2014．3．29生 牡4鹿 母 クラックシード 母母 ファビラスキャット 18戦3勝 賞金 40，453，000円



2904710月21日 晴 良 （30新潟3）第4日 第11競走 ��
��1，200�

ほくりく

北陸ステークス
発走15時20分 （ダート・左）
3歳以上，1，600万円以下，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 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

812 モズワッショイ 牝5黒鹿55 藤田菜七子 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 432＋121：11．5 17．3�
79 プレシャスエース 牡5鹿 57 丸山 元気鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 506± 01：11．6� 20．0�
67 ビービーサレンダー 牡5鹿 57 菱田 裕二�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 496± 01：11．7	 12．0�
710 タガノヴィッター 牡5鹿 57 吉田 隼人八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514± 0 〃 クビ 2．6�
44 ニホンピロヘーゼル 牝5鹿 55 
島 克駿小林百太郎氏 安達 昭夫 新ひだか 友田牧場 512＋ 41：11．8クビ 6．2	
811 コ ン テ ナ 牡6鹿 57 岩崎 翼住谷 孝一氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 600＋ 6 〃 クビ 20．8

11 ディープミタカ 牡7栗 57 秋山真一郎深見 敏男氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 81：11．9クビ 12．4�
33 アデレードヒル 牝5鹿 55 荻野 極吉田 和美氏 中舘 英二 浦河 笠松牧場 480－121：12．0� 23．7�
55 タ ガ ノ ア ム 牝3鹿 53 岡田 祥嗣八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 470－ 21：12．21� 3．9
56 ラズールリッキー 牝5黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 B448－ 61：12．3� 16．2�
22 � スズカアーサー 牡9鹿 57 横山 武史永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 498＋ 41：12．51� 162．4�
68 リンガスウーノ 牝5栗 55 西田雄一郎伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 508＋ 41：12．82 33．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，357，700円 複勝： 45，381，500円 枠連： 28，231，900円
馬連： 137，507，900円 馬単： 59，487，000円 ワイド： 68，390，800円
3連複： 189，075，000円 3連単： 282，008，200円 計： 848，440，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 530円 � 510円 � 400円 枠 連（7－8） 1，150円

馬 連 �� 20，510円 馬 単 �� 35，010円

ワ イ ド �� 4，710円 �� 2，430円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 72，640円 3 連 単 ��� 533，820円

票 数

単勝票数 計 383577 的中 � 17701（7番人気）
複勝票数 計 453815 的中 � 22058（8番人気）� 23054（7番人気）� 31317（5番人気）
枠連票数 計 282319 的中 （7－8） 18991（4番人気）
馬連票数 計1375079 的中 �� 5195（51番人気）
馬単票数 計 594870 的中 �� 1274（87番人気）
ワイド票数 計 683908 的中 �� 3712（50番人気）�� 7286（28番人気）�� 7093（29番人気）
3連複票数 計1890750 的中 ��� 1952（133番人気）
3連単票数 計2820082 的中 ��� 383（827番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．8―12．7―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．1―47．8―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズワッショイ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．27 阪神3着

2013．3．29生 牝5黒鹿 母 バーレーヘッズ 母母 ヴ ェ ス タ 25戦4勝 賞金 62，566，000円

2904810月21日 晴 良 （30新潟3）第4日 第12競走 ��1，400�
と お か ま ち

十 日 町 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 518，000円 148，000円 74，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

713 ハ ト ホ ル 牝3鹿 53 菱田 裕二髙瀬 真尚氏 本間 忍 浦河 中脇 満 456＋161：21．6 12．6�
35 メイショウシャチ 牡5鹿 57 岩崎 翼松本 好雄氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 472－ 61：21．81� 86．5�
47 シャイニードライヴ �4鹿 57 松田 大作小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 B452＋ 61：22．12 186．1�
12 � オリエンタルポリス 牡5芦 57 加藤 祥太下井 道博氏 服部 利之 浦河 東栄牧場 488＋ 6 〃 クビ 68．5�
611 コーラルプリンセス 牝4芦 55 荻野 極吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 524－ 8 〃 ハナ 27．4�
818 プラトリーナ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 416－ 81：22．2	 6．6	
714 ゼニステレスコープ 牡4鹿 57 川又 賢治 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：22．3
 42．1

612 ナムラムラサキ 牝4鹿 55 津村 明秀奈村 睦弘氏 岩戸 孝樹 日高 いとう牧場 428± 01：22．4
 5．1�
715 ライオネルカズマ 牡4鹿 57 秋山真一郎合同会社雅苑興業 安田 隆行 新ひだか 木村 秀則 504＋ 8 〃 アタマ 7．0�
817 エントシャイデン 牡3芦 55 小崎 綾也前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 470＋101：22．5
 12．7
510 ダノンブライト 牡6青鹿57 丸山 元気�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 474＋ 21：22．6クビ 4．4�
24 スカルダイヤモンド �3栗 55 黛 弘人�KTレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 450－ 81：22．7
 137．0�
816 サンライズナイト 牡3黒鹿55 横山 武史松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 492＋16 〃 クビ 75．9�
59 レッドアーサー �4黒鹿57 菊沢 一樹 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 ハナ 7．7�
36 ヤマカツサファイヤ 牝5青鹿55 木幡 巧也山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 524＋ 2 〃 アタマ 62．9�
11 � サーワシントン �4芦 57 丸田 恭介窪田 芳郎氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 458－ 21：22．8クビ 145．6�
23 ニシノオウカン 牡4青鹿57 藤田菜七子西山 茂行氏 古賀 慎明 新冠 中本牧場 B436± 0 〃 アタマ 15．1�
48 ル リ ハ リ 牝3黒鹿53 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 446＋221：23．54 19．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 45，631，800円 複勝： 58，171，300円 枠連： 32，331，300円
馬連： 97，828，100円 馬単： 40，494，900円 ワイド： 64，041，500円
3連複： 151，744，500円 3連単： 182，062，900円 計： 672，306，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 510円 � 2，050円 � 4，820円 枠 連（3－7） 6，800円

馬 連 �� 39，840円 馬 単 �� 67，940円

ワ イ ド �� 10，300円 �� 33，570円 �� 48，120円

3 連 複 ��� 2，709，720円 3 連 単 ��� 10，153，500円

票 数

単勝票数 計 456318 的中 � 28949（6番人気）
複勝票数 計 581713 的中 � 32769（7番人気）� 7286（14番人気）� 3030（18番人気）
枠連票数 計 323313 的中 （3－7） 3684（23番人気）
馬連票数 計 978281 的中 �� 1903（91番人気）
馬単票数 計 404949 的中 �� 447（163番人気）
ワイド票数 計 640415 的中 �� 1611（84番人気）�� 492（137番人気）�� 343（146番人気）
3連複票数 計1517445 的中 ��� 42（814番人気）
3連単票数 計1820629 的中 ��� 13（4602番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―34．7―46．5―58．1―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハ ト ホ ル �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2017．11．5 東京1着

2015．5．1生 牝3鹿 母 フローズンムーン 母母 アークティックミスト 8戦2勝 賞金 24，038，000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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロードザナドゥ号
（非抽選馬） 4頭 エールショー号・サクラベルカント号・シンボリティアラ号・ブライティアシップ号

３レース目



（30新潟3）第4日 10月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 166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

193，150，000円
2，590，000円
15，820，000円
1，620，000円
21，350，000円
67，705，000円
5，130，800円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
302，422，100円
366，841，000円
164，093，000円
614，490，700円
299，629，600円
401，086，400円
926，702，500円
1，236，556，100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 4，311，821，400円

総入場人員 15，462名 （有料入場人員 13，466名）
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