
2906110月27日 雨 稍重 （1新潟3） 第6日 第1競走 ��1，400�2歳未勝利
発走9時50分 （芝・左）

牝；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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

22 メルテッドハニー 牝2黒鹿 54
51 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 390－ 61：22．9 20．4�

58 キ ー ダ イ ヤ 牝2鹿 54
53 ☆西村 淳也青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 440－101：23．1� 2．7�

47 クインズラプソディ 牝2鹿 54
51 ▲団野 大成岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 434－ 61：23．31� 25．5�

35 シオミチクレバ 牝2鹿 54 津村 明秀谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 478－ 21：23．62 5．9�
815 テンジュイン 牝2鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 418± 01：23．91� 27．7�
46 ウインクルジニー 牝2鹿 54 秋山真一郎塚本 能交氏 高橋 亮 日高 竹島 幸治 446－ 61：24．22 11．1	
712 フェニーチェスタ 牝2栗 54 吉田 隼人 KRジャパン 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 424－ 21：24．3� 61．7

11 ミ コ ハ ー ン 牝2黒鹿54 �島 克駿古賀 慎一氏 浅見 秀一 新ひだか 下屋敷牧場 414＋ 2 〃 クビ 70．1�
34 メイショウヒトハル 牝2黒鹿54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 488－ 81：24．4クビ 34．1�
713 ブロッケンリング 牝2鹿 54

52 △木幡 育也 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 412± 0 〃 ハナ 58．7
610 グラマラスマリー 牝2栗 54 菱田 裕二 �社台レースホース千田 輝彦 千歳 社台ファーム 478－ 21：24．72 12．1�
23 シ ェ ク ロ エ 牝2青 54

53 ☆横山 武史小川眞査雄氏 小野 次郎 新冠 秋田牧場 434＋ 2 〃 アタマ 4．5�
611 グートエーデル 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 村上 雅規 436＋161：24．8� 127．5�
814 ソ テ ィ ラ ス 牝2芦 54 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 424± 0 〃 アタマ 238．1�
59 ラヴアンドゲーム 牝2鹿 54

51 ▲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 436± 01：28．5大差 20．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 23，619，800円 複勝： 36，741，200円 枠連： 9，514，100円
馬連： 39，479，900円 馬単： 19，995，400円 ワイド： 35，199，600円
3連複： 63，350，400円 3連単： 68，020，900円 計： 295，921，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 530円 � 140円 � 490円 枠 連（2－5） 440円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 6，140円

ワ イ ド �� 890円 �� 3，350円 �� 940円

3 連 複 ��� 10，500円 3 連 単 ��� 75，750円

票 数

単勝票数 計 236198 的中 � 9830（7番人気）
複勝票数 計 367412 的中 � 13859（8番人気）� 101862（1番人気）� 15176（7番人気）
枠連票数 計 95141 的中 （2－5） 16706（1番人気）
馬連票数 計 394799 的中 �� 14274（7番人気）
馬単票数 計 199954 的中 �� 2442（21番人気）
ワイド票数 計 351996 的中 �� 10459（6番人気）�� 2591（39番人気）�� 9849（8番人気）
3連複票数 計 633504 的中 ��� 4525（35番人気）
3連単票数 計 680209 的中 ��� 651（235番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．1―11．7―11．8―12．4―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．3―46．0―57．8―1：10．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メルテッドハニー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．29 中京4着

2017．2．21生 牝2黒鹿 母 メ リ オ ー ル 母母 メリュジーヌ 6戦1勝 賞金 9，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラヴアンドゲーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月27日まで平地

競走に出走できない。

2906210月27日 曇 重 （1新潟3） 第6日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時15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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

58 ハヤブサペコムスメ 牝2栗 54 吉田 隼人武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 452＋ 61：11．9 1．7�
34 � シルバージャック 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子阿津 昌弘氏 和田正一郎 米 C. Kidder
& N. Cole 484－ 21：12．11� 9．1�

610 バーンパッション 牡2黒鹿55 石川裕紀人岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 真歌田中牧場 460＋ 41：12．63 28．6�
713 ベルウッドコチョウ 牡2黒鹿 55

53 △木幡 育也鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 470± 0 〃 アタマ 26．1�
22 コンゴウレイワ 牝2栗 54

51 ▲団野 大成金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 450－ 4 〃 クビ 30．2�
712 ダイシンウィット 牡2栗 55

54 ☆横山 武史大八木信行氏 小笠 倫弘 新冠 隆栄牧場 B492＋ 21：13．02 31．1�
46 アイアムイチオシ 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 524－ 21：13．21	 5．3	
11 シゲルナガレボシ 牝2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 大林ファーム 444＋ 21：13．3	 10．9

59 ジ ョ イ 牝2栗 54 丹内 祐次西村 專次氏 古賀 史生 浦河 岡本 昌市 448－ 41：13．51� 28．3�
35 ディアデイジー 牝2鹿 54 丸田 恭介豊井 義次氏 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 446＋ 21：13．82 131．9�
47 コイツバメカツコ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士大久保與志雄氏 黒岩 陽一 日高 メイプルファーム 430－ 21：13．9
 73．4
815 ハナノルージュ 牝2鹿 54 酒井 学華山 龍一氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 430± 01：14．32	 128．9�
814 ナックライオン 牡2黒鹿55 木幡 初也小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 シンボリ牧場 502＋ 41：14．4クビ 113．9�
23 リードザウイニング �2鹿 55 西田雄一郎杉山 忠国氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 460－ 81：15．46 215．4�
611 キリシマブリッジ 牝2黒鹿54 的場 勇人土屋 君春氏 的場 均 宮崎 土屋牧場 B444＋ 61：15．5クビ 72．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，993，200円 複勝： 36，552，000円 枠連： 7，661，300円
馬連： 31，345，700円 馬単： 18，034，400円 ワイド： 28，659，900円
3連複： 49，307，400円 3連単： 64，265，700円 計： 258，819，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 250円 � 520円 枠 連（3－5） 690円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 420円 �� 840円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 5，300円 3 連 単 ��� 16，330円

票 数

単勝票数 計 229932 的中 � 109336（1番人気）
複勝票数 計 365520 的中 � 174225（1番人気）� 24058（4番人気）� 9541（8番人気）
枠連票数 計 76613 的中 （3－5） 8541（3番人気）
馬連票数 計 313457 的中 �� 32873（3番人気）
馬単票数 計 180344 的中 �� 11526（3番人気）
ワイド票数 計 286599 的中 �� 19178（3番人気）�� 8665（8番人気）�� 2018（32番人気）
3連複票数 計 493074 的中 ��� 6967（16番人気）
3連単票数 計 642657 的中 ��� 2853（45番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．5―12．3―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．5―46．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハヤブサペコムスメ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．6．22 函館3着

2017．3．11生 牝2栗 母 ハヤブサペコチャン 母母 アイチェックユー 4戦1勝 賞金 8，600，000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６日



2906310月27日 曇 重 （1新潟3） 第6日 第3競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時40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
1：49．5
1：47．6

稍重
重

89 デッドアヘッド 牡3鹿 55
52 ▲団野 大成 �社台レースホース藤沢 和雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B478－ 81：51．7 1．8�
55 アルムチャレンジ 牡5黒鹿57 �島 克駿﨑川美枝子氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 498－ 21：52．76 18．7�
11 ラ ー ジ ヒ ル 牡3鹿 55

54 ☆横山 武史�リーヴァ 林 徹 新ひだか 三石橋本牧場 474－ 41：52．91� 3．9�
22 ユイノチョッパー 牡4黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 502± 01：53．11 6．6�
33 メイショウランセツ 牡3栗 55

54 ☆西村 淳也松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 川越ファーム 460－ 41：53．42 40．1�
810� チェリートリトン 牡5芦 57

54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 488± 0 〃 アタマ 9．5	
78 スズカワークシップ 牡4鹿 57 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 474＋ 21：53．82� 140．2

44 デルマシャンパン 牝4黒鹿55 石川裕紀人浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 476± 01：54．75 67．6�
66 ディライトラッシュ 牡5鹿 57

56 ☆菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B498－ 41：55．44 72．1

77 エッセンツァ 牝3黒鹿 53
50 ▲菅原 明良吉田 勝己氏 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 526－101：56．46 13．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 24，078，300円 複勝： 50，429，300円 枠連： 6，530，100円
馬連： 30，816，000円 馬単： 21，597，800円 ワイド： 27，677，100円
3連複： 47，105，500円 3連単： 85，438，800円 計： 293，672，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 220円 � 120円 枠 連（5－8） 1，310円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 450円 �� 180円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 6，340円

票 数

単勝票数 計 240783 的中 � 106088（1番人気）
複勝票数 計 504293 的中 � 309525（1番人気）� 21226（5番人気）� 60688（2番人気）
枠連票数 計 65301 的中 （5－8） 3842（6番人気）
馬連票数 計 308160 的中 �� 14481（6番人気）
馬単票数 計 215978 的中 �� 7406（7番人気）
ワイド票数 計 276771 的中 �� 13871（6番人気）�� 49589（1番人気）�� 12050（8番人気）
3連複票数 計 471055 的中 ��� 29562（4番人気）
3連単票数 計 854388 的中 ��� 9769（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―37．4―50．5―1：02．7―1：15．1―1：27．7―1：39．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
10（1，9）3，4，5（8，6）2－7・（10，9）（1，5）3（4，2，6）（8，7）

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

勝馬の
紹 介

デッドアヘッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Sligo Bay デビュー 2019．2．17 東京13着

2016．3．21生 牡3鹿 母 ベイトゥベイ 母母 Bala 5戦2勝 賞金 15，500，000円

2906410月27日 曇 稍重 （1新潟3） 第6日 第4競走 2，850�障害3歳以上未勝利
発走11時10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

610� ビ ー ハ グ �7黒鹿60 山本 康志岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 476－ 63：07．2 2．6�
33 トレクァルティスタ �8黒鹿60 五十嵐雄祐 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490－ 2 〃 アタマ 16．2�
11 グランソード 牡4青鹿60 難波 剛健�ターフ・スポート高野 友和 浦河 谷川牧場 550＋123：07．73 11．0�
46 コウキチョウサン 牡6鹿 60 金子 光希�チョウサン 和田正一郎 平取 坂東牧場 464－ 63：08．12� 2．8�
813 ユイノシンドバッド 牡4青鹿60 大江原 圭由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 508＋ 43：08．2� 5．9	
69 � スプリングボックス 牡5黒鹿60 森 一馬
田 昌久氏 寺島 良 日高 出口牧場 486＋ 83：09．05 8．4�
711 デアリングアイデア 牡5鹿 60 北沢 伸也宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 460＋ 23：10．8大差 41．9�
57 � クラウンジャミール 牡4栗 60 蓑島 靖典矢野まり子氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 458－ 6 〃 クビ 359．6
814� ショーストーム 牡6鹿 60 草野 太郎吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 484－103：10．9� 39．2�
58 ブルベアペスカ 牡3栗 58 植野 貴也 �ブルアンドベア 谷 潔 新ひだか 橋本牧場 482＋ 23：15．8大差 65．2�
22 ストレートパンチ 牡3鹿 58 伴 啓太諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 478＋123：16．22� 360．4�
712� クラウンカーネル �5芦 60 小野寺祐太矢野 雅子氏 星野 忍 日高 クラウン日高牧場 438＋103：16．3� 240．1�
34 ショウナンサジン 牡3黒鹿58 江田 勇亮国本 哲秀氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 478＋ 83：19．0大差 128．2�
45 スマートヴォルフ 牡4鹿 60 上野 翔大川 徹氏 古賀 史生 日高 戸川牧場 470＋ 4 （競走中止） 206．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，699，500円 複勝： 18，672，700円 枠連： 8，983，700円
馬連： 27，538，300円 馬単： 16，216，700円 ワイド： 21，617，200円
3連複： 44，567，600円 3連単： 62，528，600円 計： 218，824，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 270円 � 220円 枠 連（3－6） 1，530円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 860円 �� 560円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 4，780円 3 連 単 ��� 19，430円

票 数

単勝票数 計 186995 的中 � 55918（1番人気）
複勝票数 計 186727 的中 � 43285（2番人気）� 15073（6番人気）� 19704（4番人気）
枠連票数 計 89837 的中 （3－6） 4530（6番人気）
馬連票数 計 275383 的中 �� 9637（9番人気）
馬単票数 計 162167 的中 �� 3343（15番人気）
ワイド票数 計 216172 的中 �� 6395（10番人気）�� 10336（5番人気）�� 3532（16番人気）
3連複票数 計 445676 的中 ��� 6982（17番人気）
3連単票数 計 625286 的中 ��� 2332（67番人気）
上り 1マイル 1：45．6 4F 51．4－3F 38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ビ ー ハ グ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ク ロ フ ネ

2012．3．23生 �7黒鹿 母 ウィローパドック 母母 ラスリングカプス 障害：11戦1勝 賞金 17，200，000円
初出走 JRA

〔競走中止〕 スマートヴォルフ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため7号障害〔ハードル〕手前で競走中止。
※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） 1頭 ネイビーブルー号
（非抽選馬） 2頭 ウォーターミリオン号・メイショウカマクラ号



2906510月27日 曇 稍重 （1新潟3） 第6日 第5競走 ��
��1，400�2歳新馬

発走12時00分 （芝・左）
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

59 ザ イ ラ 牝2鹿 54
53 ☆西村 淳也吉田 和美氏 奥村 豊 日高 オリオンファーム 482 ―1：23．8 6．9�

612 メイクアウィッシュ 牝2黒鹿54 酒井 学�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 438 ― 〃 クビ 7．9�

715 シーシーサザン 牝2黒鹿 54
51 ▲藤田菜七子吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 440 ―1：23．9クビ 4．0�

714� ブレイムドーター 牝2鹿 54
53 ☆菊沢 一樹小川眞査雄氏 小野 次郎 米 Indian Creek

& Nicky Drion 396 ―1：24．0� 35．5�
47 ダノンカオス 	2栗 55 丸田 恭介�ダノックス 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 482 ―1：24．21� 14．0�
713 ジュネスドール 牡2鹿 55 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 久詞 日高 賀張中川牧場 448 ―1：24．51
 22．6	
818 オウケンブリザード 牡2青鹿 55

52 ▲団野 大成福井 明氏 斉藤 崇史 浦河 辻 牧場 496 ―1：24．6� 8．6

36 カ ノ ア 牝2鹿 54 秋山真一郎山住 勲氏 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 446 ―1：24．7� 61．6�
510 プエンテデグロリア 牝2青鹿54 石川裕紀人谷口 祐人氏 勢司 和浩 新ひだか 今 牧場 464 ― 〃 クビ 102．4�
817 ジ ョ ー ク ー 牡2黒鹿 55

52 ▲三津谷隼人上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 484 ―1：24．8� 20．0
24 ロードライトニング 牡2鹿 55 津村 明秀 �ロードホースクラブ 安田 翔伍 新ひだか ケイアイファーム 424 ― 〃 アタマ 5．4�
11 ミツカネプリンス 牡2芦 55

54 ☆横山 武史小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 448 ―1：25．22� 43．1�
12 � アスターホルン 牡2栗 55 菱田 裕二加藤 久枝氏 中竹 和也 米 Alexander－Groves

Thoroughbreds 500 ―1：25．51
 32．8�
48 ソドゥバスク 牡2黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 田原橋本牧場 464 ―1：25．81
 109．4�
611 ビーチダンサー 牝2鹿 54 田中 勝春高橋 文男氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 438 ―1：25．9� 19．9�
35 ワールドピース 牡2黒鹿55 長岡 禎仁江馬 由将氏 奥村 武 新ひだか 広田牧場 482 ― 〃 クビ 45．3�
23 インセンディオ 牡2鹿 55

52 ▲菅原 明良嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 430 ―1：26．0クビ 101．8�
816 シバノカリナー 牝2栗 54 岩部 純二柴 一男氏 萱野 浩二 新ひだか 竹内 良一 436 ―1：27．610 394．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 31，132，700円 複勝： 34，863，400円 枠連： 14，829，500円
馬連： 40，697，800円 馬単： 19，262，500円 ワイド： 36，482，000円
3連複： 65，379，900円 3連単： 66，175，800円 計： 308，823，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 280円 � 230円 � 170円 枠 連（5－6） 2，220円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 7，220円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 990円 �� 770円

3 連 複 ��� 5，770円 3 連 単 ��� 42，420円

票 数

単勝票数 計 311327 的中 � 38158（3番人気）
複勝票数 計 348634 的中 � 28483（5番人気）� 37659（4番人気）� 59610（1番人気）
枠連票数 計 148295 的中 （5－6） 5156（11番人気）
馬連票数 計 406978 的中 �� 8771（10番人気）
馬単票数 計 192625 的中 �� 2000（25番人気）
ワイド票数 計 364820 的中 �� 7417（10番人気）�� 9482（7番人気）�� 12383（4番人気）
3連複票数 計 653799 的中 ��� 8493（8番人気）
3連単票数 計 661758 的中 ��� 1131（84番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．7―12．0―12．0―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．3―35．0―47．0―59．0―1：11．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F36．8
3 1（13，14）－9（7，18）（10，12）17（2，15，16）（4，11）（5，3，8，6） 4 1（13，14）＝（7，9）（18，12）10（17，15）（2，4）11，16（5，3，8，6）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ザ イ ラ �
�
父 フェノーメノ �

�
母父 Carson City 初出走

2017．2．15生 牝2鹿 母 カ ー リ ア 母母 De Puntillas 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※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 カシノシャイニング号・ゴールドオーク号・シゲルカンムリザ号・セブンミラクル号・マイネルピカソ号

2906610月27日 曇 稍重 （1新潟3） 第6日 第6競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走12時30分 （500万円以下） （芝・左）
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
1：07．5
1：06．5

良
良

59 ショウナンバニラ 牝3鹿 53
50 ▲菅原 明良�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 424－ 21：10．4 42．5�

714 アトラクティヴ 牝3栗 53 吉田 隼人近藤 英子氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 412－18 〃 クビ 16．2�
611 ジョニーズララバイ 牡3鹿 55

52 ▲藤田菜七子金子真人ホール
ディングス� 音無 秀孝 洞�湖 レイクヴィラファーム 472＋ 6 〃 ハナ 1．9�

818 エイカイキャロル 牝3鹿 53
52 ☆横山 武史二木 英德氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B456＋ 41：10．5	 6．8�
713 シンゼンブースター 牡3栗 55 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 496＋201：10．92	 13．2	
48 シ ト リ カ 牝4鹿 55 
島 克駿水上 行雄氏 今野 貞一 新冠 競優牧場 432＋ 6 〃 ハナ 19．2

612 マイネルパッセ 牡6栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 462－ 61：11．11� 25．7�
11 マートルリース 牝4黒鹿55 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 460＋ 61：11．2クビ 20．7�
12 � ポンペイワーム 牡3栗 55

54 ☆西村 淳也吉田 和美氏 石坂 正 米 Spendthrift
Farm LLC 508＋10 〃 クビ 4．3

23  サクラボヌール 牝4栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース勢司 和浩 新ひだか 谷岡スタット 480＋ 4 〃 アタマ 44．9�
510 ワンパーパス 牝5黒鹿55 菱田 裕二橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 448± 01：11．41� 79．7�
715 マ リ ー ツ ァ 牝4鹿 55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 松田牧場 478＋10 〃 アタマ 351．6�
816 プロタゴニスト 牡8鹿 57 井上 敏樹佐久間拓士氏 高橋 文雅 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422± 01：11．71	 412．3�
36 ヤマニンシーベリー 牝5栗 55 黛 弘人土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 456＋ 2 〃 クビ 188．1�
47 シェヴェルニー 牝6黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 444＋ 81：11．8クビ 67．6�
817 タイセイブラック 牡4栗 57

54 ▲団野 大成田中 成奉氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 456－ 31：11．9	 168．2�
24  ケンブリッジビット 牝4栗 55 伴 啓太中西 宏彰氏 高橋 義博 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 466＋ 81：12．0� 559．8�
35  フジジェットレディ 牝4栗 55

52 ▲大塚 海渡�フジレーシング 尾形 和幸 むかわ 桑原牧場 426－ 41：12．21	 293．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，780，600円 複勝： 33，200，900円 枠連： 11，450，900円
馬連： 43，987，100円 馬単： 22，336，400円 ワイド： 37，159，200円
3連複： 62，289，100円 3連単： 73，719，900円 計： 311，924，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，250円 複 勝 � 770円 � 410円 � 130円 枠 連（5－7） 6，990円

馬 連 �� 28，220円 馬 単 �� 52，840円

ワ イ ド �� 6，040円 �� 1，220円 �� 670円

3 連 複 ��� 14，550円 3 連 単 ��� 169，130円

票 数

単勝票数 計 277806 的中 � 5222（9番人気）
複勝票数 計 332009 的中 � 7934（10番人気）� 16335（7番人気）� 100703（1番人気）
枠連票数 計 114509 的中 （5－7） 1269（18番人気）
馬連票数 計 439871 的中 �� 1208（51番人気）
馬単票数 計 223364 的中 �� 317（90番人気）
ワイド票数 計 371592 的中 �� 1503（47番人気）�� 7825（12番人気）�� 15059（5番人気）
3連複票数 計 622891 的中 ��� 3210（35番人気）
3連単票数 計 737199 的中 ��� 316（428番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．2―11．7―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．9―45．6―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．5
3 18－11，14，2（12，5）（1，17）8，3，13（6，4，15）（7，10，16）9 4 18－11，14－2，12（1，5）（3，17，8）（6，13）（7，4，15）（10，16）9

勝馬の
紹 介

ショウナンバニラ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2018．10．14 東京12着

2016．5．15生 牝3鹿 母 ショウナンサリーレ 母母 ラスキンウォーク 11戦2勝 賞金 13，000，000円
〔発走状況〕 ショウナンバニラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



2906710月27日 曇 重 （1新潟3） 第6日 第7競走 ��
��2，500�3歳以上1勝クラス

発走13時00分 （500万円以下） （ダート・左）
負担重量は，3歳54�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
2：38．8
2：38．6

重
不良

55 リ ヴ ィ エ ラ 牡3鹿 54 柴山 雄一 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B498± 02：41．0 4．1�

66 � トモジャプリマ 牝5黒鹿 55
54 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 456± 02：41．42	 15．8�

89 スターリーパレード 牡3鹿 54
53 ☆西村 淳也 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B496± 0 〃 クビ 16．2�

77 ショウナンサニー 牡5鹿 57
54 ▲団野 大成国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 472± 02：41．61	 7．0�

88 ミラクルユニバンス 牡6栗 57
54 ▲服部 寿希亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 444－ 22：41．81
 25．4�

22 メメランタン 牡3芦 54 岩崎 翼本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 532± 02：42．11	 2．2	
44 ネ コ マ ヒ カ 牡4栗 57 長岡 禎仁節 英司氏 山内 研二 新ひだか 原 弘之 526＋ 42：42．31	 121．3

33 ヨ シ ヒ コ 牡5黒鹿 57

54 ▲山田 敬士菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B482－ 42：42．72	 14．6�
11 サージュミノル 牡4黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460± 02：45．2大差 5．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 27，317，900円 複勝： 26，277，900円 枠連： 6，400，900円
馬連： 32，613，000円 馬単： 19，620，000円 ワイド： 26，540，800円
3連複： 46，628，100円 3連単： 78，179，000円 計： 263，577，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 160円 � 350円 � 310円 枠 連（5－6） 3，290円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 4，760円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，070円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 10，340円 3 連 単 ��� 42，680円

票 数

単勝票数 計 273179 的中 � 52123（2番人気）
複勝票数 計 262779 的中 � 52787（2番人気）� 16730（7番人気）� 19786（5番人気）
枠連票数 計 64009 的中 （5－6） 1504（13番人気）
馬連票数 計 326130 的中 �� 8840（10番人気）
馬単票数 計 196200 的中 �� 3091（18番人気）
ワイド票数 計 265408 的中 �� 6199（15番人気）�� 6481（14番人気）�� 3361（23番人気）
3連複票数 計 466281 的中 ��� 3379（37番人気）
3連単票数 計 781790 的中 ��� 1328（157番人気）

ハロンタイム 7．4―12．0―12．2―13．7―13．5―13．0―13．6―13．3―12．6―12．3―12．6―12．1―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―19．4―31．6―45．3―58．8―1：11．8―1：25．4―1：38．7―1：51．3―2：03．6―2：16．2―2：28．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リ ヴ ィ エ ラ 
�
父 トーセンホマレボシ 

�
母父 Tiznow デビュー 2018．8．5 小倉5着

2016．3．21生 牡3鹿 母 テ ス テ ィ コ 母母 Last Crown 14戦2勝 賞金 23，300，000円
〔その他〕 ヨシヒコ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヨシヒコ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年11月27日まで出走できない。

2906810月27日 曇 重 （1新潟3） 第6日 第8競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走13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 7，500，000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
1：09．1
1：08．7

重
重

810 エリンアクトレス 牝3栗 53 津村 明秀田頭 勇貴氏 清水 英克 新冠 大栄牧場 B476－ 41：10．7 2．0�
79 ミキノモンテカルロ 牝3鹿 53

50 ▲団野 大成谷口 久和氏 南井 克巳 浦河 浦河育成牧場 462＋ 4 〃 クビ 3．7�
66 シルバーストーン 牡5芦 57 丸田 恭介峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 500－ 41：11．33� 7．9�
78 コウユークロガヨカ 牡3黒鹿55 長岡 禎仁加治屋貞光氏 竹内 正洋 新冠 岩見牧場 B466± 01：11．51� 14．0�
811 ラタンドレス 牝6鹿 55 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 482－ 61：11．6クビ 15．2�
67 ス ト リ 牡4黒鹿57 �島 克駿金山 敏也氏 松下 武士 安平 	橋本牧場 496＋161：11．81� 53．0	
55 テンモントム 牡3鹿 55 黛 弘人 
スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B452＋ 41：12．12 22．3�
22 モ ア イ 牡4黒鹿 57

54 ▲藤田菜七子青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 476＋161：12．31� 14．5�
44 リトルウィッチ 牝3鹿 53

51 △木幡 育也前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 420－ 41：12．4� 11．7
11 コチョウジュニア 牡3芦 55 丹内 祐次鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 452＋ 21：12．82� 209．5�
33 クリノロケットマン 牡3鹿 55 嶋田 純次栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 川島 正広 508 ―1：13．01� 139．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，125，000円 複勝： 36，034，000円 枠連： 7，736，200円
馬連： 37，402，900円 馬単： 22，191，800円 ワイド： 29，712，000円
3連複： 50，428，600円 3連単： 80，568，700円 計： 294，199，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（7－8） 300円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 210円 �� 220円 �� 440円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，480円

票 数

単勝票数 計 301250 的中 � 119201（1番人気）
複勝票数 計 360340 的中 � 128797（1番人気）� 48324（3番人気）� 52445（2番人気）
枠連票数 計 77362 的中 （7－8） 19722（1番人気）
馬連票数 計 374029 的中 �� 64665（1番人気）
馬単票数 計 221918 的中 �� 21117（1番人気）
ワイド票数 計 297120 的中 �� 38877（1番人気）�� 37130（2番人気）�� 14363（7番人気）
3連複票数 計 504286 的中 ��� 51244（1番人気）
3連単票数 計 805687 的中 ��� 23533（1番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．3―12．1―11．9―12．5

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリンアクトレス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．10．14 東京11着

2016．3．11生 牝3栗 母 エリンズハープ 母母 エリンバード 10戦2勝 賞金 24，070，000円



2906910月27日 曇 稍重 （1新潟3） 第6日 第9競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

45 ショウナンバビアナ 牝3青鹿 53
50 ▲菅原 明良国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 478＋ 21：48．3 4．4�

68 アウステルリッツ �5黒鹿 57
56 ☆西村 淳也 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：48．51� 4．5�

812 イルーシヴグレイス 牝4鹿 55 石川裕紀人 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 418－ 21：48．71� 56．8�
57 � パルフェクォーツ 牡5栗 57

54 ▲団野 大成 �キャロットファーム 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 538＋141：48．91 15．0�
813 イ ル ル ー メ 牡4黒鹿 57

54 ▲小林 凌大西森 功氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド B484－ 4 〃 ハナ 62．5�
69 ノストラダムス 牡4鹿 57 秋山真一郎岡 浩二氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 クビ 7．5	
44 � ペ ガ ー ズ 牡5鹿 57 酒井 学 
カナヤマホール

ディングス 中尾 秀正 新冠 ヒカル牧場 502－ 21：49．0	 16．3�
56 エフティイーリス 牝3黒鹿53 蛯名 正義吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 456＋ 8 〃 クビ 4．3�
710 モ レ ッ キ �5黒鹿57 津村 明秀 �サンデーレーシング 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 472－ 21：49．1	 5．7
11 スーパーブレイク 牡5黒鹿57 吉田 豊堂守 貴志氏 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 470－ 41：49．2	 63．1�
33 ブラゾンダムール 牡4黒鹿 57

56 ☆横山 武史
G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 486± 01：49．3	 21．7�
711 パ フ ォ ー ム 牝5鹿 55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 482＋221：50．36 148．2�
22 � クイーンズトゥルー 牝4黒鹿 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 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 416－121：50．4
 25．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，627，200円 複勝： 48，497，600円 枠連： 13，222，700円
馬連： 54，320，900円 馬単： 25，215，600円 ワイド： 42，356，300円
3連複： 86，592，700円 3連単： 103，303，600円 計： 407，136，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 160円 � 1，320円 枠 連（4－6） 500円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 460円 �� 3，720円 �� 3，700円

3 連 複 ��� 16，470円 3 連 単 ��� 59，960円

票 数

単勝票数 計 336272 的中 � 60698（2番人気）
複勝票数 計 484976 的中 � 81987（2番人気）� 97098（1番人気）� 6420（12番人気）
枠連票数 計 132227 的中 （4－6） 20116（1番人気）
馬連票数 計 543209 的中 �� 38341（1番人気）
馬単票数 計 252156 的中 �� 8645（2番人気）
ワイド票数 計 423563 的中 �� 25932（3番人気）�� 2775（39番人気）�� 2792（38番人気）
3連複票数 計 865927 的中 ��� 3943（52番人気）
3連単票数 計1033036 的中 ��� 1249（220番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．5―48．7―1：00．9―1：12．8―1：24．4―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバビアナ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2019．3．23 中山5着

2016．5．5生 牝3青鹿 母 シェイクズセレナーデ 母母 Desert Stormer 6戦2勝 賞金 16，150，000円

2907010月27日 曇 稍重 （1新潟3） 第6日 第10競走 ��1，600�
てらどまり

寺 泊 特 別
発走14時40分 （芝・左・外）

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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

813 ノーブルアース 牝4黒鹿55 蛯名 正義吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 476－ 41：36．4 6．5�
710 ガ ロ シ ェ 牝3黒鹿53 吉田 豊 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 41：36．5� 3．6�
69 ロードマドリード 牡4鹿 57 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム B470＋20 〃 アタマ 6．6�
22 マ ー ニ 牡3黒鹿55 柴田 大知岡 浩二氏 �島 一歩 浦河 日進牧場 444＋ 41：36．6クビ 39．2�
44 リ ャ ス ナ 牝3鹿 53 �島 克駿 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 クビ 4．8	
33 ホッコーメヴィウス �3鹿 55 団野 大成北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 466－ 8 〃 アタマ 75．0

11 モズレジーナ 牝3鹿 53 津村 明秀 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 436＋ 21：36．81	 5．4�
711 オーダードリブン 牡6黒鹿57 西村 淳也 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 452＋ 81：36．9クビ 7．1�
812 ア レ ス 牝3鹿 53 横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 448－16 〃 クビ 31．0
45 タニノミステリー �4黒鹿57 菱田 裕二谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 436＋ 4 〃 アタマ 83．1�
56 レッドエステーラ 牝3鹿 53 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 400± 01：37．11 19．3�
68 
 ナオアンドユリ 牝5青鹿55 田中 勝春松岡 研司氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 464－10 〃 クビ 136．3�
57 ブラックギムレット 牡5黒鹿57 菅原 明良黒澤 尚氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 41：39．2大差 278．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，317，100円 複勝： 48，491，400円 枠連： 15，533，900円
馬連： 64，985，200円 馬単： 30，702，500円 ワイド： 46，027，800円
3連複： 95，539，600円 3連単： 125，049，600円 計： 460，647，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 150円 � 190円 枠 連（7－8） 860円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 450円 �� 630円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 15，400円

票 数

単勝票数 計 343171 的中 � 41903（4番人気）
複勝票数 計 484914 的中 � 56203（6番人気）� 98234（1番人気）� 64181（4番人気）
枠連票数 計 155339 的中 （7－8） 13926（4番人気）
馬連票数 計 649852 的中 �� 31132（6番人気）
馬単票数 計 307025 的中 �� 6789（15番人気）
ワイド票数 計 460278 的中 �� 26268（3番人気）�� 17924（10番人気）�� 30485（2番人気）
3連複票数 計 955396 的中 ��� 36286（4番人気）
3連単票数 計1250496 的中 ��� 5886（53番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．2―12．9―12．6―11．0―10．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．8―24．3―36．5―49．4―1：02．0―1：13．0―1：23．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F34．4
3 2－9，3－4（1，12）（10，11）8（7，6）（5，13） 4 2，9，3，4（1，12）（10，11）8（6，13）（5，7）

勝馬の
紹 介

ノーブルアース �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．29 新潟1着

2015．3．24生 牝4黒鹿 母 ピサノルビー 母母 ペ ル ヴ ィ ア 18戦2勝 賞金 35，723，000円



2907110月27日 曇 稍重 （1新潟3） 第6日 第11競走 ��
��1，000�ルミエールオータムダッシュ（Ｌ）

発走15時20分 （芝・直線）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳54�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳54�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

612 レジーナフォルテ 牝5黒鹿54 杉原 誠人永山 勝敏氏 佐藤 吉勝 平取 中川 隆 494－ 2 56．4 12．4�
47 ライオンボス 牡4栗 58 	島 克駿�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 530＋ 2 〃 クビ 3．9�
510 ミキノドラマー 牡6鹿 56 菊沢 一樹谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 494± 0 56．5
 49．8�
715 ゲンキチハヤブサ �7栗 56 吉田 隼人荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 492－ 8 〃 ハナ 86．2�
818 アルマエルナト �8栗 56 柴田 大知コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 470＋ 8 〃 ハナ 39．9�
35 メイショウカズヒメ 牝5鹿 54 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 496－12 56．6クビ 97．0	
714 カッパツハッチ 牝4鹿 54 丹内 祐次�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 472－ 8 〃 クビ 2．9

713 アポロノシンザン 牡7鹿 58 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 480± 0 56．7
 18．3�
59 トウショウドラフタ 牡6栗 56 岩部 純二トウショウ産業� 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 B482－ 6 56．8クビ 115．4
24 ジョーカナチャン 牝4鹿 54 菱田 裕二上田江吏子氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 462＋18 〃 アタマ 11．4�
48 � アペルトゥーラ 牡8栗 57 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 480－28 57．01 180．5�
817� シベリアンスパーブ 牡10鹿 56 菅原 明良藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 500－10 〃 アタマ 234．5�
36 サラドリーム 牝4黒鹿54 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 428－ 6 57．1� 21．5�
11 � ブリッジオーヴァー 牝5黒鹿54 柴山 雄一下河辺俊行氏 安田 翔伍 日高 下河辺牧場 466－ 4 57．2
 95．2�
611 トウショウピスト 牡7鹿 57 田中 勝春トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 478－ 4 57．3� 29．1�
12 ラブカンプー 牝4黒鹿57 酒井 学増田 陽一氏 森田 直行 日高 奥山 博 438＋ 2 57．4
 74．0�
816 クールティアラ 牝3鹿 52 津村 明秀川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 B466－ 4 58．25 4．3�
23 オールポッシブル 牝5鹿 54 石川裕紀人�G1レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B494＋ 2 58．62
 47．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 75，161，000円 複勝： 79，444，300円 枠連： 50，623，900円
馬連： 209，868，500円 馬単： 91，597，200円 ワイド： 118，311，600円
3連複： 371，855，400円 3連単： 475，185，900円 計： 1，472，047，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 330円 � 200円 � 830円 枠 連（4－6） 1，870円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 4，750円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 36，710円 3 連 単 ��� 181，130円

票 数

単勝票数 計 751610 的中 � 48394（5番人気）
複勝票数 計 794443 的中 � 60388（4番人気）� 125188（3番人気）� 20770（10番人気）
枠連票数 計 506239 的中 （4－6） 20876（7番人気）
馬連票数 計2098685 的中 �� 62235（8番人気）
馬単票数 計 915972 的中 �� 9630（23番人気）
ワイド票数 計1183116 的中 �� 30555（9番人気）�� 6292（40番人気）�� 8213（34番人気）
3連複票数 計3718554 的中 ��� 7596（93番人気）
3連単票数 計4751859 的中 ��� 1902（455番人気）

ハロンタイム 12．1―10．3―10．7―11．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．4―33．1―44．2

上り4F44．3－3F34．0
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

レジーナフォルテ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．7．9 福島6着

2014．3．28生 牝5黒鹿 母 ナイキトライアンフ 母母 ウィンヒストリー 31戦6勝 賞金 149，856，000円
〔制裁〕 ライオンボス号の騎手	島克駿は，競走中盤で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番・16番）
※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。
（非抽選馬） 4頭 ガーシュウィン号・ジュリーハーツ号・スノードーナツ号・ルマーカーブル号

2907210月27日 曇 重 （1新潟3） 第6日 第12競走 ��
��1，800�

と や の

鳥 屋 野 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．10．27以降1．10．21まで1回以上出走馬；負
担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

610 ラスティユース 牡4栗 54 田中 勝春小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 岩見牧場 496－ 21：52．7 19．1�
814 ドゥラリュール �6栗 55 丹内 祐次平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 470＋ 41：52．91� 4．2�
34 ベバスカーン 牡6鹿 54 勝浦 正樹千明牧場 勢司 和浩 浦河 田中スタッド 548± 0 〃 ハナ 24．4�
59 レンジストライク 牡4黒鹿54 横山 武史 �サンデーレーシング 武井 亮 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 21：53．0	 11．5�
47 ダイシンインディー 牡3栗 54 吉田 豊大八木信行氏 戸田 博文 新冠 佐藤牧場 532＋101：53．1	 5．5�
23 
 キクノフェリックス 牡5黒鹿55 藤田菜七子菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 476－ 81：53．2� 2．9	
22 マイネルボルソー 牡8鹿 53 柴田 大知 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 竹中牧場 482＋ 11：53．3	 169．0�
815 ナ ム ラ キ ヌ 牝4鹿 53 石川裕紀人奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 464－ 2 〃 クビ 16．2�
35 オールウェイズゼア 牡5黒鹿53 木幡 育也グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 478－ 21：53．61� 83．8
11 サトノファイター 牡3栗 54 �島 克駿 
サトミホースカンパニー 高橋 亮 安平 追分ファーム 472＋ 41：53．7	 6．9�
611
 エブリバディ 牡4青 53 菅原 明良中西 功氏 尾形 和幸 新ひだか 畠山牧場 470－ 61：53．91	 255．7�
712
 インペリオアスール �5鹿 54 西村 淳也 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 浦河 笠松牧場 490－ 61：54．1� 26．4�
46 トレジャートローヴ 牡6芦 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 450± 01：54．73	 22．9�
713 オワゾードール 牡4鹿 53 西田雄一郎 Viridian Keiba Club 久保田貴士 千歳 社台ファーム 474± 01：55．01� 200．3�
58 スリーパスポート 牡6黒鹿52 三津谷隼人永井商事
 南井 克巳 むかわ 新井牧場 498＋121：55．85 297．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 53，800，200円 複勝： 61，866，400円 枠連： 26，156，500円
馬連： 113，557，800円 馬単： 47，959，300円 ワイド： 71，927，100円
3連複： 159，288，200円 3連単： 206，700，800円 計： 741，256，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，910円 複 勝 � 350円 � 190円 � 560円 枠 連（6－8） 2，290円

馬 連 �� 3，660円 馬 単 �� 9，810円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 3，370円 �� 1，230円

3 連 複 ��� 14，360円 3 連 単 ��� 109，860円

票 数

単勝票数 計 538002 的中 � 22515（7番人気）
複勝票数 計 618664 的中 � 43181（6番人気）� 107018（2番人気）� 24183（9番人気）
枠連票数 計 261565 的中 （6－8） 8832（9番人気）
馬連票数 計1135578 的中 �� 23985（14番人気）
馬単票数 計 479593 的中 �� 3663（39番人気）
ワイド票数 計 719271 的中 �� 16887（13番人気）�� 5335（38番人気）�� 15264（14番人気）
3連複票数 計1592882 的中 ��� 8318（49番人気）
3連単票数 計2067008 的中 ��� 1364（361番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．7―13．5―12．6―12．3―13．0―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―36．4―49．9―1：02．5―1：14．8―1：27．8―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラスティユース �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．11．25 東京3着

2015．4．22生 牡4栗 母 ボーンザスカイ 母母 クイーンゴーラン 21戦3勝 賞金 45，135，000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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 キコクイーン号・フーズサイド号

３レース目



（1新潟3）第6日 10月27日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 169頭 本 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

214，780，000円
21，010，000円
1，640，000円
23，720，000円
69，233，000円
5，208，800円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
402，652，500円
511，071，100円
178，643，700円
726，613，100円
354，729，600円
521，670，600円
1，142，332，500円
1，489，137，300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 5，326，850，400円

総入場人員 15，934名 （有料入場人員 13，523名）



令和1年度 第3回新潟競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 948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

1，220，100，000円
20，410，000円
108，030，000円
8，980，000円
133，920，000円
390，736，000円
31，521，800円
9，100，800円

勝馬投票券売得金
2，025，002，400円
2，682，741，600円
872，394，300円
3，629，669，400円
1，803，495，900円
2，649，651，900円
5，533，049，600円
7，539，922，400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 26，735，927，500円

総入場延人員 67，135名 （有料入場延人員 57，123名）
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