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2903710月23日 小雨 良 （28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 （ダート・左）

牝，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

22 イナズママンボ 牝2鹿 54 吉田 隼人小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 448＋ 21：13．9 2．2�
46 フレンドパリ 牝2黒鹿 54

52 △原田 和真横尾 晴人氏 南田美知雄 新ひだか 藤巻 則弘 440＋ 21：14．85 9．8�
34 タイセイモーション 牝2鹿 54 勝浦 正樹田中 成奉氏 池上 昌弘 浦河 小島牧場 442± 0 〃 アタマ 6．2�
815 シュエットヌーベル 牝2栗 54

52 △木幡 初也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B448＋121：15．12 7．2�

610 ヨイマチグサ 牝2芦 54 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 浦河 絵笛牧場 456± 01：15．31� 57．4�
712 ニシノレディー 牝2黒鹿54 黛 弘人西山 茂行氏 高木 登 むかわ 清水ファーム 434＋ 21：15．4� 9．5	
713 ローズジャイプール 牝2栗 54 伊藤 工真田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新ひだか 萩澤 俊雄 432＋ 61：15．5� 22．7

47 ウィッシュノート 牝2黒鹿 54

51 ▲野中悠太郎 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B434＋ 6 〃 アタマ 6．9�
23 エリーダイナマイト 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太谷川 正純氏 大江原 哲 新冠 川越 省蔵 470± 01：15．6クビ 52．6
35 セトノムーン 牝2鹿 54

52 △木幡 巧也難波 澄子氏 田島 俊明 日高 新井 昭二 460± 01：15．91� 78．9�
611 サンラスベガス 牝2黒鹿54 二本柳 壮 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 有限会社

ケイズ 494－ 61：16．22 33．0�
814 ラストステージ 牝2栗 54

52 △伴 啓太福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 420－121：16．51� 80．7�
11 バ ト ル ク ウ 牝2青鹿 54

53 ☆岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468± 01：17．45 151．2�
59 ミ コ キ ラ ラ 牝2鹿 54 丸田 恭介古賀 慎一氏 谷原 義明 新冠 若林牧場 416± 01：18．67 150．4�
58 ハナノバード 牝2鹿 54

51 ▲森 裕太朗華山 龍一氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 478＋ 4 〃 クビ 141．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，265，000円 複勝： 25，644，300円 枠連： 9，195，100円
馬連： 33，818，700円 馬単： 19，432，900円 ワイド： 22，174，600円
3連複： 56，974，100円 3連単： 71，484，700円 計： 255，989，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（2－4） 370円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 330円 �� 280円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 5，270円

票 数

単勝票数 計 172650 的中 � 61739（1番人気）
複勝票数 計 256443 的中 � 77081（1番人気）� 29002（3番人気）� 42386（2番人気）
枠連票数 計 91951 的中 （2－4） 19023（1番人気）
馬連票数 計 338187 的中 �� 31856（3番人気）
馬単票数 計 194329 的中 �� 12726（3番人気）
ワイド票数 計 221746 的中 �� 17554（3番人気）�� 21687（1番人気）�� 7641（9番人気）
3連複票数 計 569741 的中 ��� 30288（3番人気）
3連単票数 計 714847 的中 ��� 9834（7番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―12．0―12．8―12．6―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．5―48．3―1：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．4―3F38．4
3 ・（2，13）（6，7，15）1，12（3，4）（5，11）－14，10－9＝8 4 ・（2，13）（6，7，15）－（1，12）（3，4）5，11－（14，10）－9＝8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

イナズママンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．8．20 小倉5着

2014．3．6生 牝2鹿 母 ケイエスホノカ 母母 ケイエスカプリース 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 フレンドパリ号の騎手原田和真は，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10，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミコキララ号・ハナノバード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月23日

まで平地競走に出走できない。

2903810月23日 曇 良 （28新潟3）第4日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時15分 （芝・左・外）
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
1：33．4
1：32．3

良
良

22 ゴールドケープ 牝2鹿 54
52 △木幡 巧也 �グリーンファーム荒川 義之 千歳 社台ファーム 426＋ 41：37．1 10．0�

813 ファンシーアモン 牝2鹿 54
52 △木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 470－ 4 〃 ハナ 7．3�

69 アスタークライ 牡2栗 55 菱田 裕二加藤 久枝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下
ファーム 434－ 61：37．63 10．7�

610 ザストリート 牡2鹿 55
53 △伴 啓太中村 智幸氏 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 446＋ 41：37．81 278．1�
33 ネオレジェンド 牝2黒鹿54 中谷 雄太嶋田 賢氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 468＋ 21：38．01� 2．7�
46 � ライズイーグル 牡2芦 55 勝浦 正樹大野 照旺氏 森 秀行 愛 Mr Mike

Ryan 498＋20 〃 クビ 4．6	
57 スリーソードシチー 牡2黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �友駿ホースクラブ 北出 成人 新ひだか 三石ファーム 412± 01：38．21� 68．5

34 サクラサクコロ 牡2鹿 55 吉田 隼人田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 新冠 中地 義次 454＋181：38．3	 5．2�
711 ゼットパール 牝2栗 54

53 ☆
島 克駿�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 81：38．4クビ 39．6
58 ファンタジーボール 牝2鹿 54

52 △原田 和真田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 いとう牧場 432＋101：38．61� 12．6�
712 コスモトリコロール 牡2黒鹿55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 454＋101：38．92 163．4�
814 ド ナ ル 牡2鹿 55 北村 友一杉澤 光雄氏 浜田多実雄 新冠 小泉牧場 436＋ 61：39．75 152．8�
45 ツウフラワーズ 牝2栗 54 津村 明秀鈴木 芳夫氏 池上 昌弘 新冠 つつみ牧場 438－ 81：39．8� 201．5�
11 ヤマタケナゴミ 牝2鹿 54

51 ▲野中悠太郎山中 和子氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 448＋ 21：40．43� 206．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，383，400円 複勝： 23，484，100円 枠連： 8，456，800円
馬連： 31，003，300円 馬単： 17，288，800円 ワイド： 19，760，200円
3連複： 44，728，600円 3連単： 57，451，600円 計： 219，556，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，000円 複 勝 � 300円 � 220円 � 300円 枠 連（2－8） 2，100円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 6，260円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，100円 �� 870円

3 連 複 ��� 6，370円 3 連 単 ��� 44，500円

票 数

単勝票数 計 173834 的中 � 13780（5番人気）
複勝票数 計 234841 的中 � 19222（6番人気）� 30521（4番人気）� 19877（5番人気）
枠連票数 計 84568 的中 （2－8） 3107（9番人気）
馬連票数 計 310033 的中 �� 7944（15番人気）
馬単票数 計 172888 的中 �� 2070（31番人気）
ワイド票数 計 197602 的中 �� 6811（11番人気）�� 4554（17番人気）�� 5814（13番人気）
3連複票数 計 447286 的中 ��� 5260（27番人気）
3連単票数 計 574516 的中 ��� 936（177番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．6―12．9―12．8―11．8―10．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―24．8―37．4―50．3―1：03．1―1：14．9―1：25．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F34．0
3 5（2，8，9）（3，6，11）（4，13）12（7，10）1＝14 4 5（2，8，9）3（4，11）（6，13）（7，1，12，10）－14

勝馬の
紹 介

ゴールドケープ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 デュランダル デビュー 2016．6．19 阪神8着

2014．3．3生 牝2鹿 母 ジュエルオブナイル 母母 レディオブチャド 4戦1勝 賞金 6，300，000円

第３回 新潟競馬 第４日



2903910月23日 曇 良 （28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 7，000，000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

77 カルムパシオン �3鹿 55 勝浦 正樹前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 516＋ 61：53．8 11．5�

88 ハローマイディア 牡3黒鹿55 北村 友一飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 474± 01：54．12 2．1�
89 ハギノグランコート 牡3栗 55 川須 栄彦日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B510＋ 21：54．41� 3．7�
44 パヴェダイヤモンド 牝4栗 55 丸田 恭介大塚 亮一氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 468＋ 81：55．25 12．1�
66 サンアンダーソン 牡3栗 55

53 △原田 和真 �加藤ステーブル 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 B544－ 2 〃 ハナ 20．9�
33 ウインランブル 牡3鹿 55 菱田 裕二�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 472＋ 41：55．41� 6．8	
11 シゲルサンマ 牡3黒鹿 55

52 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 飯田 祐史 日高 高山 博 546－ 71：55．61 40．5

22 デュアルフレイム 牡4栗 57

55 △木幡 巧也 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 458＋ 21：56．23� 9．5�
55 モアニレフア 牝4青鹿55 横山 和生北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446＋221：56．73 37．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 16，330，500円 複勝： 16，577，300円 枠連： 7，368，500円
馬連： 24，757，100円 馬単： 16，803，400円 ワイド： 17，323，000円
3連複： 34，974，000円 3連単： 60，426，900円 計： 194，560，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 240円 � 130円 � 150円 枠 連（7－8） 800円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 450円 �� 680円 �� 190円

3 連 複 ��� 1，290円 3 連 単 ��� 10，570円

票 数

単勝票数 計 163305 的中 � 11271（5番人気）
複勝票数 計 165773 的中 � 13745（6番人気）� 39307（1番人気）� 29809（2番人気）
枠連票数 計 73685 的中 （7－8） 7121（4番人気）
馬連票数 計 247571 的中 �� 15788（5番人気）
馬単票数 計 168034 的中 �� 4265（12番人気）
ワイド票数 計 173230 的中 �� 9051（6番人気）�� 5547（11番人気）�� 28095（1番人気）
3連複票数 計 349740 的中 ��� 20184（4番人気）
3連単票数 計 604269 的中 ��� 4143（31番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―12．9―13．0―12．8―12．8―12．8―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―37．4―50．4―1：03．2―1：16．0―1：28．8―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．8
1
3
7（1，8，9）（6，5）（3，2）－4・（7，9）（1，6，8）－（3，5）2，4

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

勝馬の
紹 介

カルムパシオン �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．1．5 京都4着

2013．4．16生 �3鹿 母 ヴィクトリアアイ 母母 キャットクイル 9戦2勝 賞金 12，900，000円

2904010月23日 曇 良 （28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 7，500，000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

711 スズカプレスト 牡4鹿 60 北沢 伸也永井 啓弍氏 橋田 満 洞�湖 レイクヴィラファーム 446－ 23：09．0 3．8�
22 � ダノンロンシャン 牡5芦 60 熊沢 重文�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム 468－ 23：09．21� 16．8�
813 レジェンドパワー 	4黒鹿60 大江原 圭西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 444＋ 83：09．3クビ 2．0�
34 ウインセイヴィア 牡4栗 60 草野 太郎�ウイン 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム 460－ 63：09．4� 82．2�
33 アンバーグリスキー 牡4鹿 60 五十嵐雄祐青山 洋一氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 442± 03：10．03� 10．9�
11 � アサクサゴールド 牡6黒鹿60 浜野谷憲尚田原 慶子氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 464－ 23：10．21� 44．4	
45 シゲルスズキ 牡3栗 58 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 470± 03：11．26 172．7

57 ウ ラ ワ ザ 牡3黒鹿58 山本 康志内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 幌村牧場 B510＋ 23：11．62� 12．6�
58 ミヤコノアバランチ 牡3芦 58 石神 深一吉田都枝江氏 堀井 雅広 新ひだか 千代田牧場 480＋ 83：13．4大差 42．3�
610 マ ル ケ サ ス 牡7青鹿60 平沢 健治 キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 486＋ 63：13．5
 6．1�
814 ダーウィンノオシエ 牡3黒鹿58 蓑島 靖典福田 光博氏 加藤 和宏 日高 株式会社カ

ネツ牧場 460＋ 6 〃 ハナ 170．1�
46 ストロングバルドル 牡5鹿 60 小野寺祐太村木 篤氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 474＋ 63：14．35 36．9�
712 サンライフル 牡3鹿 58 上野 翔 �加藤ステーブル 的場 均 新冠 樋渡 志尚 478＋103：17．1大差 227．7�
69 ガンマーフォンテン 牡4栗 60 金子 光希吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 500－ 43：17．63 87．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，485，300円 複勝： 14，742，600円 枠連： 8，876，600円
馬連： 24，375，100円 馬単： 15，339，700円 ワイド： 16，834，100円
3連複： 41，804，400円 3連単： 60，020，000円 計： 197，477，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 250円 � 130円 枠 連（2－7） 2，430円

馬 連 �� 2，440円 馬 単 �� 4，080円

ワ イ ド �� 690円 �� 200円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，720円 3 連 単 ��� 11，730円

票 数

単勝票数 計 154853 的中 � 32447（2番人気）
複勝票数 計 147426 的中 � 39963（1番人気）� 9635（6番人気）� 32887（2番人気）
枠連票数 計 88766 的中 （2－7） 2830（11番人気）
馬連票数 計 243751 的中 �� 7742（9番人気）
馬単票数 計 153397 的中 �� 2815（16番人気）
ワイド票数 計 168341 的中 �� 5488（8番人気）�� 26373（1番人気）�� 5180（9番人気）
3連複票数 計 418044 的中 ��� 18148（4番人気）
3連単票数 計 600200 的中 ��� 3707（23番人気）
上り 1マイル 1：45．8 4F 50．8－3F 38．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカプレスト �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 メジロライアン デビュー 2014．6．29 阪神9着

2012．5．3生 牡4鹿 母 メジロプレスト 母母 レールデユタン 障害：4戦1勝 賞金 11，600，000円
〔制裁〕 スズカプレスト号の騎手北沢伸也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。



2904110月23日 曇 良 （28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）
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

78 リ カ ビ ト ス 牝2鹿 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 奥村 武 安平 ノーザンファーム 416 ―1：37．5 2．5�
44 パイルーチェ 牝2栗 54 津村 明秀西森 鶴氏 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 448 ―1：37．82 15．0�
33 ア ル テ ー ロ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 430 ―1：38．22� 4．1�
811 プライムタイム 牝2鹿 54 勝浦 正樹谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか 西村 和夫 470 ―1：38．52 6．9�
22 バトルデゼル 牡2栗 55 北村 友一 �シルクレーシング 吉田 直弘 浦河 林 孝輝 506 ―1：38．71� 12．5�
79 ヒカリダイヤグラム 牝2鹿 54

52 △原田 和真	ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 三木田牧場 454 ― 〃 クビ 33．5

（ヒカリチャリス）

66 ハ ナ サ キ 牝2青 54 横山 和生鈴木 康弘氏 小野 次郎 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 464 ―1：38．91� 5．7�

11 ベルウッドスバル 牡2黒鹿 55
54 ☆	島 克駿鈴木 照雄氏 坂口 正則 浦河 谷口牧場 478 ―1：39．21
 31．3

810 シェッドラスター 牝2鹿 54 中谷 雄太 �社台レースホース北出 成人 安平 追分ファーム 464 ―1：39．62� 20．6�
55 ウインシェリー 牝2鹿 54

52 △木幡 巧也	ウイン 粕谷 昌央 新冠 コスモヴューファーム 360 ―1：39．91
 35．2�
67 ジーガーミッシェル 牝2鹿 54 丸田 恭介�ジーガー 和田 正道 新冠 須崎牧場 410 ―1：45．6大差 92．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，268，200円 複勝： 19，309，000円 枠連： 7，452，900円
馬連： 24，843，600円 馬単： 16，475，900円 ワイド： 17，311，700円
3連複： 33，736，800円 3連単： 53，467，100円 計： 188，865，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 310円 � 140円 枠 連（4－7） 2，060円

馬 連 �� 2，250円 馬 単 �� 2，840円

ワ イ ド �� 860円 �� 260円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 13，520円

票 数

単勝票数 計 162682 的中 � 51482（1番人気）
複勝票数 計 193090 的中 � 49179（1番人気）� 10790（6番人気）� 39426（2番人気）
枠連票数 計 74529 的中 （4－7） 2799（8番人気）
馬連票数 計 248436 的中 �� 8532（8番人気）
馬単票数 計 164759 的中 �� 4336（10番人気）
ワイド票数 計 173117 的中 �� 4743（8番人気）�� 20199（1番人気）�� 3560（12番人気）
3連複票数 計 337368 的中 ��� 9044（7番人気）
3連単票数 計 534671 的中 ��� 2866（35番人気）

ハロンタイム 12．9―12．1―13．3―13．2―12．6―11．4―10．4―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．9―25．0―38．3―51．5―1：04．1―1：15．5―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F33．4
3 ・（1，3）（2，4）（6，11）9，8，7（5，10） 4 1，3，4（2，11）6，8，9－5，7，10

勝馬の
紹 介

リ カ ビ ト ス �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2014．5．10生 牝2鹿 母 エンシェントヒル 母母 アズテックヒル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジーガーミッシェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月23日まで平

地競走に出走できない。

2904210月23日 曇 良 （28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 7，000，000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

712 タガノヴィッター 牡3鹿 55
54 ☆加藤 祥太八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 510＋121：12．1 3．2�
22 ピュアノアール 牝4鹿 55 津村 明秀髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 454＋ 41：12．95 2．0�
611 メイショウマイカゼ 牝3黒鹿 53

52 ☆�島 克駿松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 436± 0 〃 クビ 12．0�
59 � グレートブレス 牡4栗 57

56 ☆岩崎 翼 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 512＋121：13．0� 42．1�

34 グランアラミス 	4栗 57 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 池田牧場 B496－ 6 〃 アタマ 68．2�
713 コロナボレアリス 牡5栗 57

54 ▲森 裕太朗 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 西浦 勝一 浦河 富菜牧場 464＋201：13．21
 40．7	

35 レッドファーレン 牝4青鹿55 伊藤 工真 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 444－ 41：13．52 41．7

11 ブライアンジョー 牡3鹿 55 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 458＋ 61：13．6� 169．3�
610� マキシマイザー 牡3鹿 55

53 △木幡 初也星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 432－11 〃 ハナ 68．4�
815 カレンコマンドール 	3鹿 55 北村 友一鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 B466＋ 4 〃 ハナ 15．8
47 グレートヒット 牡3栗 55

53 △木幡 巧也�KTレーシング 武井 亮 新冠 ハクツ牧場 466＋121：13．81
 53．8�
23 リンガディンドン 牡4芦 57 川須 栄彦吉田 晴哉氏 松元 茂樹 安平 追分ファーム 532＋ 61：14．01 13．0�
814� タカラフローリック 牝5芦 55

52 ▲野中悠太郎村山 義男氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋101：14．32 18．6�
58 マイティジャック 牡3黒鹿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 B448＋ 21：15．15 33．1�
46 ラッキーダン 牡4黒鹿 57

56 ☆中井 裕二田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B470＋ 81：16．710 78．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，628，300円 複勝： 27，488，500円 枠連： 10，569，700円
馬連： 33，638，700円 馬単： 20，041，200円 ワイド： 22，892，700円
3連複： 51，648，800円 3連単： 73，791，100円 計： 261，699，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 110円 � 190円 枠 連（2－7） 320円

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 180円 �� 640円 �� 360円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 216283 的中 � 53519（2番人気）
複勝票数 計 274885 的中 � 44454（2番人気）� 117211（1番人気）� 20670（3番人気）
枠連票数 計 105697 的中 （2－7） 25395（1番人気）
馬連票数 計 336387 的中 �� 79105（1番人気）
馬単票数 計 200412 的中 �� 20569（2番人気）
ワイド票数 計 228927 的中 �� 40144（1番人気）�� 7543（6番人気）�� 15045（2番人気）
3連複票数 計 516488 的中 ��� 46720（1番人気）
3連単票数 計 737911 的中 ��� 14631（2番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―12．8―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．5―47．3―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タガノヴィッター �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．5 阪神4着

2013．3．20生 牡3鹿 母 ダンスティルドーン 母母 Kaysama 6戦2勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 コロナボレアリス号の騎手森裕太朗は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：15番）
〔その他〕 ラッキーダン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ラッキーダン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年11月23日まで出走できない。
※レッドファーレン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



2904310月23日 曇 良 （28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）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

44 ヤマニンシルフ 牡3栗 55
53 △木幡 巧也土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 442＋ 21：53．5 3．5�

22 フッカツノノロシ 牡3黒鹿 55
54 ☆�島 克駿福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 492± 01：53．82 4．5�

810 スマートガイア �4鹿 57
54 ▲野中悠太郎大川 徹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 2 〃 ハナ 8．1�

79 � メイショウハクラク 牡5栗 57
56 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 大橋 勇樹 日高 下河辺牧場 506＋ 61：54．01 12．3�

67 メイショウカシュウ 牡4鹿 57
56 ☆岩崎 翼松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 502＋ 61：54．1� 24．9�

11 スプリングキャロル 牝3鹿 53
52 ☆長岡 禎仁 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 418－ 21：54．31� 26．2	

78 ヤサカナンティー 牡4鹿 57
56 ☆中井 裕二志邑 宣彦氏 浜田多実雄 むかわ 新井牧場 494＋ 81：54．72	 14．7


66 メープルフレイバー 牝3栗 53
51 △木幡 初也尾田 信夫氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 444＋ 21：54．91	 4．5�

55 ナンベーサン 牡3芦 55
53 △原田 和真宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 B504＋ 81：55．43 22．0�

811 ギ ン パ リ 牡4青鹿 57
55 △伴 啓太新井原 博氏 武市 康男 新冠 守矢牧場 502＋161：55．61� 64．3

33 レッドゼルク 牡3栗 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B510± 01：58．7大差 8．5�
（11頭）

売 得 金
単勝： 16，365，500円 複勝： 22，875，500円 枠連： 7，451，900円
馬連： 30，731，700円 馬単： 17，344，200円 ワイド： 19，638，400円
3連複： 40，093，600円 3連単： 59，086，800円 計： 213，587，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 140円 � 200円 枠 連（2－4） 1，010円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 410円 �� 670円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 12，600円

票 数

単勝票数 計 163655 的中 � 37052（1番人気）
複勝票数 計 228755 的中 � 40455（3番人気）� 50224（1番人気）� 24583（4番人気）
枠連票数 計 74519 的中 （2－4） 5682（4番人気）
馬連票数 計 307317 的中 �� 22487（3番人気）
馬単票数 計 173442 的中 �� 7525（3番人気）
ワイド票数 計 196384 的中 �� 13099（3番人気）�� 7406（5番人気）�� 5914（12番人気）
3連複票数 計 400936 的中 ��� 10432（8番人気）
3連単票数 計 590868 的中 ��� 3399（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．0―36．7―50．0―1：02．5―1：15．0―1：28．1―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．5
1
3
7，8－（5，9）－（3，10）－11，1－（2，6）4
7，8（5，9）10（3，1，4）（11，6）2

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンシルフ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2015．8．22 新潟3着

2013．2．24生 牡3栗 母 ヤマニンカルフール 母母 ワンオブアクライン 13戦2勝 賞金 21，000，000円
〔制裁〕 ヤマニンシルフ号の騎手木幡巧也は，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。
〔その他〕 レッドゼルク号は，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。

2904410月23日 曇 良 （28新潟3）第4日 第8競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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 7，000，000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
53．7
53．7

良
良

715 スマートグレイス 牝4栗 55 菱田 裕二大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 飛野牧場 474－ 6 55．3 1．7�
36 シゲルカゼノボン 牝4黒鹿 55

52 ▲野中悠太郎森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 馬道 繁樹 528＋18 55．62 13．1�
48 ゼットフーリ 牝3鹿 53

52 ☆�島 克駿�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B480＋10 55．7クビ 171．3�
59 サチノクイーン 牝5鹿 55

54 ☆岩崎 翼佐藤 勝士氏 千田 輝彦 浦河トラストスリーファーム B476＋12 〃 ハナ 31．2�
817 プリンセスオーラ 牝3鹿 53

51 △木幡 巧也大森 悌次氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 432＋ 6 〃 ハナ 7．7�
23 ペイザージュ 牝3栗 53 北村 友一落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 480＋ 8 55．8� 27．3	
611 リュウツバメ 牝6鹿 55 川須 栄彦田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 544－ 2 55．9� 12．5

818 コウユーココロザシ 牝4鹿 55

52 ▲森 裕太朗加治屋貞光氏 石栗 龍彦 新ひだか 武岡農場 504－ 6 〃 クビ 19．1�
47 カレンローザネーラ 牝4鹿 55 津村 明秀鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 458－12 〃 ハナ 62．7�
713 コ リ ー ナ 牝3鹿 53 丸田 恭介山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 大島牧場 440＋ 4 56．0クビ 9．3
12 メープルパール 牝3栗 53

52 ☆加藤 祥太 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 432＋ 8 56．1� 28．1�
714 エターナルユース 牝3栗 53 熊沢 重文 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 422＋ 6 56．2クビ 44．6�
11 クールジョジョ 牝5黒鹿55 秋山真一郎川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 442＋ 2 56．3� 153．6�
510 オレンジガール 牝3鹿 53

51 △木幡 初也樋口 正蔵氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 4 56．51	 53．6�
612
 ル サ リ エ 牝4鹿 55 西田雄一郎飯田 正剛氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 430＋ 6 56．71	 109．4�
816 オルティラアスール 牝4鹿 55 宮崎 北斗�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 484＋ 2 〃 クビ 30．7�
24 トラストレイカ 牝4鹿 55 黛 弘人菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 438－13 56．8クビ 229．2�
35 タイセイマライカ 牝3黒鹿53 中谷 雄太田中 成奉氏 西村 真幸 浦河 金石牧場 404＋ 2 57．11� 217．9�

（18頭）

売 得 金
単勝： 23，179，900円 複勝： 26，586，700円 枠連： 17，764，700円
馬連： 45，954，800円 馬単： 24，528，200円 ワイド： 29，661，500円
3連複： 73，493，200円 3連単： 102，941，600円 計： 344，110，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 120円 � 260円 � 2，720円 枠 連（3－7） 780円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 400円 �� 4，110円 �� 15，620円

3 連 複 ��� 31，840円 3 連 単 ��� 70，010円

票 数

単勝票数 計 231799 的中 � 107760（1番人気）
複勝票数 計 265867 的中 � 87469（1番人気）� 22791（4番人気）� 1554（17番人気）
枠連票数 計 177647 的中 （3－7） 17649（3番人気）
馬連票数 計 459548 的中 �� 39132（3番人気）
馬単票数 計 245282 的中 �� 15595（2番人気）
ワイド票数 計 296615 的中 �� 21251（2番人気）�� 1747（43番人気）�� 454（91番人気）
3連複票数 計 734932 的中 ��� 1731（93番人気）
3連単票数 計1029416 的中 ��� 1066（197番人気）

ハロンタイム 12．0―10．1―11．1―10．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．1―33．2―43．5

上り4F43．3－3F33．2
勝馬の
紹 介

スマートグレイス �
�
父 ヤマニンセラフィム �

�
母父 トワイニング デビュー 2014．11．16 京都1着

2012．3．2生 牝4栗 母 チーキーガールズ 母母 ブルーベイブリッジ 12戦3勝 賞金 28，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タニマサガール号
（非抽選馬） 1頭 セラフィーナ号



2904510月23日 曇 良 （28新潟3）第4日 第9競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走14時05分 （ダート・左）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

611 イワヌガハナ �4黒鹿57 横山 和生國分 純氏 小野 次郎 日高 スマイルファーム 472± 01：12．8 10．1�
713 リリーグランツ 牝4鹿 55

53 △木幡 初也森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B458＋ 21：12．9	 4．4�
712
 チェストケリリー 牝3栗 53 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 米

Westwind Farm,
Mike Harris &
Susan Harris

500＋241：13．0	 3．1�
815� ベストエビデンス 牝4栗 55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 土田 稔 千歳 社台ファーム 428＋ 41：13．1	 138．1�
46 ボナフォルトゥーナ 牡4栗 57 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新ひだか 橋本牧場 B496＋101：13．2� 126．4�
23 ジュエルアラモード 牝4栗 55 川須 栄彦西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 508＋101：13．3クビ 12．8�
47 テイエムリヴィエラ 牝5鹿 55 菱田 裕二竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 テイエム牧場日高支場 B490＋141：13．4� 27．4	
22 メイショウフレイヤ 牝3栗 53 秋山真一郎松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 466＋ 2 〃 アタマ 13．4

59 カシノアーニング 牡3鹿 55 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 白瀬 盛雄 B446－ 6 〃 ハナ 121．6�
34 タガノフォルトゥナ 牡3鹿 55

52 ▲森 裕太朗八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478＋ 41：13．61 7．0�

58 ロードインスパイア 牡3青鹿55 津村 明秀 ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B456＋ 81：13．7クビ 14．4�
11 サクラエルカミーノ 牡5鹿 57

55 △木幡 巧也さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 472＋ 81：13．8� 7．4�
610 ニケトップラン 牝3鹿 53 嶋田 純次島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋ 21：14．22	 26．4�
35 キリシマツバサ 牡4黒鹿57 中谷 雄太土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 476－ 41：14．51� 209．0�
814 コスモキーマン 牡4鹿 57 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム B464＋ 41：15．56 95．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，495，900円 複勝： 28，228，200円 枠連： 14，305，400円
馬連： 46，552，200円 馬単： 23，081，700円 ワイド： 28，008，700円
3連複： 67，367，600円 3連単： 91，998，900円 計： 322，038，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 240円 � 160円 � 180円 枠 連（6－7） 840円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 6，050円

ワ イ ド �� 720円 �� 660円 �� 370円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 23，640円

票 数

単勝票数 計 224959 的中 � 17805（5番人気）
複勝票数 計 282282 的中 � 26321（5番人気）� 50682（1番人気）� 42541（2番人気）
枠連票数 計 143054 的中 （6－7） 13105（4番人気）
馬連票数 計 465522 的中 �� 13850（10番人気）
馬単票数 計 230817 的中 �� 2860（22番人気）
ワイド票数 計 280087 的中 �� 9502（8番人気）�� 10462（6番人気）�� 20954（1番人気）
3連複票数 計 673676 的中 ��� 19482（2番人気）
3連単票数 計 919989 的中 ��� 2821（46番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．9―12．5―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．3―47．8―1：00．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イワヌガハナ �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．11．2 東京5着

2012．4．25生 �4黒鹿 母 マッチオブジュエル 母母 マッチザピース 21戦2勝 賞金 18，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 オージーアイドル号・ゴルトシュミット号・レッドファーレン号
（非抽選馬） 1頭 クリノダイスーシー号

2904610月23日 曇 良 （28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 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 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

44 ヤマニンエルフィン 牝5鹿 55 津村 明秀土井 肇氏 松下 武士 浦河 廣田 伉助 486＋182：01．8 8．4�
22 タツゴウゲキ 牡4鹿 57 丸田 恭介鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 488－ 42：02．01	 5．2�
67 ウインテンダネス 牡3栗 55 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 アサヒ牧場 498＋142：02．63
 19．7�
11 グリーンラヴ 牡6栗 57 中谷 雄太 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 474＋ 8 〃 ハナ 25．7�
810 ヤマニンリュウセイ 牡3栗 55 北村 友一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 464＋ 82：02．81	 17．0	
33 � キングライオン 牡3栗 55 勝浦 正樹ライオンレースホース� 矢作 芳人 米

Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

492＋ 4 〃 ハナ 22．4

66 ジャストコーズ 牡3青鹿55 川須 栄彦 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528＋ 82：03．01	 89．5�
55 ラ ペ ル ト ワ 牝3青 53 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 様似 中村 俊紀 506＋ 2 〃 クビ 48．1
78 � キ ン グ リ オ 牡4鹿 57 秋山真一郎窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 510－ 62：03．1
 15．4�
811 オーダードリブン 牡3黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム 454＋ 22：03．52
 1．5�
79 � グレートアイランド 5鹿 57 宮崎 北斗岡田 壮史氏 加藤 和宏 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋112：04．03 136．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，052，900円 複勝： 49，036，300円 枠連： 12，406，900円
馬連： 49，674，500円 馬単： 36，837，400円 ワイド： 28，742，500円
3連複： 67，576，700円 3連単： 146，247，800円 計： 416，575，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 320円 � 320円 � 610円 枠 連（2－4） 1，280円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 500円 �� 1，200円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 6，620円 3 連 単 ��� 33，020円

票 数

単勝票数 計 260529 的中 � 24650（3番人気）
複勝票数 計 490363 的中 � 41797（3番人気）� 42461（2番人気）� 19164（5番人気）
枠連票数 計 124069 的中 （2－4） 7491（6番人気）
馬連票数 計 496745 的中 �� 23815（7番人気）
馬単票数 計 368374 的中 �� 6844（13番人気）
ワイド票数 計 287425 的中 �� 15797（6番人気）�� 5945（16番人気）�� 6404（14番人気）
3連複票数 計 675767 的中 ��� 7650（24番人気）
3連単票数 計1462478 的中 ��� 3211（99番人気）

ハロンタイム 13．3―11．5―12．1―12．3―13．4―13．1―12．4―11．5―10．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―24．8―36．9―49．2―1：02．6―1：15．7―1：28．1―1：39．6―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．7
3 3，8，10，2，4（1，7）6，11，5－9 4 3，8（2，10）4（1，7）（5，6，11）－9

勝馬の
紹 介

ヤマニンエルフィン �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2013．11．3 京都8着

2011．2．12生 牝5鹿 母 ヤマニングロワール 母母 ワンオブアクライン 28戦2勝 賞金 37，176，000円



2904710月23日 曇 良 （28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 17，200，000円 6，900，000円 4，300，000円 2，600，000円 1，720，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

58 スウィープアウェイ 牡5芦 57 木幡 初也藤田 在子氏 矢野 英一 日高 天羽 禮治 474＋ 21：11．3 14．6�
34 ドリームドルチェ 牡4青鹿57 野中悠太郎ライオンレースホース� 根本 康広 日高 滝本 健二 508－ 4 〃 クビ 4．6�
46 ショコラブラン 牡4芦 57 丸田 恭介 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 466－ 61：11．4クビ 2．4�
33 ヒカリマサムネ 牡6栗 57 川須 栄彦�ヒカリクラブ 池上 昌弘 日高 中川牧場 464± 01：11．72 18．9�
11 ヴ ァ ー ノ ン 牡5栗 57 原田 和真�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 504＋ 21：11．91� 16．1	
22 ヤマチョウフェア 牡8黒鹿57 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 480＋ 21：12．0	 26．5

712 ゲマインシャフト 牡6鹿 57 勝浦 正樹丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 510＋ 21：12．1	 6．0�
45 シャトルアップ 
8栗 57 西田雄一郎広尾レース� 伊藤 正徳 様似 清水スタッド 508± 01：12．31� 203．9�
69 イーグルカザン 牡8鹿 57 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 532＋ 21：12．4クビ 75．6
813 ナンヨーマーク 牡5青鹿57 菱田 裕二中村 德也氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 518－ 21：12．71	 36．5�
57 � アースゼウス 牡6栗 57 吉田 隼人 �グリーンファーム和田 正道 米

Burden Creek
Farm LLC &
Bill Nicholls

516＋ 41：13．01	 16．1�
610 フクノドリーム 牝5栗 55 木幡 巧也福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 498＋ 6 〃 アタマ 13．7�
711 アブマーシュ 牝7鹿 55 黛 弘人伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 502＋101：13．85 79．4�
814 メジャーフォルム 牝4栗 55 加藤 祥太 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 464－ 41：13．9� 18．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，899，500円 複勝： 47，296，400円 枠連： 29，628，400円
馬連： 141，849，700円 馬単： 67，106，600円 ワイド： 62，895，100円
3連複： 206，480，900円 3連単： 316，343，500円 計： 911，500，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 250円 � 160円 � 120円 枠 連（3－5） 1，850円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 7，680円

ワ イ ド �� 880円 �� 550円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 20，740円

票 数

単勝票数 計 398995 的中 � 21798（5番人気）
複勝票数 計 472964 的中 � 34090（4番人気）� 74282（2番人気）� 141235（1番人気）
枠連票数 計 296284 的中 （3－5） 12366（7番人気）
馬連票数 計1418497 的中 �� 36458（11番人気）
馬単票数 計 671066 的中 �� 6551（26番人気）
ワイド票数 計 628951 的中 �� 16745（11番人気）�� 28103（3番人気）�� 63380（1番人気）
3連複票数 計2064809 的中 ��� 86882（2番人気）
3連単票数 計3163435 的中 ��� 11056（53番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．2―12．4―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．8―46．2―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スウィープアウェイ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Woodman デビュー 2013．11．3 東京9着

2011．2．22生 牡5芦 母 ウディバードソング 母母 All for Erika 21戦5勝 賞金 61，728，000円
〔騎手変更〕 ナンヨーマーク号の騎手北村友一は，負傷のため菱田裕二に変更。

2904810月23日 曇 良 （28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 9，500，000円 3，800，000円 1，900，000
1，900，000

円
円 950，000円

付 加 賞 469，000円 134，000円 34，000
34，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

510 ショコラーチ 牝3鹿 53 津村 明秀髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 466＋161：22．6 14．2�
816� ライトフェアリー 牝4鹿 55 伊藤 工真和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B488＋12 〃 アタマ 3．7�
11 アポロノシンザン 牡4鹿 57 野中悠太郎アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 482＋281：22．7クビ 12．9�
24 エ ル ノ ル テ 牝5鹿 55 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 同着 29．3�
48 スカイパッション 牝4栗 55 吉田 隼人小林都美子氏 作田 誠二 日高 下河辺牧場 464－ 21：22．8	 3．9�
818 カ ジ ノ ブ ギ 牝3鹿 53 中井 裕二 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 460＋ 2 〃 クビ 10．1	
612 ナタリーバローズ 牝3鹿 53 
島 克駿猪熊 広次氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：22．9クビ 18．3

35 ベッラレジーナ 牝5鹿 55 秋山真一郎 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 434－ 6 〃 クビ 8．0�
715 フェルクレール 牝3芦 53 木幡 初也米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 木下牧場 410－ 61：23．0クビ 17．0�
12 ル ノ ー ト ル �3青鹿55 川須 栄彦吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 464－ 21：23．1	 42．6
23 カフジビーナス 牝3鹿 53 岩崎 翼加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 406＋ 4 〃 アタマ 232．4�
611� レッドアフレイム 牡4鹿 57 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム 444－ 41：23．2	 9．7�
36 ク ナ ウ 牝3鹿 53 横山 和生�北島牧場 松山 将樹 平取 北島牧場 478＋ 2 〃 クビ 91．7�
714 ウェーニーウィキー 牝3栗 53 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 古賀 史生 浦河 小島牧場 470－ 6 〃 ハナ 38．5�
47 シャイニングアロー 牝3青 53 加藤 祥太矢野 秀春氏 田中 清隆 新ひだか 矢野牧場 450＋ 81：23．52 45．0�
817� ティールグリーン 牝3栗 53 菱田 裕二吉田 和美氏 加藤 征弘 米 RFHF

Mares Rule B494＋ 21：23．6クビ 96．2�
59 � シ ン キ ロ ウ 牡4青鹿57 黛 弘人野田 善己氏 飯田 祐史 新冠 中村 弘昭 462＋ 8 〃 クビ 225．3�
713 ボーアムルーズ 牝3鹿 53 木幡 巧也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 栗田 徹 新ひだか 服部 牧場 490＋ 61：23．7 109．3�
（18頭）

売 得 金
単勝： 43，062，800円 複勝： 58，641，600円 枠連： 31，248，700円
馬連： 106，911，000円 馬単： 46，378，800円 ワイド： 56，014，300円
3連複： 146，754，300円 3連単： 207，875，700円 計： 696，887，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 270円 � 160円 �
�

320円
380円 枠 連（5－8） 2，230円

馬 連 �� 3，010円 馬 単 �� 7，610円

ワ イ ド �� 780円 ��
��

1，470円
2，170円

��
��

710円
1，300円

3 連 複 ���
���

6，750円
11，850円 3 連 単 ���

���
45，730円
64，500円

票 数

単勝票数 計 430628 的中 � 24142（7番人気）
複勝票数 計 586416 的中 �

�
41042
26059

（6番人気）
（9番人気）

� 91475（2番人気）� 31700（7番人気）

枠連票数 計 312487 的中 （5－8） 10844（12番人気）
馬連票数 計1069110 的中 �� 27516（10番人気）
馬単票数 計 463788 的中 �� 4566（27番人気）
ワイド票数 計 560143 的中 ��

��
11445
12663

（12番人気）
（10番人気）

��
��

5777
6577
（33番人気）
（23番人気）

�� 3850（45番人気）

3連複票数 計1467543 的中 ��� 8163（43番人気）��� 4631（85番人気）
3連単票数 計2078757 的中 ��� 1648（312番人気） ��� 1168（452番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．8―35．5―47．1―58．7―1：10．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショコラーチ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2015．11．7 東京3着

2013．5．5生 牝3鹿 母 ウ イ ッ チ 母母 エレンディラ 8戦2勝 賞金 21，639，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔騎手変更〕 ルノートル号の騎手北村友一は，負傷のため川須栄彦に変更。
〔制裁〕 ショコラーチ号の騎手津村明秀は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番・6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 カノヤパリティ号・シンガン号・タイキパラドックス号・メイプルキング号

３レース目



（28新潟3）第4日 10月23日（日曜日） 雨後曇 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

182，570，000円
1，270，000円
9，820，000円
1，591，000円
18，330，000円
62，889，000円
5，104，800円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
275，417，200円
359，910，500円
164，725，600円
594，110，400円
320，658，800円
341，256，800円
865，633，000円
1，301，135，700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 4，222，848，000円

総入場人員 13，883名 （有料入場人員 11，974名）
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