
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

2902510月19日 曇 良 （1新潟3） 第3日 第1競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走9時50分 （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000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

711 スワーヴポルトス 牡4鹿 60 森 一馬�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 450－ 43：07．2 11．6�
22 ケイブルグラム �6鹿 60 蓑島 靖典 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B516－ 23：07．41� 2．7�
58 メイショウモウコ 牡5栗 60 平沢 健治松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 490＋ 23：07．61� 5．4�
33 ファイアプルーフ 牡4黒鹿60 大江原 圭犬塚悠治郎氏 根本 康広 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502＋ 43：07．7クビ 9．9�
11 ダイワスキャンプ �7鹿 60 五十嵐雄祐大城 敬三氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 23：08．44 5．2	
712 シ ン テ ィ ラ 牡3鹿 58 上野 翔�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 株式会社

ノースヒルズ 504＋ 83：08．5� 24．3

814 ジャスパーゲラン 牡4栗 60 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 的場 均 日高 碧雲牧場 486－ 2 〃 クビ 61．3�
69 モルドレッド 牡4鹿 60 草野 太郎村木 隆氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B486＋ 43：09．35 12．6�
46 インペリオーソ 牝4青鹿58 石神 深一吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 480＋ 43：10．15 6．6
813	 クリノエリザベッタ 牝4栗 58 佐久間寛志栗本 博晴氏 作田 誠二 むかわ 貞広 賢治 492＋ 2 〃 アタマ 135．7�
34 クロフネプリンセス 牝4栗 58 小坂 忠士サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 428＋ 8 〃 ハナ 63．2�
57 モリトシュン 牡3青鹿58 小野寺祐太石橋 忠之氏 堀井 雅広 日高 日高大洋牧場 478± 03：10．2
 167．7�
45 スリーコーズライン 牡3鹿 58 伊藤 工真永井商事� 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 458± 03：11．26 132．9�
610	 タニセンジュピター 牡5鹿 60 高野 和馬染谷 幸雄氏 加藤 和宏 浦河 梅田牧場 464－103：12．69 221．5�
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売 得 金
単勝： 10，466，100円 複勝： 14，470，600円 枠連： 5，477，200円
馬連： 21，806，400円 馬単： 11，249，300円 ワイド： 15，718，200円
3連複： 36，970，200円 3連単： 42，747，600円 計： 158，905，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 340円 � 130円 � 220円 枠 連（2－7） 1，200円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 830円 �� 1，070円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 24，570円

票 数

単勝票数 計 104661 的中 � 7185（6番人気）
複勝票数 計 144706 的中 � 8196（7番人気）� 41185（1番人気）� 14558（4番人気）
枠連票数 計 54772 的中 （2－7） 3536（4番人気）
馬連票数 計 218064 的中 �� 8477（8番人気）
馬単票数 計 112493 的中 �� 1748（20番人気）
ワイド票数 計 157182 的中 �� 4794（9番人気）�� 3619（18番人気）�� 8637（4番人気）
3連複票数 計 369702 的中 ��� 7321（12番人気）
3連単票数 計 427476 的中 ��� 1261（88番人気）
上り 1マイル 1：44．4 4F 50．7－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワーヴポルトス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．7．15 中京1着

2015．3．18生 牡4鹿 母 ビ ジ ャ リ カ 母母 リ ー サ 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円

2902610月19日 曇 稍重 （1新潟3） 第3日 第2競走 ��1，800�2歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000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
1：53．0
1：50．9

重
不良

56 エ ウ ロ パ 牝2栗 54
51 ▲菅原 明良 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 454－ 61：54．5 2．7�

55 エースレイジング 牡2黒鹿55 丸山 元気三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 432－ 81：54．92 5．5�
33 アルムポルックス 牡2栗 55

54 ☆横山 武史﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468－ 4 〃 アタマ 33．4�

79 ラ マ ト リ ス 牝2芦 54
52 △斎藤 新吉田 晴哉氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 526－ 61：55．96 14．8�
68 マイロングタイム 牡2鹿 55 勝浦 正樹佐藤 良二氏 藤原 辰雄 日高 賀張三浦牧場 444－ 41：56．11� 19．2�
812 リンガスウォリアー 牡2栗 55

54 ☆西村 淳也伊藤 巖氏 中舘 英二 日高 ヤナガワ牧場 468＋ 21：56．52� 14．1	
67 � オーシャンアイ 牡2栗 55

52 ▲藤田菜七子ゴドルフィン 高橋 義忠 米 Jean Etienne
Dubios 486－ 4 〃 クビ 3．1


44 ワンダークンナパー 牡2鹿 55 長岡 禎仁山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 藤春 修二 514－ 21：56．71� 13．6�
22 シゲルフタゴザ 牡2黒鹿 55

52 ▲団野 大成森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 土田農場 476＋ 41：57．12� 112．3�
811 タイセイブーティー 牡2鹿 55

53 △木幡 育也田中 成奉氏 伊藤 圭三 新ひだか タイヘイ牧場 B460± 01：59．1大差 41．3
710 ザ ビ ー チ 牝2黒鹿54 田中 勝春田中 春美氏 高市 圭二 新ひだか 田中 春美 B452＋ 41：59．84 193．5�
11 レーヴドオルフェ 牡2栗 55 中井 裕二平川 浩之氏 長谷川浩大 新冠 村上 欽哉 490± 02：01．28 238．8�
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売 得 金
単勝： 17，426，000円 複勝： 21，646，900円 枠連： 6，481，000円
馬連： 26，297，300円 馬単： 14，021，500円 ワイド： 20，469，700円
3連複： 39，265，600円 3連単： 54，931，200円 計： 200，539，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 190円 � 610円 枠 連（5－5） 610円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，210円 �� 2，290円

3 連 複 ��� 7，430円 3 連 単 ��� 28，420円

票 数

単勝票数 計 174260 的中 � 52909（1番人気）
複勝票数 計 216469 的中 � 50748（2番人気）� 30760（3番人気）� 6366（8番人気）
枠連票数 計 64810 的中 （5－5） 8138（2番人気）
馬連票数 計 262973 的中 �� 37131（2番人気）
馬単票数 計 140215 的中 �� 9084（4番人気）
ワイド票数 計 204697 的中 �� 21158（2番人気）�� 4038（15番人気）�� 2063（25番人気）
3連複票数 計 392656 的中 ��� 3963（21番人気）
3連単票数 計 549312 的中 ��� 1401（86番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．2―13．4―12．8―12．5―13．1―12．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―37．2―50．6―1：03．4―1：15．9―1：29．0―1：41．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．6
1
3
5，6（3，12）9（8，11）7（2，1）4－10
5（6，9）（3，12）（8，7）11（1，4）2＝10

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

勝馬の
紹 介

エ ウ ロ パ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2019．8．31 新潟12着

2017．2．10生 牝2栗 母 エリモジェンヌ 母母 エリモシンフォニー 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 リンガスウォリアー号の騎手西村淳也は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・10番）
〔その他〕 ザビーチ号は，発走後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レーヴドオルフェ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月19日まで平地

競走に出走できない。

第３回 新潟競馬 第３日



2902710月19日 曇 稍重 （1新潟3） 第3日 第3競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走10時55分 （ダート・左）（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

22 � ソフトポジション 牡4鹿 57
56 ☆西村 淳也北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 470＋ 41：11．7 16．1�

55 シゲルスピネル 牝3栗 53
50 ▲菅原 明良森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B454± 01：11．8� 7．7�

810� メープルリキュール 牝4栗 55
52 ▲藤田菜七子 �社台レースホース竹内 正洋 千歳 社台ファーム 450＋ 61：12．11� 3．7�

33 ベルアーシュ 牝4芦 55 長岡 禎仁矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B470＋ 6 〃 ハナ 5．6�
44 コンセッションズ 牝4栗 55 吉田 隼人山住 勲氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 436－ 41：12．31� 12．3�
66 ア マ デ ウ ス 牡3黒鹿 55

54 ☆横山 武史中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育
成牧場 B456＋ 21：12．51� 3．9	

77 スマートアムール 牝5栗 55 横山 和生大川 徹氏 粕谷 昌央 浦河 杵臼牧場 464－ 61：12．81� 50．3

89 メイショウモルサ 牡3鹿 55

52 ▲団野 大成松本 和子氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 494＋ 21：12．9� 4．5�
11 � セルリアンユウガ 牡4鹿 57 柴山 雄一�イクタ 天間 昭一 新冠 ムラカミファーム 464＋ 51：13．43 194．3�
78 ダディフィンガー 牡3鹿 55 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 490＋ 81：13．5� 25．4
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売 得 金
単勝： 23，327，100円 複勝： 30，612，100円 枠連： 6，604，600円
馬連： 31，922，000円 馬単： 17，633，000円 ワイド： 25，539，200円
3連複： 42，245，200円 3連単： 58，512，300円 計： 236，395，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，610円 複 勝 � 320円 � 250円 � 170円 枠 連（2－5） 4，670円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 7，980円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 1，230円 �� 710円

3 連 複 ��� 5，120円 3 連 単 ��� 38，770円

票 数

単勝票数 計 233271 的中 � 11579（7番人気）
複勝票数 計 306121 的中 � 21859（7番人気）� 31167（5番人気）� 54175（2番人気）
枠連票数 計 66046 的中 （2－5） 1095（18番人気）
馬連票数 計 319220 的中 �� 6548（19番人気）
馬単票数 計 176330 的中 �� 1657（40番人気）
ワイド票数 計 255392 的中 �� 5670（19番人気）�� 5226（20番人気）�� 9484（10番人気）
3連複票数 計 422452 的中 ��� 6181（23番人気）
3連単票数 計 585123 的中 ��� 1094（176番人気）

ハロンタイム 11．9―11．1―11．3―12．2―11．9―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―23．0―34．3―46．5―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ソフトポジション �
�
父 アサクサキングス �

�
母父 ア フ リ ー ト

2015．2．22生 牡4鹿 母 ヤマシロギク 母母 ミラクルラブ 22戦1勝 賞金 25，530，000円
地方デビュー 2017．4．18 門別

〔制裁〕 メープルリキュール号の騎手藤田菜七子は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）

2902810月19日 曇 良 （1新潟3） 第3日 第4競走 ��3，250�障害3歳以上オープン
発走11時25分 （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：28．7良

89 ノワールギャルソン 牡7黒鹿61 江田 勇亮ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 450－ 43：36．3 2．3�
11 テイエムコンドル 牡8鹿 60 五十嵐雄祐竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 470± 03：36．51� 15．3�
810 トーヨーピース 牡5鹿 61 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 472－ 63：36．71� 5．2�
77 � ヤマタケジャイアン �6芦 60 上野 翔山中 和子氏 萱野 浩二 浦河 浦河小林牧場 468＋ 43：36．91� 131．0�
78 アドマイヤフォルム 牡6黒鹿61 北沢 伸也近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 482－10 〃 クビ 18．7�
55 ダノンロッソ 牡5青鹿60 熊沢 重文�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 438＋ 23：37．0	 4．5	
33 ランドハイパワー 牡6鹿 60 森 一馬木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 496－ 43：37．21� 10．1

66 シゲルサツマイモ 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 大橋 勇樹 日高 スウィング

フィールド牧場 492＋ 2 〃 クビ 9．0�
44 サムライフォンテン 牡6黒鹿60 石神 深一吉橋 興生氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 492＋ 43：39．0大差 81．9�
22 キタサンサジン 牡7栗 60 難波 剛健大野商事 梅田 智之 新ひだか 米田牧場 536－ 83：39．63	 14．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，927，700円 複勝： 17，241，900円 枠連： 6，776，700円
馬連： 24，438，900円 馬単： 13，062，700円 ワイド： 17，733，000円
3連複： 38，489，700円 3連単： 52，099，500円 計： 184，770，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 250円 � 160円 枠 連（1－8） 1，060円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 500円 �� 250円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 9，020円

票 数

単勝票数 計 149277 的中 � 49972（1番人気）
複勝票数 計 172419 的中 � 46729（1番人気）� 13011（6番人気）� 26537（3番人気）
枠連票数 計 67767 的中 （1－8） 4934（4番人気）
馬連票数 計 244389 的中 �� 12539（5番人気）
馬単票数 計 130627 的中 �� 4842（6番人気）
ワイド票数 計 177330 的中 �� 8721（5番人気）�� 21302（2番人気）�� 4115（14番人気）
3連複票数 計 384897 的中 ��� 13359（6番人気）
3連単票数 計 520995 的中 ��� 4183（22番人気）
上り 1マイル 1：45．2 4F 51．5－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ノワールギャルソン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．11．15 東京2着

2012．5．6生 牡7黒鹿 母 レッドアゲート 母母 セカンドチャンス 障害：9戦3勝 賞金 49，780，000円



2902910月19日 曇 良 （1新潟3） 第3日 第5競走 1，200�2歳未勝利
発走12時15分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000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

11 チェアリングソング 牡2栗 55
52 ▲藤田菜七子 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 41：11．0 6．4�
713 コスモアンジュ 牝2鹿 54

53 ☆西村 淳也岡田 繁幸氏 武藤 善則 新冠 安達 洋生 468± 01：11．1� 8．5�
714 ゴールデンエポック 牡2栗 55

54 ☆横山 武史ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450－ 61：11．2� 4．6�

816 ク サ ヒ バ リ 牝2黒鹿54 吉田 隼人�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 426＋ 21：11．41� 8．1�

59 ハワーマハル 牝2鹿 54 西田雄一郎	ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 458＋14 〃 ハナ 114．0

47 テンジュイン 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良 	ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 418＋ 6 〃 クビ 4．8�
23 サントマリー 牝2栗 54

52 △木幡 育也岡田 牧雄氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 444－ 2 〃 アタマ 20．5�
12 ブラックトマホーク 牡2黒鹿55 丸山 元気吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：11．5クビ 9．8
612 ユーメイドリーム 牝2黒鹿54 勝浦 正樹大野 裕氏 松山 将樹 浦河 金成吉田牧場 424－101：11．6� 28．5�
24 フレンドピース 牝2鹿 54 柴田 善臣横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 泊 寿幸 434＋101：11．81� 17．5�
36 ロードカバチ 牡2青鹿 55

52 ▲小林 凌大 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新ひだか 泊 寿幸 428＋ 21：12．01� 43．8�
510 インテレット 牡2栗 55

53 △斎藤 新近藤 英子氏 森田 直行 浦河 辻 牧場 412＋ 8 〃 アタマ 17．2�
48 コパノラクラク 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成小林 祥晃氏 和田 勇介 新ひだか 谷岡牧場 434± 01：12．21� 89．3�
611 ルーティンベル 牡2鹿 55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 粕谷 昌央 新ひだか 松田牧場 470＋ 61：12．3� 314．3�
815 トミケンリフリーク 牝2鹿 54 荻野 極冨樫 賢二氏 竹内 正洋 青森 マルシチ牧場 454＋ 8 〃 ハナ 41．6�
35 ブ ル ー ベ ル 牡2黒鹿55 井上 敏樹	和田牧場 石毛 善彦 新冠 対馬 正 434－ 21：12．62 238．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，896，500円 複勝： 38，224，600円 枠連： 14，494，500円
馬連： 41，874，400円 馬単： 18，561，200円 ワイド： 37，772，600円
3連複： 67，119，200円 3連単： 67，220，600円 計： 310，163，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 210円 � 260円 � 160円 枠 連（1－7） 720円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 5，370円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 710円 �� 710円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 25，810円

票 数

単勝票数 計 248965 的中 � 32209（3番人気）
複勝票数 計 382246 的中 � 46724（3番人気）� 33692（5番人気）� 69909（1番人気）
枠連票数 計 144945 的中 （1－7） 15406（2番人気）
馬連票数 計 418744 的中 �� 10209（9番人気）
馬単票数 計 185612 的中 �� 2588（17番人気）
ワイド票数 計 377726 的中 �� 8165（12番人気）�� 13928（5番人気）�� 13910（6番人気）
3連複票数 計 671192 的中 ��� 10972（7番人気）
3連単票数 計 672206 的中 ��� 1888（44番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．7―12．1―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．0―47．1―58．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 ・（4，13）（1，14，15）16（3，12）8，7，2（11，10）（6，9）5 4 ・（4，13）（1，14，15，16）（3，12，8）7，2（11，10，9）6，5

勝馬の
紹 介

チェアリングソング �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 エアジハード デビュー 2019．8．24 新潟4着

2017．4．23生 牡2栗 母 チェアユーアップ 母母 キョウエイマリー 3戦1勝 賞金 7，400，000円

2903010月19日 雨 良 （1新潟3） 第3日 第6競走 1，800�2歳未勝利
発走12時45分 （芝・左・外）

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
1：46．6
1：45．6

良
良

44 シークレットローザ 牝2鹿 54
52 △斎藤 新二木 英実氏 田村 康仁 平取 清水牧場 460＋ 21：48．8 7．5�

66 シ ン ド ラ ー 牝2鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 480－ 81：48．9� 1．8�
11 バトーブラン 牝2芦 54 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 428± 01：49．21� 14．9�
55 パ ラ パ ラ 牝2青鹿 54

51 ▲菅原 明良門野 重雄氏 作田 誠二 日高 奥山 博 454－ 21：49．41� 19．7�
33 シゲルタイヨウ 牡2黒鹿 55

53 △木幡 育也森中 蕃氏 千田 輝彦 浦河 アイオイファーム 458－ 4 〃 アタマ 61．2�
22 グロワールポン 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子花野 友象氏 田中 清隆 新冠 松浦牧場 B490＋ 81：50．03� 17．3	
88 アピテソーロ 牡2青鹿 55

54 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 484± 01：50．1� 3．9


77 シバノレイワ 牡2黒鹿55 荻野 極柴 一男氏 萱野 浩二 新冠 中央牧場 450－101：51．37 37．0�
89 クリップルクリーク 牝2黒鹿 54

51 ▲団野 大成�三嶋牧場 黒岩 陽一 浦河 三嶋牧場 432± 01：53．1大差 39．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 24，647，200円 複勝： 64，321，900円 枠連： 4，602，100円
馬連： 23，970，900円 馬単： 20，029，200円 ワイド： 20，674，400円
3連複： 32，304，500円 3連単： 78，385，200円 計： 268，935，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 160円 � 110円 � 210円 枠 連（4－6） 510円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，070円 �� 430円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 14，290円

票 数

単勝票数 計 246472 的中 � 27490（3番人気）
複勝票数 計 643219 的中 � 29997（3番人気）� 495224（1番人気）� 19387（4番人気）
枠連票数 計 46021 的中 （4－6） 6957（2番人気）
馬連票数 計 239709 的中 �� 34157（2番人気）
馬単票数 計 200292 的中 �� 7578（8番人気）
ワイド票数 計 206744 的中 �� 32525（1番人気）�� 4115（15番人気）�� 11474（6番人気）
3連複票数 計 323045 的中 ��� 12095（7番人気）
3連単票数 計 783852 的中 ��� 3976（50番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．5―12．2―12．7―13．0―11．5―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―23．2―34．7―46．9―59．6―1：12．6―1：24．1―1：35．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シークレットローザ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．9．28 中山7着

2017．3．8生 牝2鹿 母 サンデーローザ 母母 アスクローザ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 シークレットローザ号の騎手斎藤新は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：7番・6番）

シークレットローザ号の騎手斎藤新は，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。（被害馬：1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリップルクリーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月19日まで平

地競走に出走できない。



2903110月19日 雨 稍重 （1新潟3） 第3日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）（500万円以下）

若手騎手；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

67 トモジャドット 牡3栗 55
52 ▲菅原 明良吉冨 朝美氏 小笠 倫弘 新冠 ハクツ牧場 532－ 41：10．5 5．1�

22 サトノユニゾン �4鹿 57
55 △斎藤 新 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 新ひだか グランド牧場 B498－ 6 〃 ハナ 6．3�

44 コマノバルーガ 牡3鹿 55 加藤 祥太長谷川芳信氏 庄野 靖志 むかわ 新井牧場 480＋ 61：11．13� 2．8�
811 メイショウドウドウ 牡4黒鹿57 城戸 義政松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 470－ 61：11．84 51．3�
812 ヘ ル メ ッ ト 牝3栗 53

50 ▲団野 大成�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 494－101：11．9クビ 4．1	
11 メイショウバンダイ 牡6栗 57

56 ☆横山 武史松本 和子氏 長谷川浩大 浦河 斉藤英牧場 452－ 4 〃 クビ 75．8

710 ステイホット 牝3栗 53

50 ▲藤田菜七子小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 466± 01：12．11� 7．0�
55 タイドオブハピネス 牡3黒鹿 55

52 ▲大塚 海渡 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 作田 誠二 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 41：12．2� 86．5�

79 タガノブディーノ 牝4栗 55 荻野 極八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476＋ 6 〃 アタマ 27．0

33 クニノオーシャン 牡4芦 57 木幡 初也太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本 幸雄 480－ 21：12．83� 276．3�
56 ブルベアブロッコリ 牡4黒鹿 57

56 ☆森 裕太朗 �ブルアンドベア 藤沢 則雄 新ひだか 矢野牧場 504－ 61：13．22� 87．2�
68 タイセイトレンディ �4青鹿 57

56 ☆西村 淳也田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 458± 01：13．52 13．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，077，700円 複勝： 32，383，900円 枠連： 8，052，900円
馬連： 35，434，200円 馬単： 18，870，100円 ワイド： 28，289，800円
3連複： 49，723，900円 3連単： 65，865，600円 計： 264，698，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 160円 � 150円 枠 連（2－6） 1，110円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 430円 �� 420円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 12，460円

票 数

単勝票数 計 260777 的中 � 40242（3番人気）
複勝票数 計 323839 的中 � 46573（4番人気）� 51596（3番人気）� 60436（2番人気）
枠連票数 計 80529 的中 （2－6） 5617（6番人気）
馬連票数 計 354342 的中 �� 19261（7番人気）
馬単票数 計 188701 的中 �� 5082（12番人気）
ワイド票数 計 282898 的中 �� 16694（6番人気）�� 17125（5番人気）�� 16253（7番人気）
3連複票数 計 497239 的中 ��� 19458（7番人気）
3連単票数 計 658656 的中 ��� 3832（46番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．5―12．2―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．2―46．4―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．8―3F36．3
3 2，7（12，8）4－1－（10，11）－（5，9）－6，3 4 2，7（4，12）8，1－（10，11）－（5，9）－（3，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トモジャドット �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．10．8 東京16着

2016．3．19生 牡3栗 母 グラッドリー 母母 プ チ ア ノ 8戦2勝 賞金 14，350，000円

2903210月19日 雨 稍重 （1新潟3） 第3日 第8競走 1，600�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・左・外）（500万円以下）

牝；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
1：31．5
1：30．3

良
良

816 キャンディストーム 牝5鹿 55 勝浦 正樹ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492± 01：35．8 15．7�

59 ト ロ シ ュ ナ 牝3黒鹿 53
52 ☆横山 武史 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 460＋14 〃 ハナ 3．0�

23 ジーナスイート 牝4芦 55 丸山 元気 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：36．11� 6．7�
612 ベルキューティ 牝3黒鹿 53

51 △斎藤 新子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 410－ 6 〃 クビ 16．5�
12 シャワークライム 牝3黒鹿53 柴山 雄一吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 424－101：36．2� 45．2�
818 マルシュロレーヌ 牝3鹿 53 田中 勝春 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：36．41� 6．6	
11 カ レ ン 牝5栗 55

52 ▲菅原 明良�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 490＋ 41：36．5� 11．7

35 ハーツフェルト 牝4栗 55

54 ☆西村 淳也林 正道氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 478＋ 81：36．71� 51．6�
510 エバープリンセス 牝5栗 55 柴田 善臣宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム B468＋101：36．8� 249．7�
24 オメガハートクィン 牝3黒鹿53 吉田 隼人原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 438＋ 2 〃 ハナ 22．3
817 ステラルージュ 牝5栗 55 高倉 稜野田 善己氏 渡辺 薫彦 新冠 中村 弘昭 412－ 11：36．9クビ 66．8�
713 アイワナビリーヴ 牝3黒鹿 53

51 △木幡 育也 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 462－ 81：37．11� 15．0�
48 プロスペリティ 牝3黒鹿 53

50 ▲大塚 海渡 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 450＋161：37．2� 50．3�
715 ラフェリシテ 牝3鹿 53 横山 和生 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 426－ 21：37．3� 15．2�
36 ファクトゥーラ 牝3黒鹿 53

50 ▲藤田菜七子 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋10 〃 ハナ 13．2�

47 ミッドナイトラヴ 牝3黒鹿 53
50 ▲団野 大成 �社台レースホース松永 幹夫 安平 追分ファーム 462± 01：37．4� 81．5�

611 マイエンフェルト 牝3鹿 53 中谷 雄太 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 446－ 61：37．61 14．4�
714� コスモフェリーク 牝4栗 55 木幡 初也栗嶋 豊明氏 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 61：38．13 292．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 27，944，000円 複勝： 38，671，700円 枠連： 13，543，900円
馬連： 43，771，800円 馬単： 20，004，000円 ワイド： 37，396，600円
3連複： 70，764，600円 3連単： 76，486，100円 計： 328，582，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，570円 複 勝 � 500円 � 160円 � 190円 枠 連（5－8） 1，180円

馬 連 �� 6，050円 馬 単 �� 17，730円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 3，200円 �� 460円

3 連 複 ��� 15，040円 3 連 単 ��� 145，920円

票 数

単勝票数 計 279440 的中 � 14198（9番人気）
複勝票数 計 386717 的中 � 14972（10番人気）� 76345（1番人気）� 57557（2番人気）
枠連票数 計 135439 的中 （5－8） 8829（4番人気）
馬連票数 計 437718 的中 �� 5599（22番人気）
馬単票数 計 200040 的中 �� 846（70番人気）
ワイド票数 計 373966 的中 �� 4494（30番人気）�� 2842（41番人気）�� 22930（1番人気）
3連複票数 計 707646 的中 ��� 3528（48番人気）
3連単票数 計 764861 的中 ��� 380（529番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．1―12．4―12．1―11．7―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．7―35．8―48．2―1：00．3―1：12．0―1：23．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キャンディストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Caerleon デビュー 2017．1．7 京都2着

2014．3．27生 牝5鹿 母 キャンディス 母母 Criquette 18戦3勝 賞金 30，900，000円



2903310月19日 雨 重 （1新潟3） 第3日 第9競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時15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
1：47．6

稍重
重

22 カフェプリンス 牡3鹿 55
54 ☆西村 淳也西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 504± 01：51．0 7．1�

33 ゴールデンライオン 牡3鹿 55 吉田 隼人石瀬 浩三氏 川村 禎彦 新冠 小泉牧場 488－ 61：51．42� 23．2�
11 ヴィジャランス 牡4青鹿 57

54 ▲団野 大成加藤 誠氏 中竹 和也 浦河 小林 仁 B540＋ 81：51．61� 14．0�
88 スキッピングロック 牡3鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 456－ 81：51．92 6．4�
44 トレイントレイン 牡3黒鹿55 西田雄一郎�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B508＋ 41：52．21� 2．9	
77 タイセイシャトル 牡3栗 55

53 △斎藤 新田中 成奉氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 486＋ 2 〃 クビ 5．7

55 ポイントオブオナー 牡3栗 55 丸山 元気吉田 勝己氏 田中 剛 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：54．0大差 12．0�
66 スリーヴリーグ 牡3栗 55

54 ☆横山 武史�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 490－ 81：54．1� 4．1�
89 � ワンダーポピュレル 牝4鹿 55 小坂 忠士山本 能成氏 奥村 豊 浦河 藤春 修二 486－ 61：55．59 107．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 20，584，300円 複勝： 21，912，500円 枠連： 6，264，800円
馬連： 30，769，500円 馬単： 18，392，900円 ワイド： 22，224，800円
3連複： 36，891，200円 3連単： 69，300，800円 計： 226，340，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 410円 � 340円 枠 連（2－3） 4，590円

馬 連 �� 4，850円 馬 単 �� 7，430円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 1，070円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 12，280円 3 連 単 ��� 69，580円

票 数

単勝票数 計 205843 的中 � 22984（5番人気）
複勝票数 計 219125 的中 � 25607（5番人気）� 13069（8番人気）� 16558（6番人気）
枠連票数 計 62648 的中 （2－3） 1056（20番人気）
馬連票数 計 307695 的中 �� 4909（23番人気）
馬単票数 計 183929 的中 �� 1856（34番人気）
ワイド票数 計 222248 的中 �� 3924（19番人気）�� 5464（14番人気）�� 2522（26番人気）
3連複票数 計 368912 的中 ��� 2252（44番人気）
3連単票数 計 693008 的中 ��� 722（255番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．3―13．2―12．7―12．3―12．5―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．5―48．7―1：01．4―1：13．7―1：26．2―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カフェプリンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Bandini デビュー 2018．10．20 東京16着

2016．1．28生 牡3鹿 母 カフェヒミコ 母母 Yamato Damashii 7戦2勝 賞金 14，750，000円
〔発走状況〕 タイセイシャトル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

2903410月19日 雨 稍重 （1新潟3） 第3日 第10競走 ��2，200�
い わ ふ ね

岩 船 特 別
発走14時50分 （芝・左）

3歳以上，1勝クラス（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 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 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

810 サンアップルトン 牡3黒鹿54 柴田 善臣 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社
ケイズ 466＋ 22：15．7 6．4�

79 ダークナイトムーン �4鹿 57 勝浦 正樹 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B464－122：16．23 18．1�

67 ロードブレス 牡3黒鹿54 中井 裕二 �ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 500－ 22：16．41 26．6�
78 ヘブンリーデイズ 牡4鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 22：16．82� 3．4�
811� ス テ ィ ー ン 牡3鹿 54 横山 武史ゴドルフィン 池江 泰寿 愛 Zalim Bifov 486＋122：17．11	 7．7	
11 
 イルーシヴゴールド 牝4芦 55 中谷 雄太 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：17．2	 3．2

22 ブルースカイハーツ 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 日高 タバタファーム 438± 0 〃 アタマ 5．6�
33 ワタシヲマッテル 牝4栗 55 西村 淳也小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 464－ 22：17．41 29．7�
44 
 レッドリュンヌ 牝6栗 55 嶋田 純次Mr．ホース 南田美知雄 安平 ノーザンファーム 434－ 62：17．61� 29．8
66 クラウンマグマ �6黒鹿57 柴山 雄一矢野 恭裕氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 450－ 82：18．23� 271．0�
55 イクヨロブロイ 牡4黒鹿57 藤田菜七子太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 B476＋ 42：18．83� 33．0�
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売 得 金
単勝： 28，598，100円 複勝： 38，331，200円 枠連： 12，303，300円
馬連： 52，866，600円 馬単： 26，653，300円 ワイド： 36，506，000円
3連複： 74，428，300円 3連単： 106，583，600円 計： 376，270，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 500円 � 640円 枠 連（7－8） 600円

馬 連 �� 7，240円 馬 単 �� 11，310円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 2，410円 �� 4，620円

3 連 複 ��� 38，330円 3 連 単 ��� 188，470円

票 数

単勝票数 計 285981 的中 � 35683（4番人気）
複勝票数 計 383312 的中 � 55080（4番人気）� 18543（6番人気）� 13964（9番人気）
枠連票数 計 123033 的中 （7－8） 15742（2番人気）
馬連票数 計 528666 的中 �� 5655（22番人気）
馬単票数 計 266533 的中 �� 1767（35番人気）
ワイド票数 計 365060 的中 �� 4585（22番人気）�� 3920（27番人気）�� 2013（38番人気）
3連複票数 計 744283 的中 ��� 1456（81番人気）
3連単票数 計1065836 的中 ��� 410（410番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．1―12．8―13．2―12．7―12．2―11．9―11．9―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．8―24．3―36．4―49．2―1：02．4―1：15．1―1：27．3―1：39．2―1：51．1―2：03．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンアップルトン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．12．15 中山4着

2016．4．25生 牡3黒鹿 母 シ ナ ル 母母 イブキスタイリスト 7戦2勝 賞金 23，554，000円



2903510月19日 雨 重 （1新潟3） 第3日 第11競走 ��1，200�
みょうこう

妙 高 特 別
発走15時25分 （ダート・左）

3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

611� マラードザレコード �5青鹿57 吉田 隼人岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park
Stud Ltd B462－ 21：09．1レコード 1．8�

11 クリノレオノール 牝5鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 458＋ 21：09．73� 325．2�
712 シ ス ル 牝4青 55 横山 武史中村 祐子氏 新開 幸一 新ひだか オギオギ牧場 508＋ 8 〃 ハナ 6．9�
22 � スーパーモリオン 牡5青鹿57 斎藤 新林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 520＋101：09．8	 29．7�
35 ショウナンガナドル 牡3黒鹿55 木幡 育也国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 谷川牧場 480＋ 21：10．01
 18．3�
815 シュピールカルテ 牝5青鹿55 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新冠 ビッグレッドファーム B468－ 81：10．2	 23．3	
47 サーストンバーラム 牡3栗 55 柴田 善臣齊藤 宣勝氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464± 01：10．41
 8．2

610� リュウシンベガス 牡5黒鹿57 西村 淳也桑畑 �信氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 502－ 41：10．61
 27．7�
23 ラニカイシチー 牡5鹿 57 中井 裕二 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 新冠 パカパカ

ファーム 468＋ 61：10．7� 328．1
58 トウショウデュエル 牡7栗 57 木幡 初也トウショウ産業� 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 B528＋ 6 〃 クビ 131．8�
814 スターペスマリア 牝5栗 55 団野 大成河野和香子氏 石橋 守 新冠 村上 欽哉 494＋ 41：10．8クビ 18．8�
34 � ロンドンテソーロ 牡3栗 55 丸山 元気了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 502＋ 8 〃 クビ 5．2�

713� アストロローグ �4鹿 57 菅原 明良 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 B486＋ 81：10．9� 134．4�

59 � ステラルーチェ 牡7栗 57 伴 啓太池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム B484＋ 41：11．11� 67．7�
46 ノーザンクリス 牡4芦 57 横山 和生 C．チェン氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 528± 01：11．41� 149．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，388，200円 複勝： 54，907，000円 枠連： 27，592，400円
馬連： 116，485，300円 馬単： 53，740，200円 ワイド： 67，377，100円
3連複： 172，647，700円 3連単： 244，385，500円 計： 778，523，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 3，450円 � 180円 枠 連（1－6） 11，280円

馬 連 �� 23，530円 馬 単 �� 28，100円

ワ イ ド �� 7，450円 �� 280円 �� 25，340円

3 連 複 ��� 36，830円 3 連 単 ��� 229，210円

票 数

単勝票数 計 413882 的中 � 176369（1番人気）
複勝票数 計 549070 的中 � 215858（1番人気）� 2082（15番人気）� 67660（2番人気）
枠連票数 計 275924 的中 （1－6） 1895（24番人気）
馬連票数 計1164853 的中 �� 3836（41番人気）
馬単票数 計 537402 的中 �� 1434（60番人気）
ワイド票数 計 673771 的中 �� 2087（50番人気）�� 75374（1番人気）�� 609（81番人気）
3連複票数 計1726477 的中 ��� 3515（81番人気）
3連単票数 計2443855 的中 ��� 773（452番人気）

ハロンタイム 11．5―10．7―10．9―11．6―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．5―22．2―33．1―44．7―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 11（4，15）12－（2，5）（1，14）（7，6，9）（8，13）－10，3 4 11－（4，15）12－（2，5）1，14（7，9）（8，6，13）－（3，10）

勝馬の
紹 介

�マラードザレコード �
�
父 Pivotal �

�
母父 Invincible Spirit デビュー 2016．7．31 小倉11着

2014．4．1生 �5青鹿 母 Cape Elizabeth 母母 Maine Lobster 19戦3勝 賞金 50，863，000円
〔制裁〕 シュピールカルテ号の騎手柴山雄一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番・13

番）

2903610月19日 雨 稍重 （1新潟3） 第3日 第12競走 1，000�
いなびかり

稲 光 特 別
発走16時00分 （芝・直線）

3歳以上，1勝クラス（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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

68 アルミューテン 牝5栗 55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 496－ 6 56．5 6．2�

710 コンピレーション �5黒鹿57 嶋田 純次 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476± 0 56．82 4．9�
812� エムオールビー 牝3青鹿53 西田雄一郎大浅 貢氏 尾形 和幸 安平 �橋本牧場 404± 0 57．01� 2．0�
79 グラスレガシー 牝4黒鹿55 斎藤 新半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B516－ 4 57．63� 10．8�
811� アイファーブレーヴ 牡4黒鹿57 柴山 雄一中島 稔氏 作田 誠二 新ひだか 野表 篤夫 462－ 5 57．81� 128．8�
33 トモジャファイブ 牡3鹿 55 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 500＋ 6 58．11	 9．5	
44 イリスファルコン 牝5鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 432－ 6 58．2� 125．0

55 � レ ガ 牝4栗 55 嘉藤 貴行榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 2 〃 クビ 53．2�
11 ポルボローネ 牝7栗 55 丸山 元気小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 438－ 2 58．3� 51．8�
67 エイトマイル 牡3芦 55 西村 淳也 Him Rock Racing

ホールディングス 西園 正都 日高 タバタファーム 484－ 2 58．4クビ 9．1�
56 � ザラストキャンディ 牝4鹿 55 吉田 隼人藤田 在子氏 天間 昭一 新冠 山岡牧場 454＋ 6 59．03� 187．0�
22 サウンドカナロア 牡3鹿 55 藤田菜七子増田 雄一氏 村山 明 新冠 飛渡牧場 B456－10 59．63� 33．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，619，300円 複勝： 44，343，500円 枠連： 21，437，800円
馬連： 76，690，900円 馬単： 43，309，400円 ワイド： 48，694，300円
3連複： 115，447，300円 3連単： 202，356，300円 計： 595，898，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 130円 � 110円 枠 連（6－7） 650円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 460円 �� 300円 �� 200円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 9，180円

票 数

単勝票数 計 436193 的中 � 55731（3番人気）
複勝票数 計 443435 的中 � 47758（3番人気）� 82445（2番人気）� 145757（1番人気）
枠連票数 計 214378 的中 （6－7） 25261（3番人気）
馬連票数 計 766909 的中 �� 40869（6番人気）
馬単票数 計 433094 的中 �� 11303（9番人気）
ワイド票数 計 486943 的中 �� 23569（6番人気）�� 39991（2番人気）�� 71727（1番人気）
3連複票数 計1154473 的中 ��� 89867（1番人気）
3連単票数 計2023563 的中 ��� 15981（27番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―10．9―10．9―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．0―33．9―44．8

上り4F44．3－3F33．5
勝馬の
紹 介

アルミューテン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Maria’s Mon デビュー 2016．9．17 中山1着

2014．5．4生 牝5栗 母 デ ラ セ ー ラ 母母 Primo Ordine 18戦2勝 賞金 28，517，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウンドカナロア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月19日まで平地

競走に出走できない。



（1新潟3）第3日 10月19日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 148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

194，680，000円
3，890，000円
17，360，000円
1，600，000円
21，520，000円
61，537，000円
5，244，800円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
303，902，200円
417，067，800円
133，631，200円
526，328，200円
275，526，800円
378，395，700円
776，297，400円
1，118，874，300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 3，930，023，600円

総入場人員 7，598名 （有料入場人員 6，327名）
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