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2902510月22日 晴 良 （28新潟3）第3日 第1競走 2，850�サラブレッド系障害3歳以上
発走9時50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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード3：01．4良

45 グッドスカイ 牝3黒鹿56 森 一馬杉立 恭平氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム 462＋ 43：06．7 30．3�
813 アドマイヤフォルム 牡3黒鹿58 北沢 伸也近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 クビ 62．2�
11 ダ ロ ー ネ ガ 牡7鹿 60 高田 潤 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 506＋ 83：06．91 2．3�
22 � ジュールドトネール 牡6青鹿60 小野寺祐太吉田 和美氏 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 506－ 23：07．32� 7．1�
44 シゲルクロメバル 牡3黒鹿58 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 浦河 王蔵牧場 460＋ 23：07．51� 9．0�
710 クリノヒマラヤオー 牡6黒鹿60 熊沢 重文栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 498＋103：07．71� 2．8	
68 タイキフロンティア 牡4黒鹿60 草野 太郎�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B468－ 23：08．76 39．9

812 タ プ ロ ー ム 牝6鹿 58 江田 勇亮清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 520± 03：08．8� 61．6�
33 ネ ク ス ト 牡3鹿 58 浜野谷憲尚橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 杵臼牧場 478＋ 43：09．65 57．4�
56 ホワイトフリート 牡6芦 60 石神 深一 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 476± 03：10．55 37．4
69 ワークショップ 牡3鹿 58 蓑島 靖典小林 薫氏 加藤 和宏 新冠 錦岡牧場 496－ 63：12．09 46．0�
57 ハイヴォルテージ 牡4栗 60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 452＋123：15．4大差 69．3�
711 オリエンタルイギー 牡3栗 58 大江原 圭棚網るみ子氏 大江原 哲 新冠 オリエント牧場 472＋ 4 （競走中止） 16．9�
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売 得 金
単勝： 10，166，900円 複勝： 12，177，800円 枠連： 6，690，600円
馬連： 18，563，200円 馬単： 12，108，700円 ワイド： 13，752，300円
3連複： 32，641，100円 3連単： 45，637，400円 計： 151，738，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 780円 � 1，240円 � 160円 枠 連（4－8） 4，980円

馬 連 �� 66，290円 馬 単 �� 159，320円

ワ イ ド �� 12，940円 �� 1，970円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 100，330円 3 連 単 ��� 1，002，630円

票 数

単勝票数 計 101669 的中 � 2678（6番人気）
複勝票数 計 121778 的中 � 3340（7番人気）� 2033（11番人気）� 27948（2番人気）
枠連票数 計 66906 的中 （4－8） 1041（18番人気）
馬連票数 計 185632 的中 �� 217（66番人気）
馬単票数 計 121087 的中 �� 57（138番人気）
ワイド票数 計 137523 的中 �� 270（65番人気）�� 1830（20番人気）�� 971（33番人気）
3連複票数 計 326411 的中 ��� 244（158番人気）
3連単票数 計 456374 的中 ��� 33（1130番人気）
上り 1マイル 1：43．6 4F 49．8－3F 37．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

グッドスカイ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2015．11．22 京都6着

2013．2．9生 牝3黒鹿 母 プラチナチャリス 母母 Silver Chalice 障害：1戦1勝 賞金 7，500，000円
〔競走中止〕 オリエンタルイギー号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

2902610月22日 晴 良 （28新潟3）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：53．8
1：50．9

良
不良

45 � リゾネーター 牡2鹿 55
53 △木幡 巧也 �シルクレーシング 牧 光二 米 Hubert

Vester B514＋ 81：55．0 4．8�
57 カ ン ム ル 牡2鹿 55

54 ☆長岡 禎仁スリースターズレーシング 松永 康利 日高 シンボリ牧場 430＋ 21：55．21� 5．8�
33 クリノライメイ 牡2青鹿55 吉田 隼人栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 494－ 21：55．94 6．3�
711 ブルベアラクーン 牡2栗 55 菱田 裕二 �ブルアンドベア 湯窪 幸雄 青森 伊藤牧場 522＋ 21：56．11� 45．0�
46 ジェイケイライジン 牡2栗 55 勝浦 正樹小谷野次郎氏 柴田 政人 浦河 富塚ファーム 472＋ 81：56．2� 4．0	
813 クリノピョートル 牡2栗 55

53 △木幡 初也栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 バンブー牧場 482＋ 61：56．3クビ 18．7

814 ドルフィンキック 牡2栗 55

52 ▲菊沢 一樹谷掛 龍夫氏 大江原 哲 新ひだか 片山牧場 472＋101：56．83 6．3�
69 ブルベアライノ 牡2芦 55

52 ▲森 裕太朗 �ブルアンドベア 鈴木 孝志 新ひだか 片岡 博 474＋ 81：57．43� 29．6�
712 メイショウバンカラ 牡2鹿 55 北村 友一松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 B500－ 41：57．72 18．5
610 ゴールドステップ 牝2栗 54 横山 和生島川 �哉氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：58．44 20．9�
11 タガノブルゴーニュ 牡2鹿 55 藤懸 貴志八木 良司氏 奥村 豊 浦河 大北牧場 484＋101：58．61� 19．0�
34 キ ッ ド 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子髙橋 長治氏 根本 康広 新ひだか 山野牧場 444＋ 8 〃 ハナ 52．4�
58 マイネルルタン 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 日高 スウィング
フィールド牧場 460± 01：59．23� 85．6�

22 ク リ シ ュ ナ 牡2栗 55 伊藤 工真清水 敏氏 武市 康男 日高 千葉飯田牧場 468－ 21：59．41� 67．6�
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売 得 金
単勝： 14，897，200円 複勝： 22，063，300円 枠連： 8，956，300円
馬連： 26，683，400円 馬単： 14，009，700円 ワイド： 18，631，400円
3連複： 43，228，200円 3連単： 48，486，100円 計： 196，955，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 200円 � 220円 枠 連（4－5） 720円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 430円 �� 690円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，690円 3 連 単 ��� 16，660円

票 数

単勝票数 計 148972 的中 � 24801（2番人気）
複勝票数 計 220633 的中 � 38683（2番人気）� 28153（4番人気）� 24472（5番人気）
枠連票数 計 89563 的中 （4－5） 9586（2番人気）
馬連票数 計 266834 的中 �� 20337（2番人気）
馬単票数 計 140097 的中 �� 5651（2番人気）
ワイド票数 計 186314 的中 �� 11705（2番人気）�� 6818（6番人気）�� 3786（12番人気）
3連複票数 計 432282 的中 ��� 8782（6番人気）
3連単票数 計 484861 的中 ��� 2109（26番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―37．2―50．7―1：03．4―1：16．5―1：29．7―1：42．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．5
1
3
14（5，10）（3，12）（6，8，13）－（7，11）－（2，1，4）＝9・（11，5）14（3，6，10）（7，12）8，13，1－4，2，9

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

勝馬の
紹 介

�リゾネーター �
�
父 Blame �

�
母父 Tabasco Cat デビュー 2016．8．14 新潟4着

2014．4．23生 牡2鹿 母 Bluegrass Sara 母母 Saratoga Babe 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔制裁〕 クリノライメイ号の騎手吉田隼人は，3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：6番）

カンムル号の騎手長岡禎仁は，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：6番・10番・12番）

第３回 新潟競馬 第３日



2902710月22日 晴 良 （28新潟3）第3日 第3競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走10時55分 （ダート・左）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

610 ケルシャンス 牝5鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：12．8 8．0�
23 シアワセデス 牝3鹿 53

52 ☆中井 裕二窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社
吉田ファーム 488＋ 41：13．01� 207．6�

47 サンダーバトル 牝3黒鹿 53
51 △木幡 初也吉田喜代司氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 450＋ 61：13．21� 51．7�

712 ボストンビリーヴ 牝6栗 55
52 ▲森 裕太朗ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 452－101：13．3� 35．0�

611 サンマルメジャール 牝4鹿 55
53 △木幡 巧也相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 460－ 21：13．4� 59．5	

22 パセンジャーシップ 牝4芦 55 国分 恭介吉田 千津氏 清水 久詞 千歳 社台ファーム 494± 01：13．5� 31．4

35 アポロガッツ 牝3栗 53 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 むかわ 真壁 信一 488－141：13．6� 45．5�
46 プリティクイーン 牝3栗 53

50 ▲三津谷隼人長谷川光司氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 434－ 61：13．81� 27．3�
814 ペイシャオトメ 牝3鹿 53

52 ☆長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 B468± 01：14．11� 68．0
815 ス ズ ダ リ ア 牝4鹿 55

52 ▲菊沢 一樹小紫惠美子氏 伊藤 正徳 平取 清水牧場 464－ 41：14．31 10．3�
713 ティアップブロンド 牝4栗 55 勝浦 正樹田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 小林 仁 B512＋ 2 〃 クビ 12．4�
11 マダムアグライア 牝5鹿 55 西村 太一ディアレストクラブ� 新開 幸一 日高 浦新 徳司 482－ 21：14．51� 94．6�
34 カリアティード 牝3鹿 53

52 ☆加藤 祥太 �グリーンファーム武井 亮 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：14．6� 83．7�
59 ノボホウセイ 牝3栗 53

52 ☆�島 克駿�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 494＋ 41：15．02� 47．7�
58 ゴールドフォレスト 牝3栗 53 石橋 脩林 正道氏 栗田 徹 浦河 山下 恭茂 470－ 81：17．0大差 1．3�
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売 得 金
単勝： 17，964，200円 複勝： 87，249，200円 枠連： 8，898，400円
馬連： 28，740，100円 馬単： 22，413，300円 ワイド： 22，096，900円
3連複： 43，981，800円 3連単： 73，314，800円 計： 304，658，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 740円 �13，620円 � 2，520円 枠 連（2－6） 8，390円

馬 連 �� 77，330円 馬 単 �� 136，660円

ワ イ ド �� 13，250円 �� 1，850円 �� 37，990円

3 連 複 ��� 279，540円 3 連 単 ��� 4，429，430円

票 数

単勝票数 計 179642 的中 � 17845（2番人気）
複勝票数 計 872492 的中 � 33354（3番人気）� 1631（15番人気）� 9041（7番人気）
枠連票数 計 88984 的中 （2－6） 821（15番人気）
馬連票数 計 287401 的中 �� 288（71番人気）
馬単票数 計 224133 的中 �� 123（110番人気）
ワイド票数 計 220969 的中 �� 426（70番人気）�� 3153（16番人気）�� 148（101番人気）
3連複票数 計 439818 的中 ��� 118（245番人気）
3連単票数 計 733148 的中 ��� 12（1978番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―12．0―12．9―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．9―47．8―59．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．9―3F37．9
3 ・（1，2）（5，8）（13，15）（9，11，14）（6，10）（3，12）4，7 4 ・（1，2）8（5，13）15（9，11，14，10）6（3，12）－（4，7）

勝馬の
紹 介

ケルシャンス �
�
父 Dubawi �

�
母父 Monsun デビュー 2013．7．13 福島3着

2011．2．24生 牝5鹿 母 ケルアモーレ 母母 Qelle Amie 24戦2勝 賞金 37，100，000円
〔制裁〕 アポロガッツ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・13番・15番）
〔その他〕 ゴールドフォレスト号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ビバラビダ号

2902810月22日 晴 良 （28新潟3）第3日 第4競走 ��3，250�サラブレッド系障害3歳以上
発走11時25分 （芝・外内）

3歳以上；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 13，000，000円 5，200，000円 3，300，000円 2，000，000円 1，300，000円� コースレコード3：28．7良

810 ホーカーテンペスト �7栗 60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510± 03：35．0 2．3�
66 ウインアーマー 牡4栗 60 熊沢 重文�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 23：35．85 25．5�
33 アムールスキー 牡5鹿 60 小野寺祐太 �シルクレーシング 小笠 倫弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504＋ 23：35．9� 7．8�
55 ユキノスライダー 牡6栗 62 難波 剛健遠藤 定子氏 高橋 義忠 日高 川端 正博 454＋ 23：36．11� 6．6�
89 � ポールシッター �6青鹿61 石神 深一平川 浩之氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 450± 03：36．41	 3．9	
44 レッドヴィーヴォ �6黒鹿60 上野 翔 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454＋ 6 〃 クビ 30．0

78 ドリームヒーロー 牡9青鹿60 北沢 伸也田島 政光氏 
島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 478＋123：37．14 23．6�
22 カシマシンセイ 牡7鹿 61 山本 康志松浦 一久氏 奥村 武 浦河 大西ファーム 514± 03：37．84 38．7�
77 ティリアンパープル 牝6鹿 60 金子 光希飯田 正剛氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 478＋ 2 〃 ハナ 6．9
11 � アラビアンドラゴン �6芦 60 平沢 健治吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 430＋ 2 〃 クビ 82．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，359，300円 複勝： 14，911，800円 枠連： 8，227，200円
馬連： 20，806，600円 馬単： 13，995，700円 ワイド： 14，596，900円
3連複： 35，674，900円 3連単： 52，131，600円 計： 174，704，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 410円 � 190円 枠 連（6－8） 1，460円

馬 連 �� 2，670円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 970円 �� 420円 �� 2，270円

3 連 複 ��� 8，510円 3 連 単 ��� 37，200円

票 数

単勝票数 計 143593 的中 � 48379（1番人気）
複勝票数 計 149118 的中 � 35010（1番人気）� 7031（6番人気）� 19895（5番人気）
枠連票数 計 82272 的中 （6－8） 4360（6番人気）
馬連票数 計 208066 的中 �� 6024（12番人気）
馬単票数 計 139957 的中 �� 2354（20番人気）
ワイド票数 計 145969 的中 �� 3749（11番人気）�� 9723（4番人気）�� 1539（29番人気）
3連複票数 計 356749 的中 ��� 3143（30番人気）
3連単票数 計 521316 的中 ��� 1016（128番人気）
上り 1マイル 1：42．2 4F 48．3－3F 35．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホーカーテンペスト �
�
父 Hawk Wing �

�
母父 Halling デビュー 2011．7．23 函館5着

2009．4．11生 �7栗 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 障害：4戦2勝 賞金 23，500，000円



2902910月22日 晴 良 （28新潟3）第3日 第5競走 1，200�サラブレッド系2歳
発走12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 1，025，000
1，025，000

円
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

12 ウ ラ ン ゲ ル 牝2鹿 54 丹内 祐次 �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 408＋ 21：10．6 5．7�
48 カシノロマンス 牝2黒鹿54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 浦河 田中スタッド 424± 01：10．92 8．7�
35 シゲルジャッカル �2鹿 55

54 ☆�島 克駿森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 前田牧場 480± 01：11．11� 11．7�
510 グランドロワ 牡2栗 55

52 ▲森 裕太朗田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 476＋ 4 〃 同着 2．5�
59 ヤマニンシーベリー 牝2栗 54

52 △木幡 初也土井 肇氏 黒岩 陽一 新冠 錦岡牧場 438－ 41：11．2� 7．0�
713 フェアリーウイング 牝2鹿 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 畠山牧場 434－ 41：11．41� 38．0	
612 ビップソルダー 牡2鹿 55 国分 恭介鈴木 邦英氏 清水 久詞 浦河 駿河牧場 456＋ 4 〃 ハナ 15．2

714 アントレーン 牝2栗 54

53 ☆長岡 禎仁鹽田 久義氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 432＋121：11．5� 31．0�
47 アグネスヒテン 牝2鹿 54

53 ☆岩崎 翼渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 424－ 61：11．6� 45．5�
11 ユメチョキン 牝2栗 54 石橋 脩上田 忠男氏 浅野洋一郎 新ひだか 中田 浩美 444＋ 41：11．81� 14．7
36 シゲルパンダ 牝2栗 54

52 △原田 和真森中 蕃氏 伊藤 正徳 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 406－ 6 〃 クビ 133．4�
816 アドバンスクライ 牡2鹿 55 津村 明秀西川 隆士氏 武藤 善則 浦河 中村 雅明 444＋ 4 〃 アタマ 20．6�
23 ショウナンダブル 牝2黒鹿 54

52 △木幡 巧也国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか キヨタケ牧場 406＋ 21：12．11� 103．2�
611 ガイディングスター 牡2栗 55

52 ▲菊沢 一樹内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 450± 01：12．2� 222．1�
815 レ ン レ ン 牝2栗 54

53 ☆加藤 祥太石川 幸司氏 牧浦 充徳 新ひだか 徳本 幸雄 450＋101：12．41� 22．2�
817 ヤマノブロンコ 牡2栗 55 横山 和生澤村 敏雄氏 田中 清隆 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 468＋ 41：12．82� 163．1�
24 セガールモチンモク �2栗 55 大庭 和弥小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 468＋241：13．01� 195．4�

（17頭）

売 得 金
単勝： 17，268，600円 複勝： 27，425，300円 枠連： 12，796，300円
馬連： 29，975，700円 馬単： 17，299，100円 ワイド： 24，271，700円
3連複： 52，259，900円 3連単： 62，766，100円 計： 244，062，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 140円 � 160円 �
�

180円
110円 枠 連（1－4） 1，680円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，530円

ワ イ ド �� 520円 ��
��

700円
280円

��
��

700円
290円

3 連 複 ���
���

4，430円
1，160円 3 連 単 ���

���
22，140円
8，870円

票 数

単勝票数 計 172686 的中 � 24040（2番人気）
複勝票数 計 274253 的中 �

�
34275
69874

（3番人気）
（1番人気）

� 27935（4番人気）� 22716（5番人気）

枠連票数 計 127963 的中 （1－4） 5871（6番人気）
馬連票数 計 299757 的中 �� 8403（9番人気）
馬単票数 計 172991 的中 �� 2342（18番人気）
ワイド票数 計 242717 的中 ��

��
6849
4880
（9番人気）
（12番人気）

��
��

4852
14283

（13番人気）
（3番人気）

�� 14968（2番人気）

3連複票数 計 522599 的中 ��� 4306（28番人気）��� 17298（3番人気）
3連単票数 計 627661 的中 ��� 1025（125番人気） ��� 2571（31番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―12．0―12．0―11．5―11．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウ ラ ン ゲ ル �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2016．8．20 新潟4着

2014．2．28生 牝2鹿 母 コスモランゲル 母母 マイネカンパーナ 4戦1勝 賞金 7，225，000円

2903010月22日 晴 良 （28新潟3）第3日 第6競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時45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

811 ビ ス カ リ ア 牝4鹿 55
53 △木幡 巧也 �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 460± 01：53．8 1．7�
11 エ レ ー デ 牝3鹿 53

52 ☆加藤 祥太前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440＋ 41：53．9� 4．2�

55 ア ウ ア ウ 牝3鹿 53
52 ☆長岡 禎仁金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 日高大洋牧場 494＋ 21：54．0クビ 20．4�
67 ス ク ラ ッ タ 牝3黒鹿 53

51 △伴 啓太吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 390－ 81：54．1� 13．8�
810 ウェイアップハイ 牝3鹿 53

50 ▲藤田菜七子加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 456－ 21：54．2� 15．4�
33 ファンシーミューズ 牝5鹿 55 勝浦 正樹吉田 勝己氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 506－ 81：54．51� 16．0	
44 ハギノセゾン 牝5青鹿 55

54 ☆�島 克駿安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 476－ 61：54．6クビ 42．2

79 グランドエンジェル 牝5鹿 55 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460－ 21：54．7� 14．5�
78 イタリアンフェッテ 牝5鹿 55

52 ▲菊沢 一樹芳賀 克也氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 416－ 41：55．01� 84．7
66 クイーンズシアター 牝5鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム和田 正道 千歳 社台ファーム 472－ 21：55．63� 35．1�
22 ティーゲット 牝3栗 53 北村 友一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 458－ 61：55．7クビ 15．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，757，000円 複勝： 40，080，000円 枠連： 7，156，200円
馬連： 25，999，600円 馬単： 19，084，700円 ワイド： 18，710，000円
3連複： 36，261，400円 3連単： 64，698，800円 計： 228，747，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 380円 枠 連（1－8） 360円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 200円 �� 640円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 6，460円

票 数

単勝票数 計 167570 的中 � 76705（1番人気）
複勝票数 計 400800 的中 � 247710（1番人気）� 43878（2番人気）� 8812（8番人気）
枠連票数 計 71562 的中 （1－8） 15335（1番人気）
馬連票数 計 259996 的中 �� 50958（1番人気）
馬単票数 計 190847 的中 �� 25842（1番人気）
ワイド票数 計 187100 的中 �� 30709（1番人気）�� 6691（7番人気）�� 2947（17番人気）
3連複票数 計 362614 的中 ��� 9971（8番人気）
3連単票数 計 646988 的中 ��� 7254（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．4―37．1―50．0―1：02．5―1：15．3―1：28．2―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―3F38．5
1
3
5，10，1，6，4，9（2，8）（3，7）11
5（1，10，6）（7，9，4）11（2，8）3

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

勝馬の
紹 介

ビ ス カ リ ア �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 Gilded Time デビュー 2014．10．5 阪神2着

2012．4．24生 牝4鹿 母 フサイチジェット 母母 Long Distance 21戦3勝 賞金 43，700，000円



2903110月22日 晴 良 （28新潟3）第3日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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

23 リンガスウーノ 牝3栗 53
51 △伴 啓太伊藤 巖氏 高橋 祥泰 新ひだか 三木田牧場 486＋ 21：12．1 2．1�

59 スナッチアキス 牝4鹿 55
54 ☆長岡 禎仁西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 梅田牧場 434＋ 2 〃 クビ 9．9�

34 ハートイズハート 牡3栗 55 嶋田 純次北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 458－ 41：12．41� 15．9�
35 ナムラミラクル 牡3芦 55 藤懸 貴志奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 ナカノファーム 462＋ 41：12．5� 38．5�
46 トウショウスレッジ 牡3栗 55

53 △原田 和真トウショウ産業� 栗田 博憲 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490＋ 41：12．71� 71．5�
22 イ ア ペ ト ス 牡4鹿 57

54 ▲菊沢 一樹	ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 488＋ 2 〃 クビ 9．5

11 イソノヴィグラス 牡3栗 55 平野 優岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 470＋ 41：12．8クビ 161．0�
712 ラッシュストーム 牝3黒鹿 53

52 ☆中井 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 浜田多実雄 日高 槇本牧場 464－ 61：12．9� 131．4�

47 トウカイマインド 牝5鹿 55 横山 和生内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 466＋ 2 〃 ハナ 45．3
815 ツーエムカイザー 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 496－ 71：13．11� 13．2�
611 リバーコンサート 牝5栗 55

53 △木幡 初也河越 武治氏 作田 誠二 新ひだか 桜井牧場 448＋ 7 〃 アタマ 45．1�
58 タ ピ エ ス 牡4鹿 57

56 ☆�島 克駿細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 486＋ 61：13．73� 104．0�
610 ワキノハガクレ 牡4黒鹿 57

56 ☆加藤 祥太脇山 良之氏 松下 武士 新冠 平山牧場 426＋ 21：14．12� 3．4�
713 ゴマスリオトコ 牡4黒鹿57 森 一馬小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 高野牧場 518＋ 41：14．95 69．5�
814 シゲルムロアジ 牡3青鹿 55

52 ▲三津谷隼人森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 490＋ 41：15．21� 33．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 18，516，000円 複勝： 23，256，200円 枠連： 8，992，700円
馬連： 27，734，100円 馬単： 17，439，200円 ワイド： 20，527，500円
3連複： 42，450，500円 3連単： 61，516，900円 計： 220，433，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 220円 � 370円 枠 連（2－5） 730円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 330円 �� 710円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 4，330円 3 連 単 ��� 15，660円

票 数

単勝票数 計 185160 的中 � 69355（1番人気）
複勝票数 計 232562 的中 � 81534（1番人気）� 21696（3番人気）� 10586（6番人気）
枠連票数 計 89927 的中 （2－5） 9431（3番人気）
馬連票数 計 277341 的中 �� 21051（3番人気）
馬単票数 計 174392 的中 �� 8771（4番人気）
ワイド票数 計 205275 的中 �� 18010（2番人気）�� 7243（6番人気）�� 1837（28番人気）
3連複票数 計 424505 的中 ��� 7343（11番人気）
3連単票数 計 615169 的中 ��� 2847（36番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．5―12．4―12．1―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．8―47．2―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンガスウーノ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 サクラローレル デビュー 2016．1．17 中山1着

2013．3．20生 牝3栗 母 リンガスローレル 母母 リンガスマドンナ 8戦2勝 賞金 25，720，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 トップリバティ号
（非抽選馬） 1頭 トウショウデュエル号

2903210月22日 晴 良 （28新潟3）第3日 第8競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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
1：44．6
1：43．9

良
良

816 オブリゲーション 牡3鹿 55 中谷 雄太�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 462＋101：47．5 16．2�
23 ブライトボイス 牡4栗 57

56 ☆長岡 禎仁宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 492－101：47．6� 18．3�
510� オンファロス 牝4鹿 55

53 △木幡 初也村木 篤氏 久保田貴士 日高 下河辺牧場 428＋ 61：47．7� 46．0�
48 ロードキング 牡3鹿 55

54 ☆加藤 祥太市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B486± 0 〃 クビ 29．1�

11 フォルシャー 牡5栗 57
56 ☆岩崎 翼 �社台レースホース長浜 博之 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 484＋10 〃 アタマ 11．1	

714 コメットシーカー 牡6鹿 57
56 ☆�島 克駿 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 486－ 61：47．8クビ 10．3


713 ヴェルジョワーズ 牝5鹿 55 伊藤 工真 �サンデーレーシング 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454－ 4 〃 ハナ 17．2�

611 シンボリラパス 牡3栗 55
53 △木幡 巧也シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 474－ 6 〃 クビ 60．8�

612 ゼーリムニル 牝3鹿 53 菱田 裕二一村 哲也氏 �島 一歩 日高 高山牧場 466＋ 21：47．9クビ 16．2
24 ダークネブラス 牡4青鹿57 津村 明秀 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 6 〃 アタマ 2．8�
47 ラスイエットロス 牝3鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 久詞 新冠 ビッグレッドファーム 412＋ 2 〃 クビ 64．3�
12 ローズウィスパー 牝3鹿 53 北村 友一 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 ハナ 13．9�
36 � クラウンドリーム 牡3芦 55 西田雄一郎矢野まり子氏 伊藤 伸一 新冠 ヒカル牧場 478＋ 31：48．0� 275．1�
35 ステファンバローズ 牡3黒鹿55 吉田 隼人猪熊 広次氏 松下 武士 新ひだか 前田 宗将 466＋ 8 〃 クビ 3．9�
59 キュリオスティー 牝5鹿 55 石橋 脩 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452＋ 61：48．1� 21．9�
817 スズカウルトラ 牡3鹿 55 川須 栄彦永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 456－ 4 〃 クビ 85．9�
815 ノ ア ビ ジ ン 牝3鹿 53 勝浦 正樹野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 446± 01：48．84 138．0�

（17頭）

売 得 金
単勝： 20，461，600円 複勝： 31，097，500円 枠連： 12，761，400円
馬連： 37，964，400円 馬単： 19，425，900円 ワイド： 27，713，200円
3連複： 57，277，000円 3連単： 79，769，600円 計： 286，470，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 490円 � 660円 � 1，280円 枠 連（2－8） 1，780円

馬 連 �� 19，530円 馬 単 �� 32，440円

ワ イ ド �� 5，160円 �� 9，150円 �� 15，100円

3 連 複 ��� 229，720円 3 連 単 ��� 1，257，230円

票 数

単勝票数 計 204616 的中 � 10085（6番人気）
複勝票数 計 310975 的中 � 17809（6番人気）� 12600（9番人気）� 6091（12番人気）
枠連票数 計 127614 的中 （2－8） 5544（8番人気）
馬連票数 計 379644 的中 �� 1506（57番人気）
馬単票数 計 194259 的中 �� 449（107番人気）
ワイド票数 計 277132 的中 �� 1394（53番人気）�� 781（77番人気）�� 472（95番人気）
3連複票数 計 572770 的中 ��� 187（388番人気）
3連単票数 計 797696 的中 ��� 46（2220番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．0―12．6―12．4―12．2―11．5―10．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．1―48．7―1：01．1―1：13．3―1：24．8―1：35．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オブリゲーション �
�
父 アドマイヤマックス �

�
母父 カリズマティック デビュー 2015．12．6 中京4着

2013．4．19生 牡3鹿 母 カンシャノキモチ 母母 フラワーヒル 8戦2勝 賞金 15，800，000円



2903310月22日 晴 良 （28新潟3）第3日 第9競走 1，800�サラブレッド系3歳以上
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 7，000，000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 タマモセナター 牡5栗 57
56 ☆岩崎 翼タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 494＋ 81：54．1 3．6�

44 ウエヲムイテアルコ 牡3青 55 吉田 隼人千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか ヒサイファーム 476＋ 21：54．2� 12．6�
810 ナンヨーファミユ 牡3鹿 55 石橋 脩中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：54．62� 7．1�
66 エーティーサンダー 牡3青鹿55 菱田 裕二荒木 徹氏 湯窪 幸雄 新ひだか 下屋敷牧場 506± 01：54．81 5．3�
78 モルゲンロート 牡3鹿 55

54 ☆長岡 禎仁武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 472＋ 4 〃 クビ 3．5�
55 ディアスプマンテ 牝3栗 53 北村 友一 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 446－ 61：54．9クビ 14．9	
22 コパデスコパ 牡3栗 55 川須 栄彦小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 500＋201：55．21� 28．4

89 モンストルコント 牡3黒鹿 55

53 △木幡 巧也 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 502＋121：55．3� 6．4�
77 ロングマジック 牝3栗 53 勝浦 正樹中井 敏雄氏 長浜 博之 新ひだか 木村 秀則 460－ 41：56．47 144．6
33 � ワイドワーグナー 牡4青鹿 57

56 ☆加藤 祥太幅田 昌伸氏 庄野 靖志 日高 法理牧場 524± 01：56．61� 37．4�
（10頭）

売 得 金
単勝： 15，962，100円 複勝： 19，953，500円 枠連： 7，348，500円
馬連： 27，489，000円 馬単： 16，244，800円 ワイド： 17，018，100円
3連複： 35，052，100円 3連単： 61，649，400円 計： 200，717，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 300円 � 200円 枠 連（1－4） 3，190円

馬 連 �� 2，840円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 920円 �� 510円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 4，790円 3 連 単 ��� 26，160円

票 数

単勝票数 計 159621 的中 � 35096（2番人気）
複勝票数 計 199535 的中 � 38802（1番人気）� 14059（6番人気）� 25780（4番人気）
枠連票数 計 73485 的中 （1－4） 1785（13番人気）
馬連票数 計 274890 的中 �� 7496（13番人気）
馬単票数 計 162448 的中 �� 2538（23番人気）
ワイド票数 計 170181 的中 �� 4658（12番人気）�� 8981（7番人気）�� 4237（14番人気）
3連複票数 計 350521 的中 ��� 5486（19番人気）
3連単票数 計 616494 的中 ��� 1708（101番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―37．0―50．1―1：03．1―1：16．0―1：29．1―1：41．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．1
1
3
・（1，4）8，2，9，10，5，7－6－3・（1，4）（2，8）（5，9，10）7，6，3

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

勝馬の
紹 介

タマモセナター �
�
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 2013．8．4 小倉15着

2011．3．12生 牡5栗 母 チャームピクチャー 母母 サンドピクチャー 16戦2勝 賞金 25，100，000円

2903410月22日 曇 良 （28新潟3）第3日 第10競走 2，400�
ば ん だ い ば し

萬 代 橋 特 別
発走14時50分 （芝・左）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

811 メイショウガーデン 牝3黒鹿52 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 524＋ 82：32．0 4．3�
79 � イ チ ダ イ 牡3鹿 54 吉田 隼人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 520－ 4 〃 クビ 2．5�
812 フォイヤーヴェルク 牡3青鹿54 石橋 脩 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 442－ 82：32．1クビ 6．5�
55 カレンラストショー 牡4栗 57 菱田 裕二鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 436＋ 6 〃 アタマ 4．6�
22 ララエクラテール 牡4鹿 57 北村 友一フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B420－ 62：32．52� 16．5	
710� キーフォーサクセス 牡4黒鹿57 木幡 巧也 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 450＋ 22：32．71� 47．3

68 アドマイヤガスト 牡4鹿 57 津村 明秀近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 516＋ 4 〃 クビ 20．9�
33 � バードオンアスク 牝5鹿 55 勝浦 正樹戸賀 智子氏 中舘 英二 新ひだか 藤原牧場 500＋ 62：32．91 69．5�
56 バンダムザブラッド 牡3黒鹿54 横山 和生山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 466－ 4 〃 ハナ 12．8
67 ハギノカエラ 牝3栗 52 加藤 祥太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 420＋ 2 〃 クビ 27．2�
44 � プレツィオーゼ �4鹿 57 西田雄一郎髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 436－ 42：33．11� 175．3�
11 � ピ ー キ ー 牡5鹿 57 中谷 雄太 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 484－ 22：33．2クビ 163．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，075，900円 複勝： 35，333，300円 枠連： 14，445，100円
馬連： 51，531，200円 馬単： 27，412，400円 ワイド： 28，834，500円
3連複： 66，918，500円 3連単： 106，920，400円 計： 354，471，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 160円 � 120円 � 200円 枠 連（7－8） 370円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 320円 �� 550円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 5，780円

票 数

単勝票数 計 230759 的中 � 42416（2番人気）
複勝票数 計 353333 的中 � 50176（3番人気）� 105056（1番人気）� 35641（4番人気）
枠連票数 計 144451 的中 （7－8） 29774（1番人気）
馬連票数 計 515312 的中 �� 68236（2番人気）
馬単票数 計 274124 的中 �� 17197（3番人気）
ワイド票数 計 288345 的中 �� 24731（2番人気）�� 12609（6番人気）�� 18818（4番人気）
3連複票数 計 669185 的中 ��� 40589（2番人気）
3連単票数 計1069204 的中 ��� 13391（9番人気）

ハロンタイム 13．3―12．5―12．5―12．9―13．7―14．4―12．9―12．8―12．6―12．2―11．1―11．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．8―38．3―51．2―1：04．9―1：19．3―1：32．2―1：45．0―1：57．6―2：09．8―2：20．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウガーデン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．4．10 阪神5着

2013．4．14生 牝3黒鹿 母 メイショウルイーズ 母母 フェアトゥザウインド 8戦2勝 賞金 20，236，000円



2903510月22日 曇 良 （28新潟3）第3日 第11競走 ��1，000�
ひ よ く

飛 翼 特 別
発走15時25分 （芝・直線）
3歳以上，1，000万円以下，27．10．24以降28．10．16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 14，000，000円 5，600，000円 3，500，000円 2，100，000円 1，400，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816 アースエンジェル 牝4青鹿53 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 新ひだか グランド牧場 448＋ 8 54．7 4．0�

713 イ オ ラ ニ �5黒鹿55 北村 友一 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド B482＋ 2 〃 クビ 2．8�

612 スペチアーレ 牝4鹿 53 川須 栄彦青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 478－ 2 55．12� 6．1�
715 ラインミーティア 牡6鹿 55 横山 和生大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 476＋ 2 55．2クビ 12．1�
12 ファンデルワールス �7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 494－ 6 〃 クビ 43．9	
47 � ダイアモンドノーム 牝3栗 50 嶋田 純次友水 達也氏 中野 栄治 日高 木村牧場 428＋10 55．3クビ 186．5

24 ミキノドラマー 牡3鹿 53 原田 和真谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 474＋ 4 〃 クビ 22．8�
611� リバティーホール 牝7鹿 51 宮崎 北斗吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B454－ 6 〃 ハナ 55．0�
48 クリノリーソクツモ 牝4鹿 53 菱田 裕二栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 446＋ 2 55．5� 31．4
818 ブ ロ ワ 牝3黒鹿51 木幡 初也�ミルファーム 尾関 知人 浦河 ミルファーム 462± 0 55．71	 11．7�
11 サビーナクレスタ �5鹿 54 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 494－ 8 55．8� 31．6�
23 
 ロケットダッシュ 牡6鹿 54 石橋 脩 �キャロットファーム 吉田 直弘 米 Northwest

Farms LLC 492－ 6 56．01	 39．2�
35 ジェントルハート 牝3栗 51 �島 克駿前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480＋ 4 〃 ハナ 91．1�
817 エ フ ェ ク ト 牝4青鹿51 岩崎 翼山本 武司氏 服部 利之 鹿児島 新保牧場 460＋20 56．21	 117．5�
510 エンジェヌー 牝5青鹿52 中谷 雄太 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 8 〃 ハナ 28．8�
59 � ゴ ー ス ル ー 牡6鹿 52 加藤 祥太 �静内白井牧場 大江原 哲 新ひだか 橋本牧場 460± 0 〃 アタマ 109．9�
714 ウエスタンユーノー 牝5芦 53 菊沢 一樹西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 490＋ 6 56．41� 24．6�
36 ミラクルアイドル 牝5黒鹿53 勝浦 正樹玉腰 勇吉氏 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 470＋ 2 56．5� 28．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，299，300円 複勝： 50，490，300円 枠連： 36，870，800円
馬連： 126，242，700円 馬単： 57，035，200円 ワイド： 61，797，500円
3連複： 202，262，600円 3連単： 272，688，900円 計： 847，687，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 130円 � 160円 枠 連（7－8） 380円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 290円 �� 460円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 5，050円

票 数

単勝票数 計 402993 的中 � 80292（2番人気）
複勝票数 計 504903 的中 � 89757（2番人気）� 120932（1番人気）� 67273（3番人気）
枠連票数 計 368708 的中 （7－8） 75173（1番人気）
馬連票数 計1262427 的中 �� 138083（1番人気）
馬単票数 計 570352 的中 �� 27790（3番人気）
ワイド票数 計 617975 的中 �� 56093（1番人気）�� 32342（3番人気）�� 46656（2番人気）
3連複票数 計2022626 的中 ��� 132460（1番人気）
3連単票数 計2726889 的中 ��� 39128（3番人気）

ハロンタイム 11．8―10．0―10．9―10．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．8―21．8―32．7―42．9

上り4F42．9－3F32．9
勝馬の
紹 介

アースエンジェル �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 High Yield デビュー 2015．5．16 新潟2着

2012．5．5生 牝4青鹿 母 スズカエンジェル 母母 イルグンスエンジェル 9戦4勝 賞金 42，881，000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 スラリーアイス号・タカラジェニファ号・ブラウンカイ号

2903610月22日 曇 良 （28新潟3）第3日 第12競走 1，600�
てらどまり

寺 泊 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）

3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 9，500，000円 3，800，000円 2，400，000円 1，400，000円 950，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

56 ショウナンサスケ 牡3鹿 55 石橋 脩国本 哲秀氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 468－ 41：34．9 3．4�
44 ワントゥワン 牝3黒鹿53 吉田 隼人青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 436－ 21：35．11� 2．9�
57 アイリーグレイ 牝4芦 55 木幡 巧也前原 敏行氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B470＋12 〃 クビ 24．7�
33 ス ノ ー マ ン 牡3鹿 55 北村 友一永井 秀貴氏 高橋 義忠 浦河 辻 牧場 500＋161：35．41� 11．1�
69 トウショウジャイロ 牡3黒鹿55 �島 克駿トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504＋ 6 〃 クビ 20．0�
812 ウインクレド 牡3鹿 55 菱田 裕二�ウイン 西園 正都 新ひだか 平野牧場 472＋ 21：35．61 18．5	
710 スマートスペクター 牡3鹿 55 岩崎 翼大川 徹氏 池添 学 新ひだか 神垣 道弘 432± 01：35．81� 78．1

45 カレンオプシス 牝4青鹿55 津村 明秀鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490± 0 〃 ハナ 11．4�
22 エーデルメイシュ 牝3鹿 53 長岡 禎仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 21：35．9� 18．1�
11 ラ グ ナ グ 牝3栗 53 勝浦 正樹吉田 照哉氏 石橋 守 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 クビ 5．1
68 ダブルコーク 牡5黒鹿57 木幡 初也�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496＋ 21：36．32� 68．1�
813 マンゴジェリー 牡4鹿 57 加藤 祥太窪田 康志氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 462－ 2 〃 クビ 52．8�
711� サンヴィヴァン 牝4黒鹿55 伊藤 工真山内 晃氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 458＋ 91：37．36 229．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 34，961，900円 複勝： 46，579，800円 枠連： 16，779，400円
馬連： 73，545，000円 馬単： 33，417，400円 ワイド： 40，562，500円
3連複： 97，322，500円 3連単： 147，029，900円 計： 490，198，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 150円 � 470円 枠 連（4－5） 470円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，200円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 4，380円 3 連 単 ��� 18，100円

票 数

単勝票数 計 349619 的中 � 82171（2番人気）
複勝票数 計 465798 的中 � 106194（1番人気）� 88321（2番人気）� 17119（9番人気）
枠連票数 計 167794 的中 （4－5） 27307（1番人気）
馬連票数 計 735450 的中 �� 82995（1番人気）
馬単票数 計 334174 的中 �� 16488（3番人気）
ワイド票数 計 405625 的中 �� 40997（1番人気）�� 7994（14番人気）�� 6867（18番人気）
3連複票数 計 973225 的中 ��� 16646（13番人気）
3連単票数 計1470299 的中 ��� 5888（50番人気）

ハロンタイム 13．0―11．7―12．4―12．6―12．1―11．0―10．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．0―24．7―37．1―49．7―1：01．8―1：12．8―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F33．1
3 7，10，6，9，2（5，12）（1，11）（4，8）3，13 4 7，10（6，9）2（5，12）1（4，11）（3，8）13

勝馬の
紹 介

ショウナンサスケ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．4．10 中山6着

2013．3．30生 牡3鹿 母 ショウナンタイリン 母母 ゴールデンページ 6戦2勝 賞金 22，783，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（28新潟3）第3日 10月22日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

187，850，000円
1，270，000円
4，080，000円
1，680，000円
18，740，000円
64，901，000円
5，628，600円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
244，690，000円
410，618，000円
149，922，900円
495，275，000円
269，886，100円
308，512，500円
745，330，500円
1，076，609，900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 3，700，844，900円

総入場人員 9，422名 （有料入場人員 7，973名）
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