
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

2904910月29日 小雨 稍重 （28新潟3）第5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

33 サトノギャラント 牡7黒鹿60 五十嵐雄祐里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508＋ 43：06．7 1．4�
45 ハギノパトリオット �4黒鹿60 熊沢 重文日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 460＋103：07．02 7．4�
58 � スズカグランデ �5栗 60 林 満明永井 啓弍氏 坪 憲章 平取 稲原牧場 434＋ 23：09．0大差 11．4�
712 ラスカルトップ 牡7鹿 60 北沢 伸也永井 宏明氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 456＋ 23：09．32 12．3�
813 シゲルロウニンアジ 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 湯窪 幸雄 新ひだか 武 牧場 484± 03：10．04 13．4�
57 メイショウルンバ 牝5栗 58 森 一馬松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 490＋10 〃 クビ 14．8�
711 ハクユウドルフィン 牡5青鹿60 難波 剛健 	H.Iコーポレーション 加藤 敬二 新冠 川上牧場 454＋ 63：10．53 44．2

46 ローレルブレット 牡7黒鹿60 浜野谷憲尚 	ローレルレーシング 竹内 正洋 新冠 川島牧場 458＋ 63：10．92� 34．4�
11 トーアディラン �3栗 58 大江原 圭高山ランド	 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 478＋123：13．3大差 113．9�
22 カズノテナンゴ 牡4栗 60 草野 太郎鈴木 可一氏 尾形 充弘 新ひだか 矢野牧場 478－ 23：14．04 47．3
34 � タイセイエナジー 牡4栗 60 石神 深一田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 482＋ 43：14．53 64．9�
69 コリャコリャ 牝5鹿 58 山本 康志小田切有一氏 星野 忍 新ひだか 田中 裕之 484＋ 43：15．35 105．7�
814 ノーブルクリスタル 牡4鹿 60 上野 翔吉木 伸彦氏 水野 貴広 洞�湖 レイクヴィラファーム 474＋ 63：16．04 150．4�
610 マンテンロード 牡3黒鹿58 佐久間寛志小島 將之氏 柴田 光陽 日高 山田 政宏 462－ 43：16．74 97．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 12，091，500円 複勝： 26，890，000円 枠連： 8，157，800円
馬連： 21，246，200円 馬単： 14，892，800円 ワイド： 15，065，600円
3連複： 35，822，600円 3連単： 54，777，600円 計： 188，944，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 150円 � 200円 枠 連（3－4） 590円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 270円 �� 330円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 3，880円

票 数

単勝票数 計 120915 的中 � 66034（1番人気）
複勝票数 計 268900 的中 � 176507（1番人気）� 21274（2番人気）� 12579（5番人気）
枠連票数 計 81578 的中 （3－4） 10597（3番人気）
馬連票数 計 212462 的中 �� 25980（1番人気）
馬単票数 計 148928 的中 �� 13278（2番人気）
ワイド票数 計 150656 的中 �� 15420（1番人気）�� 11942（4番人気）�� 3930（8番人気）
3連複票数 計 358226 的中 ��� 17586（4番人気）
3連単票数 計 547776 的中 ��� 10224（7番人気）
上り 1マイル 1：43．6 4F 49．8－3F 37．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノギャラント �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．8．21 札幌3着

2009．2．13生 牡7黒鹿 母 スティンガー 母母 レガシーオブストレングス 障害：2戦1勝 賞金 10，500，000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。
（非抽選馬） 4頭 イルミナーレ号・ウインスプラッシュ号・ニホンピロサンダー号・メイショウカイモン号

2905010月29日 小雨 重 （28新潟3）第5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 ノーブルサターン 牡2黒鹿55 �島 良太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 504－ 21：56．5 2．2�
34 アルムチャレンジ 牡2黒鹿 55

54 ☆�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 482＋ 21：56．6� 15．8�

22 ミスレジェンド 牝2黒鹿54 北村 友一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 41：56．81� 5．7�
58 ユ メ ノ ユ メ 牡2青鹿55 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 新ひだか 坂本 春雄 456－ 21：58．18 18．8�
69 マイネルアクスト �2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 浦河 三枝牧場 502＋141：58．95 76．6	
813 シンボリスーマラン 牡2鹿 55

53 △木幡 巧也シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 480＋ 4 〃 クビ 4．0

33 サンライズキリシマ 牡2栗 55

54 ☆長岡 禎仁松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 門別牧場 428＋ 21：59．43 30．3�
46 ドリームキャンパス 牡2鹿 55 横山 和生堀口 晴男氏 新開 幸一 日高 ヤナガワ牧場 474＋ 61：59．5� 69．6�
57 ブルベアリンクス 牡2黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 杉山 晴紀 新ひだか 高橋 義浩 458－ 42：00．03 207．1
711 ミヤコギムレット 牡2鹿 55 吉田 隼人吉田喜代司氏 土田 稔 新冠 有限会社 大

作ステーブル 482± 02：00．1� 32．4�
610 シルクドレス 牝2栗 54

52 △木幡 初也 H.H．シェイク・モハメド 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508± 02：00．31� 7．4�

814 オ ネ ス テ ィ 牝2栗 54
51 ▲藤田菜七子叶 哲也氏 浅野洋一郎 日高 豊洋牧場 482＋122：00．62 65．0�

712 シビックファミユ 牡2黒鹿55 川須 栄彦國枝久美子氏 松元 茂樹 新冠 上井農場 492＋102：01．66 92．6�
11 カ ロ リ ー ナ 牝2栗 54 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 448＋102：02．98 188．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，762，000円 複勝： 21，333，100円 枠連： 7，390，400円
馬連： 26，757，200円 馬単： 16，382，300円 ワイド： 18，049，400円
3連複： 38，987，800円 3連単： 51，925，400円 計： 198，587，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 360円 � 170円 枠 連（3－4） 870円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 710円 �� 340円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 12，490円

票 数

単勝票数 計 177620 的中 � 63976（1番人気）
複勝票数 計 213331 的中 � 57372（1番人気）� 10490（6番人気）� 32833（3番人気）
枠連票数 計 73904 的中 （3－4） 6581（3番人気）
馬連票数 計 267572 的中 �� 15057（5番人気）
馬単票数 計 163823 的中 �� 4785（9番人気）
ワイド票数 計 180494 的中 �� 6310（7番人気）�� 14845（2番人気）�� 2958（17番人気）
3連複票数 計 389878 的中 ��� 10632（9番人気）
3連単票数 計 519254 的中 ��� 3014（30番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―13．3―14．1―13．6―12．6―13．3―12．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―37．0―51．1―1：04．7―1：17．3―1：30．6―1：43．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．2
1
3
2，3（8，5）（4，10，13）－（1，7）12（6，9）－14＝11・（2，5）9（8，3）－（4，13，12）7，6，10（1，14）11

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

勝馬の
紹 介

ノーブルサターン �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．6．18 阪神12着

2014．5．8生 牡2黒鹿 母 クロスマイハート 母母 ビューティフルゴールド 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔その他〕 シビックファミユ号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シビックファミユ号・カロリーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成28年11月

29日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 レイクルイーズ号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 キクノビエント号・サンナイト号

第３回 新潟競馬 第５日



2905110月29日 曇 重 （28新潟3）第5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）

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

46 サ ノ コ コ 牝3鹿 53 津村 明秀佐野 信幸氏 栗田 徹 新冠 武田 修一 496＋ 61：12．5 2．6�
712� ステラルーチェ 牡4栗 57

55 △伴 啓太池田 草龍氏 蛯名 利弘 新ひだか 三石ファーム 486＋ 2 〃 クビ 16．3�
610� 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 508－ 41：12．6� 19．8�

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 B490－ 61：12．7クビ 51．5�
59 オーロラッシュ 牡4鹿 57

55 △木幡 巧也山口 敦広氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 454＋ 21：13．01� 3．8�

815 アーネストミノル 牡5鹿 57 中谷 雄太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444－ 21：13．21� 74．0	
35 サウスリバティー 牡4栗 57

56 ☆中井 裕二南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 464＋ 81：13．41� 19．4

611 タイセイプレゼンス 牡3黒鹿 55

54 ☆�島 克駿田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 482＋ 2 〃 クビ 9．5�
713 スプリングガール 牝3鹿 53 嶋田 純次島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 432＋ 41：13．82	 49．0
47 � メイショウルナ 牝5鹿 55

52 ▲森 裕太朗松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 日の出牧場 504＋ 21：14．01	 37．0�
58 � シゲルエチゴ 牡5芦 57

56 ☆加藤 祥太 �ブルアンドベア 伊藤 正徳 日高 新井 昭二 450－ 41：14．1クビ 82．2�
814 リネンソング 牡3黒鹿55 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 新ひだか 嶋田牧場 474＋181：14．2� 157．8�
23 スズカハイルーラー 牡3栗 55 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454－ 8 〃 ハナ 4．8�
11 � インソムニア 牝4黒鹿 55

54 ☆長岡 禎仁窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 浦河 谷川牧場 468± 01：14．62	 121．2�
22 タガノシェーヴル 牡3栗 55 荻野 琢真八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422－ 21：14．7クビ 28．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 15，745，800円 複勝： 23，579，000円 枠連： 8，131，900円
馬連： 32，163，400円 馬単： 18，104，700円 ワイド： 22，214，200円
3連複： 47，574，100円 3連単： 61，046，400円 計： 228，559，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 350円 � 240円 枠 連（4－7） 1，750円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 890円 �� 650円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 7，410円 3 連 単 ��� 30，080円

票 数

単勝票数 計 157458 的中 � 47601（1番人気）
複勝票数 計 235790 的中 � 58733（1番人気）� 13801（6番人気）� 22459（4番人気）
枠連票数 計 81319 的中 （4－7） 3598（7番人気）
馬連票数 計 321634 的中 �� 11690（7番人気）
馬単票数 計 181047 的中 �� 3939（10番人気）
ワイド票数 計 222142 的中 �� 6464（10番人気）�� 9132（4番人気）�� 3044（18番人気）
3連複票数 計 475741 的中 ��� 4813（24番人気）
3連単票数 計 610464 的中 ��� 1471（79番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．9―12．7―11．7―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ノ コ コ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．9．6 新潟3着

2013．5．6生 牝3鹿 母 マイネアレグリア 母母 メイジフレッシュ 10戦2勝 賞金 20，420，000円
〔制裁〕 アーネストミノル号の騎手中谷雄太は，向正面で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※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 ディーエスフェイム号
（非抽選馬） 1頭 イアペトス号

2905210月29日 曇 稍重 （28新潟3）第5日 第4競走 ��2，850�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400万円超過馬は
超過額300万円毎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3：01．4良

813 ラ ス テ ラ 牝5鹿 58 鈴木 慶太岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 492＋123：06．3 49．8�
11 � コ ン コ ー ド 牡4鹿 60 石神 深一林 正道氏 武井 亮 浦河 酒井牧場 520－ 8 〃 クビ 4．7�
57 � トーセンハナミズキ 牝6鹿 58 小野寺祐太島川 �哉氏 成島 英春 安平 ノーザンファーム 484＋163：06．72� 7．9�
814 シベリアンタイガー �5鹿 60 金子 光希岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 470＋ 63：06．8	 35．0�
34 クラウンフレイム 牡4鹿 60 北沢 伸也�クラウン 大根田裕之 日高 クラウン日高牧場 490＋143：07．11	 42．7	
610� ビットアレグロ 牡7栗 60 五十嵐雄祐礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 488＋ 63：07．41	 23．4

58 ソ ロ ル 牡6黒鹿60 西谷 誠 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 498± 03：08．03� 2．1�
33 メイショウオヤシオ �4栗 60 白浜 雄造松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 478＋10 〃 クビ 19．2
22 プ ロ ス パ ー 牡5黒鹿60 平沢 健治前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500＋ 6 〃 アタマ 25．3�
711� グリーティングワン 牡6黒鹿60 上野 翔井上 久光氏 柴田 政人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444± 03：08．42� 42．8�
46 アサクサポイント �8青鹿60 山本 康志田原 慶子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 486＋ 83：08．5� 94．8�
69 エッケザックス �4鹿 60 浜野谷憲尚 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456＋143：09．24 6．1�
45 ウインイルソーレ 牡5鹿 60 蓑島 靖典�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 480－123：09．62� 97．4�
712� メイショウトキムネ 牡5鹿 60 熊沢 重文松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476－ 43：10．77 35．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，857，900円 複勝： 17，911，700円 枠連： 9，620，200円
馬連： 24，962，400円 馬単： 16，785，000円 ワイド： 18，109，800円
3連複： 42，320，200円 3連単： 59，757，600円 計： 205，324，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，980円 複 勝 � 790円 � 180円 � 230円 枠 連（1－8） 5，380円

馬 連 �� 10，410円 馬 単 �� 28，870円

ワ イ ド �� 2，740円 �� 3，050円 �� 640円

3 連 複 ��� 15，580円 3 連 単 ��� 167，920円

票 数

単勝票数 計 158579 的中 � 2546（12番人気）
複勝票数 計 179117 的中 � 4637（12番人気）� 30037（2番人気）� 20933（4番人気）
枠連票数 計 96202 的中 （1－8） 1385（19番人気）
馬連票数 計 249624 的中 �� 1857（34番人気）
馬単票数 計 167850 的中 �� 436（85番人気）
ワイド票数 計 181098 的中 �� 1646（32番人気）�� 1476（35番人気）�� 7809（4番人気）
3連複票数 計 423202 的中 ��� 2036（50番人気）
3連単票数 計 597576 的中 ��� 258（481番人気）
上り 1マイル 1：46．6 4F 52．5－3F 39．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ス テ ラ �
�
父 サツカーボーイ �

�
母父 Singspiel デビュー 2013．9．29 中山2着

2011．3．14生 牝5鹿 母 ウインディーギフト 母母 ミスティウォーターズ 障害：14戦2勝 賞金 38，600，000円



2905310月29日 曇 稍重 （28新潟3）第5日 第5競走 ��1，400�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 1，300，000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

715 ナイトバナレット 牡2芦 55 中谷 雄太 �シルクレーシング 矢作 芳人 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466＋ 21：24．2 2．0�

36 ハードアタック 牡2黒鹿 55
53 △木幡 初也島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ

スティファーム 476＋121：24．3� 6．4�
48 ショウナンサニー 牡2鹿 55

53 △木幡 巧也国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 480＋161：24．51� 30．9�
816 シュンヒーロー 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 畠山牧場 472＋ 21：24．81� 7．0�
12 シゲルブルドッグ 牡2黒鹿 55

53 △義 英真森中 蕃氏 坂口 正則 新冠 三村 卓也 452＋ 21：25．01� 17．3	
24 � マラードザレコード 牡2青鹿 55

54 ☆加藤 祥太岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 英 Cheveley Park
Stud Ltd 460＋101：25．1クビ 75．2


11 ノ ゾ ミ 牝2黒鹿54 北村 友一平川 浩之氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 444－ 8 〃 クビ 47．1�
714 ダンツシリアス 牝2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 浦河 山口 義彦 454－ 21：25．2� 28．1�
817 ジェリーロラム 牝2鹿 54 西村 太一�ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか 藤原牧場 414－ 2 〃 ハナ 302．2
59 � ヴェルディアーナ 牝2鹿 54 吉田 隼人加藤 誠氏 中竹 和也 米 Charles

Fipke 452－ 61：25．41	 24．1�
612 ア ギ シ ャ ン 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 426＋12 〃 アタマ 7．7�
611 マツリダロマンス 牡2鹿 55 横山 和生髙橋 文枝氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 41：25．5� 43．9�
23 タイガーレディ 牝2鹿 54 西田雄一郎飯田 政子氏 金成 貴史 新ひだか 千代田牧場 456－ 21：26．03 50．6�
510 フェスティヴオオジ 牡2栗 55

53 △原田 和真臼井義太郎氏 蛯名 利弘 日高 高柳 隆男 480＋ 81：26．31� 19．4�
35 シゲルイノシシ 牡2栗 55

52 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 萱野 浩二 浦河 山田牧場 466＋ 81：26．51 124．5�
47 セレンエミリー 牝2栗 54 大庭 和弥 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 420＋101：27．24 202．6�
713 アップルパンチ 牝2黒鹿54 津村 明秀田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 オリエント牧場 416＋ 4 〃 ハナ 42．0�
818 ペルビスワンダー 牡2黒鹿 55

53 △伴 啓太村田 滋氏 星野 忍 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 462＋ 61：27．62� 330．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 17，608，400円 複勝： 25，744，300円 枠連： 10，191，400円
馬連： 30，621，600円 馬単： 21，924，600円 ワイド： 22，828，100円
3連複： 49，417，300円 3連単： 62，785，200円 計： 241，120，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 170円 � 510円 枠 連（3－7） 640円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，100円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，250円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 6，330円 3 連 単 ��� 20，500円

票 数

単勝票数 計 176084 的中 � 68594（1番人気）
複勝票数 計 257443 的中 � 82901（1番人気）� 35514（2番人気）� 8070（8番人気）
枠連票数 計 101914 的中 （3－7） 12251（2番人気）
馬連票数 計 306216 的中 �� 31885（2番人気）
馬単票数 計 219246 的中 �� 14872（2番人気）
ワイド票数 計 228281 的中 �� 19184（1番人気）�� 4396（14番人気）�� 3579（17番人気）
3連複票数 計 494173 的中 ��� 5846（17番人気）
3連単票数 計 627852 的中 ��� 2220（41番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．5―12．7―12．7―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．8―23．6―35．1―47．8―1：00．5―1：12．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．4
3 1，10，2（4，16）（7，5，14）（12，15）13（9，11，17）6，8，18－3 4 1，10（2，16）（4，5，14，15）7（12，13，17）（9，11）6（8，3）18

勝馬の
紹 介

ナイトバナレット �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Favorite Trick デビュー 2016．9．25 阪神4着

2014．5．11生 牡2芦 母 ナイキフェイバー 母母 Sixy Chic 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 シゲルイノシシ号の騎手森裕太朗は，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50，000円。（被害馬：13番・

11番）
※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 ティンウッドマン号

2905410月29日 曇 重 （28新潟3）第5日 第6競走 2，500�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳54�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
2：39．4
2：38．6

不良
不良

11 キングルアウ 牡4鹿 57 北村 友一 �社台レースホース奥村 豊 安平 追分ファーム B512＋ 82：43．2 5．9�
711 ス ト ラ ー ノ 牡3鹿 54

53 ☆岩崎 翼�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 462－102：44．15 45．6�
69 キールコネクション 牡4栗 57 黛 弘人水上 行雄氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 B478－ 8 〃 ハナ 4．9�
610 エ ル ゼ ロ 牡3鹿 54

52 △木幡 巧也磯波 勇氏 武井 亮 新冠 守矢牧場 488± 02：44．42 10．8�
58 メイショウダッサイ 牡3黒鹿 54

52 △義 英真松本 好雄氏 飯田 祐史 新ひだか グランド牧場 484－ 22：44．5� 10．6	
813� サトノギャラクシー 牡4青鹿 57

55 △木幡 初也里見 治氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 534－ 22：44．6クビ 20．7

22 ウインウェルス 牡3栗 54 丹内 祐次�ウイン 吉田 直弘 浦河 高野牧場 B508＋102：44．7� 21．8�
814 ピンクアゲート 牝3鹿 52 津村 明秀ディアレスト 高橋 義忠 浦河 小島牧場 466＋ 22：45．23 157．5�
57 ガ ン コ 牡3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 492＋ 6 〃 クビ 3．4
712 タマモベルガモ 牡3栗 54 熊沢 重文タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 484＋ 22：45．73 36．7�
33 エ イ ム 牡3青鹿 54

53 ☆�島 克駿ライオンレースホース� 西村 真幸 日高 モリナガファーム 450＋ 22：45．8� 105．6�
34 ウィーバービル 牡3栗 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 木村 哲也 浦河 中村 雅明 B516＋ 8 〃 クビ 4．3�
46 � ミュークロール 牝4黒鹿 55

54 ☆長岡 禎仁ドラゴンヒルズホースクラブ 竹内 正洋 千歳 社台ファーム 518－ 22：46．01� 176．4�
45 スターチェイサー 牡4芦 57 勝浦 正樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 484＋ 62：46．95 82．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 15，927，300円 複勝： 21，344，500円 枠連： 7，848，500円
馬連： 27，373，800円 馬単： 15，226，900円 ワイド： 18，633，500円
3連複： 39，742，700円 3連単： 50，149，500円 計： 196，246，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 1，190円 � 190円 枠 連（1－7） 6，420円

馬 連 �� 14，000円 馬 単 �� 22，480円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 580円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 18，180円 3 連 単 ��� 156，710円

票 数

単勝票数 計 159273 的中 � 21419（4番人気）
複勝票数 計 213445 的中 � 26253（4番人気）� 3560（10番人気）� 34552（3番人気）
枠連票数 計 78485 的中 （1－7） 946（22番人気）
馬連票数 計 273738 的中 �� 1515（36番人気）
馬単票数 計 152269 的中 �� 508（64番人気）
ワイド票数 計 186335 的中 �� 1275（34番人気）�� 8903（5番人気）�� 1469（30番人気）
3連複票数 計 397427 的中 ��� 1639（55番人気）
3連単票数 計 501495 的中 ��� 232（423番人気）

ハロンタイム 7．4―11．4―12．1―13．2―12．6―13．5―13．5―13．6―12．9―12．9―13．5―13．0―13．6

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―18．8―30．9―44．1―56．7―1：10．2―1：23．7―1：37．3―1：50．2―2：03．1―2：16．6―2：29．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F53．0―3F40．1
1
�
1，3（2，5）13（9，6）（4，7）（8，14）10－11，12
1（2，5，13）14，3（9，6，4，7）（11，8，10）12

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

勝馬の
紹 介

キングルアウ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2014．12．14 中山10着

2012．1．24生 牡4鹿 母 リュートフルシティ 母母 クリックヒア 19戦3勝 賞金 29，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ストラーノ号の騎手岩崎翼は，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。



2905510月29日 晴 重 （28新潟3）第5日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13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

55 ゼンノスサノヲ 牡5栗 57
56 ☆�島 克駿大迫久美子氏 杉山 晴紀 新冠 村上 欽哉 482＋ 21：54．1 11．4�

68 キングラディウス 牡3栗 55 吉田 隼人菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B460－ 61：54．2� 7．2�
811 ラインフェルス 牡4栗 57 石橋 脩村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 486－ 4 〃 ハナ 2．3�
22 � ヌ ー ナ 牝4黒鹿 55

54 ☆長岡 禎仁岡田 牧雄氏 小島 茂之 米
Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

526＋ 21：54．41	 18．8�
812 エメラルエナジー 牡4栗 57 津村 明秀高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 492＋ 21：54．61� 8．5�
79 � アポロテキサス 
3鹿 55

53 △木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米 William B.
Thompson Jr. 476± 0 〃 ハナ 7．6�

710� エイシンニトロ 牡3鹿 55
54 ☆加藤 祥太	栄進堂 松元 茂樹 米 Brereton

C. Jones B506＋ 81：54．81 7．5

67 グラスレグナム 牡3鹿 55

53 △原田 和真半沢� 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 490－ 21：55．12 12．4�
44 サンアンダーソン 牡3栗 55 勝浦 正樹 	加藤ステーブル 中野 栄治 様似 様似共栄牧場 B544± 01：55．31 83．2
33 � エイシンカラット 牝4黒鹿55 北村 友一	栄進堂 今野 貞一 米 Phillips Racing

Partnership 466＋ 21：56．89 41．5�
56 シゲルシマダイ 牡3鹿 55 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 高野牧場 516－ 21：57．65 186．7�
11 レッドカイザー 牡5黒鹿57 菱田 裕二 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B498＋ 81：57．91� 22．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，136，200円 複勝： 22，345，100円 枠連： 9，883，500円
馬連： 28，867，300円 馬単： 17，620，200円 ワイド： 20，455，300円
3連複： 39，296，100円 3連単： 55，465，600円 計： 212，069，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 210円 � 160円 � 120円 枠 連（5－6） 1，860円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 7，520円

ワ イ ド �� 870円 �� 420円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，970円 3 連 単 ��� 19，000円

票 数

単勝票数 計 181362 的中 � 12618（6番人気）
複勝票数 計 223451 的中 � 20512（5番人気）� 31593（2番人気）� 66414（1番人気）
枠連票数 計 98835 的中 （5－6） 4109（7番人気）
馬連票数 計 288673 的中 �� 6417（13番人気）
馬単票数 計 176202 的中 �� 1757（30番人気）
ワイド票数 計 204553 的中 �� 5440（9番人気）�� 12243（3番人気）�� 19856（1番人気）
3連複票数 計 392961 的中 ��� 14949（1番人気）
3連単票数 計 554656 的中 ��� 2116（59番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．4―13．1―12．3―12．0―13．3―13．7―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―36．0―49．1―1：01．4―1：13．4―1：26．7―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F40．7
1
3
10，12，8，9（3，2）（4，5，6）7－1，11・（10，9）1，12－8，2－（7，11）－（6，5）－4＝3

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

勝馬の
紹 介

ゼンノスサノヲ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2013．9．29 阪神16着

2011．3．22生 牡5栗 母 ウインディアナ 母母 ニ ヤ ー 49戦3勝 賞金 36，346，000円
［他本会外：1戦0勝］

2905610月29日 晴 稍重 （28新潟3）第5日 第8競走 2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・左・外）

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� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

813 メイショウミツボシ 牡4鹿 57
55 △木幡 巧也松本 好雄氏 本田 優 浦河 日の出牧場 480± 02：02．5 4．1�

44 スコルツェッテ 牝3鹿 53 横山 和生 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456± 02：02．71� 42．4�

11 アッフィラート 牝3鹿 53
52 ☆加藤 祥太 �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436＋142：02．91� 2．8�
711 クードヴァン 牝3黒鹿 53

51 △木幡 初也 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 2 〃 アタマ 5．6�

22 ダイチラディウス 牡3鹿 55
52 ▲藤田菜七子 �荻伏服部牧場 和田 雄二 浦河 荻伏服部牧場 446－ 22：03．0クビ 29．9	

68 レッドリュンヌ 牝3栗 53 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 424－ 62：03．1� 16．6

56 � クリノチョモラーリ 牝6栗 55

54 ☆長岡 禎仁栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 若林 武雄 498＋ 22：03．42 252．0�
710 ラハトケレブ 牡3鹿 55 藤懸 貴志永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 478＋ 82：03．93 4．9�
57 � ピ ー キ ー 牡5鹿 57

55 △原田 和真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 大士 新冠 村上 欽哉 484± 0 〃 アタマ 239．7

33 アズナヴァル 牡3鹿 55
54 ☆岩崎 翼前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 450± 0 〃 アタマ 41．7�

812 アグネスマクシム 牝4栗 55
54 ☆�島 克駿渡辺公美子氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 458＋ 42：04．0� 22．9�

45 シンボリネルソン 牡5黒鹿 57
56 ☆中井 裕二シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 430－ 22：04．31� 67．3�

69 アルケミスト 牝3鹿 53
51 △義 英真�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 432＋ 22：04．4クビ 13．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，566，400円 複勝： 23，415，600円 枠連： 10，781，900円
馬連： 32，250，800円 馬単： 17，742，100円 ワイド： 19，696，600円
3連複： 42，646，000円 3連単： 60，935，200円 計： 227，034，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 610円 � 140円 枠 連（4－8） 4，350円

馬 連 �� 9，780円 馬 単 �� 15，990円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 340円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 9，230円 3 連 単 ��� 84，950円

票 数

単勝票数 計 195664 的中 � 38060（2番人気）
複勝票数 計 234156 的中 � 54109（1番人気）� 6223（9番人気）� 49794（2番人気）
枠連票数 計 107819 的中 （4－8） 1919（15番人気）
馬連票数 計 322508 的中 �� 2555（28番人気）
馬単票数 計 177421 的中 �� 832（50番人気）
ワイド票数 計 196966 的中 �� 1527（36番人気）�� 17101（1番人気）�� 2391（26番人気）
3連複票数 計 426460 的中 ��� 3465（35番人気）
3連単票数 計 609352 的中 ��� 520（276番人気）

ハロンタイム 13．6―12．1―12．5―12．3―12．5―12．1―12．0―12．0―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．6―25．7―38．2―50．5―1：03．0―1：15．1―1：27．1―1：39．1―1：50．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウミツボシ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．3．1 阪神10着

2012．3．15生 牡4鹿 母 マ ミ モ ナ 母母 マイミッシェル 21戦3勝 賞金 28，890，000円
〔制裁〕 メイショウミツボシ号の騎手木幡巧也は，決勝線手前で内側に斜行したことについて平成28年11月5日から平成28年11月

13日まで騎乗停止。（被害馬：1番・8番）
〔その他〕 ラハトケレブ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラハトケレブ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年11月29日まで出走できない。



2905710月29日 晴 重 （28新潟3）第5日 第9競走 1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

23 � シゲルノマオイ 牡4栗 57
54 ▲森 裕太朗森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 490＋ 21：12．3 17．3�

713 メイショウグンパイ 牡3黒鹿 55
53 △義 英真松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 474－ 6 〃 クビ 4．9�

47 トウショウデュエル 牡4栗 57
55 △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 508＋ 21：12．61� 54．0�

58 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 436＋ 21：12．81� 4．7�

59 トップリバティ 牡4黒鹿57 藤懸 貴志�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 528＋ 6 〃 クビ 89．6	
35 ア ウ リ ン 牡4青鹿 57

55 △木幡 巧也山本弥恵子氏 田中 剛 新冠 須崎牧場 514＋ 21：12．9クビ 2．5

712 オージーアイドル 牝4鹿 55

53 △原田 和真窪田 康志氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 454－ 21：13．0� 97．1�
11 タガノグロリオーサ 牡3栗 55

54 ☆�島 克駿八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 452＋ 4 〃 アタマ 91．1�

46 ワンダーヴィーヴァ 牡6青鹿57 吉田 隼人山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 大島牧場 552－301：13．1� 10．9
34 フローラルダンサー 牝4鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 若林牧場 534－ 6 〃 クビ 9．2�
814 トミケンチャダル 牝4鹿 55 津村 明秀冨樫 賢二氏 武市 康男 新ひだか 服部 牧場 B478－ 21：13．3� 45．9�
610 ホームゲーム 牝4栗 55 宮崎 北斗平川 浩之氏 蛯名 利弘 新ひだか 畠山牧場 B490－121：13．4� 95．4�
611 タマモシルクハット 牡3黒鹿55 横山 和生タマモ� 水野 貴広 新冠 小泉牧場 466＋ 41：13．61� 18．6�
815� ルージュロワイヤル 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 490－ 21：13．8� 54．3�
22 シーブリーズラブ 牝3鹿 53 嶋田 純次島川 �哉氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：15．29 33．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 18，807，900円 複勝： 21，599，600円 枠連： 10，325，600円
馬連： 34，614，700円 馬単： 20，027，500円 ワイド： 22，480，000円
3連複： 47，752，700円 3連単： 67，455，700円 計： 243，063，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 360円 � 220円 � 1，070円 枠 連（2－7） 2，600円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 10，100円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 6，760円 �� 3，460円

3 連 複 ��� 34，070円 3 連 単 ��� 195，620円

票 数

単勝票数 計 188079 的中 � 8669（6番人気）
複勝票数 計 215996 的中 � 15663（6番人気）� 30287（3番人気）� 4460（11番人気）
枠連票数 計 103256 的中 （2－7） 3075（12番人気）
馬連票数 計 346147 的中 �� 6964（15番人気）
馬単票数 計 200275 的中 �� 1487（32番人気）
ワイド票数 計 224800 的中 �� 4757（14番人気）�� 840（55番人気）�� 1657（32番人気）
3連複票数 計 477527 的中 ��� 1051（99番人気）
3連単票数 計 674557 的中 ��� 250（542番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―12．4―12．3―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―47．0―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シゲルノマオイ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 フレンチデピュティ

2012．3．1生 牡4栗 母 シゲルホープ 母母 ヒシフラワー 18戦1勝 賞金 10，400，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 タマモシルクハット号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※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） 4頭 ヴェイルドスケール号・クリノダイスーシー号・サンビショップ号・トーセンスティング号

2905810月29日 晴 稍重 （28新潟3）第5日 第10競走 1，600�
かしわざき

柏 崎 特 別
発走14時50分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

23 ラベンダーメモリー 牝3鹿 53 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 青森 一山育成牧場 B440＋ 21：36．1 13．9�
814 フェイブルネージュ 牝5鹿 55 中井 裕二 �社台レースホース加用 正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 6 〃 クビ 5．2�
22 ダイワプロパー 牝4栗 55 川須 栄彦大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 484－ 81：36．63 3．7�
59 アオイサンシャイン 牝3黒鹿53 木幡 巧也新谷 幸義氏 古賀 慎明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 2 〃 アタマ 7．8�
611 ゴールドエフォート 牝3栗 53 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 2 〃 ハナ 11．6�
11 シンシアズブレス 牝3黒鹿53 石橋 脩 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：36．8� 9．6	
47 スターリーウインド 牝4黒鹿55 津村 明秀 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 474－ 21：36．9� 4．7�
46 � ウォークロニクル 牝4青鹿55 吉田 隼人 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 460＋12 〃 アタマ 34．0�
815 ステラレガーロ 牝4黒鹿55 木幡 初也村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 444＋ 61：37．11� 89．3
58 アルティマヒート 牝3栗 53 菱田 裕二 �キャロットファーム 平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋12 〃 アタマ 26．6�
713 オ ア ー ゾ 牝3鹿 53 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 456－ 81：37．31 17．5�
712 セレナビアンカ 牝5鹿 55 伊藤 工真島川 利子氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 47．3�
610 ノーブルリーズン 牝4黒鹿55 �島 克駿 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 426－121：37．4� 100．6�
35 � ハワイアンリズ 牝5黒鹿55 義 英真�下河辺牧場 森田 直行 日高 下河辺牧場 412－ 61：37．61� 269．9�
34 � ショウナンライム 牝4青鹿55 中谷 雄太�湘南 須貝 尚介 日高 中原牧場 476－ 11：37．81� 50．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 24，430，500円 複勝： 35，404，900円 枠連： 14，796，400円
馬連： 51，951，200円 馬単： 28，189，300円 ワイド： 33，158，800円
3連複： 72，669，700円 3連単： 98，098，400円 計： 358，699，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 380円 � 190円 � 170円 枠 連（2－8） 790円

馬 連 �� 3，420円 馬 単 �� 8，060円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 950円 �� 520円

3 連 複 ��� 5，040円 3 連 単 ��� 43，340円

票 数

単勝票数 計 244305 的中 � 14043（7番人気）
複勝票数 計 354049 的中 � 19190（8番人気）� 51579（3番人気）� 62315（2番人気）
枠連票数 計 147964 的中 （2－8） 14409（2番人気）
馬連票数 計 519512 的中 �� 11752（15番人気）
馬単票数 計 281893 的中 �� 2623（36番人気）
ワイド票数 計 331588 的中 �� 7206（14番人気）�� 8747（10番人気）�� 17174（3番人気）
3連複票数 計 726697 的中 ��� 10805（13番人気）
3連単票数 計 980984 的中 ��� 1641（151番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―13．0―13．1―12．5―11．2―10．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―37．1―50．2―1：02．7―1：13．9―1：24．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F33．4
3 3，4（1，13）（7，2）9（5，6）（10，14）15，11－（12，8） 4 3，4（1，13）（7，2，9）10（5，6，14）（12，15）11，8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラベンダーメモリー �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2015．9．21 中山2着

2013．4．22生 牝3鹿 母 ケイアイステルス 母母 コガネパーク 12戦2勝 賞金 26，021，000円



2905910月29日 晴 稍重 （28新潟3）第5日 第11競走 ��1，800�
う お ぬ ま

魚 沼 特 別
発走15時25分 （芝・左・外）
3歳以上，1，000万円以下，27．10．31以降28．10．23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 392，000円 112，000円 56，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

612 ハッピーユニバンス 牝4黒鹿52 北村 友一亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 464＋ 61：48．1 5．9�
715 ロッカフラベイビー 牝4黒鹿53 杉原 誠人山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 454－ 4 〃 クビ 8．3�
59 ロッカフェスタ 牡4青鹿55 石橋 脩 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 454＋ 21：48．31� 3．1�
35 ピュアソルジャー 牡6鹿 52 横山 和生鶴見 芳子氏 高橋 文雅 新ひだか 千代田牧場 B482＋121：48．51� 154．3�
48 スクエアフォールド �3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム B468＋121：48．6� 10．3�
818 メイショウオオゼキ �6鹿 53 義 英真松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 B492－ 8 〃 アタマ 63．2	
714 リアルキング 牡3鹿 53 加藤 祥太杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 532＋161：48．7� 17．9

23 サウンドメモリー 牡5鹿 54 菱田 裕二嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 488＋ 41：48．8クビ 31．0�
24 ティックルゴールド 牝5鹿 52 勝浦 正樹 �シルクレーシング 田島 俊明 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 0 〃 クビ 12．8�
36 メローハーモニー 牝4鹿 52 津村 明秀青芝商事 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 466－ 41：48．9クビ 24．4�
816 メ ナ ス コ �4黒鹿55 川須 栄彦 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 432－ 2 〃 クビ 11．4�
11 ブリガアルタ 牝3鹿 51 木幡 初也 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 436－ 41：49．0� 17．4�
47 アドマイヤコリン 牡8青鹿53 �島 克駿近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 446－ 2 〃 アタマ 39．6�
510 ゴールドエッセンス 牝4鹿 53 中谷 雄太吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：49．21 11．4�
817 スマイルシャワー 牝5鹿 52 伊藤 工真 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 486－ 61：49．3	 64．8�
12 ポーラメソッド 牡5芦 54 西田雄一郎 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 クビ 22．8�
713 トーホウスマート 牡6栗 53 宮崎 北斗東豊物産 武藤 善則 浦河 有限会社

吉田ファーム 456＋ 51：50．25 310．4�
611 デザートオブムーン 牝5黒鹿51 木幡 巧也 グリーンファーム畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 488＋ 61：50．73 251．6�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，704，500円 複勝： 59，363，900円 枠連： 35，491，800円
馬連： 130，444，800円 馬単： 55，919，300円 ワイド： 65，693，100円
3連複： 194，865，300円 3連単： 243，634，600円 計： 825，117，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 190円 � 220円 � 140円 枠 連（6－7） 2，090円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 450円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 20，230円

票 数

単勝票数 計 397045 的中 � 53499（2番人気）
複勝票数 計 593639 的中 � 76028（2番人気）� 59881（3番人気）� 138424（1番人気）
枠連票数 計 354918 的中 （6－7） 13137（8番人気）
馬連票数 計1304448 的中 �� 32366（9番人気）
馬単票数 計 559193 的中 �� 8057（13番人気）
ワイド票数 計 656931 的中 �� 15269（7番人気）�� 38449（1番人気）�� 34836（2番人気）
3連複票数 計1948653 的中 ��� 46801（2番人気）
3連単票数 計2436346 的中 ��� 8730（26番人気）

ハロンタイム 12．6―11．6―12．2―13．0―12．9―12．3―11．4―10．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．4―49．4―1：02．3―1：14．6―1：26．0―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．5
3 14（4，5）18，8（1，13）（2，6）（3，17）（12，10）9，15（7，16）11 4 14（4，5）（8，18）（1，13）（2，3，6）17（12，10）（15，9）－（7，16）11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハッピーユニバンス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．9 京都8着

2012．3．11生 牝4黒鹿 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント 13戦4勝 賞金 42，128，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アグネスミニッツ号

2906010月29日 晴 稍重 （28新潟3）第5日 第12競走 ��1，000�
ひ し ょ う

飛 翔 特 別
発走16時00分 （芝・直線）

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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

36 � エクシードリミッツ 牝4栗 55 中谷 雄太吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney
Foods Ltd 470－ 2 55．6 4．4�

713 ゼットフーリ 牝3鹿 53 川島 信二�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B474－ 6 55．7� 13．4�
714� シベリアンマッシブ 牡4黒鹿57 木幡 初也藤田 在子氏 矢野 英一 新ひだか 木田牧場 476－ 6 56．02 107．1�
611 シゲルカゼノボン 牝4黒鹿55 勝浦 正樹森中 蕃氏 伊藤 正徳 浦河 馬道 繁樹 522－ 6 〃 クビ 4．4�
612 ラブローレル 牝4青鹿55 中井 裕二増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 430＋ 6 56．2� 4．8�
35 グリーンバシリスク 牝3栗 53 吉田 隼人石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム B450＋ 2 56．3� 17．7	
815� グレースシャンティ 牝3芦 53 黛 弘人佐藤 良二氏 本間 忍 新冠 中地 義次 452－ 2 56．4	 24．2

24 アブソリュカフェ 牡5黒鹿57 大庭 和弥西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 B486＋12 56．61
 136．4�
48 � サウンドターゲット 牡5鹿 57 加藤 祥太増田 雄一氏 庄野 靖志 英 J. M. Beever 482＋12 〃 ハナ 81．5�
59 � ピュアリーソリッド 牝4鹿 55 伴 啓太南波 壽氏 高橋 祥泰 米 Winches-

ter Farm 448－ 6 56．7	 6．6
47 キンシロケット 牡3鹿 55 �島 克駿若草クラブ 浅見 秀一 日高 千葉飯田牧場 500＋ 8 56．8� 21．2�
12 タニマサガール 牝3鹿 53 原田 和真谷 研司氏 栗田 博憲 浦河 富菜牧場 422＋ 8 57．12 161．5�
11 ハルマッタン 牝4鹿 55 岩崎 翼�G1レーシング 河内 洋 千歳 社台ファーム 488± 0 57．2	 12．3�
23 トモジャボーン 牡3青鹿55 津村 明秀吉冨 学氏 鈴木 伸尋 浦河 北光牧場 B518－ 4 〃 アタマ 43．5�
510� ティーエスナイン 牡4栗 57 森 裕太朗田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 B468＋16 57．41 187．3�
817 デスティニーシチー 牡6栗 57 西田雄一郎 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 日高 幾千世牧場 482－ 7 57．61	 51．7�
816 ラブリープラネット 牡5栗 57 木幡 巧也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B474＋16 57．7	 16．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 31，912，600円 複勝： 42，075，000円 枠連： 29，434，400円
馬連： 76，878，600円 馬単： 34，864，000円 ワイド： 43，605，500円
3連複： 113，909，600円 3連単： 152，705，600円 計： 525，385，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 410円 � 2，760円 枠 連（3－7） 2，750円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 6，290円

ワ イ ド �� 1，690円 �� 10，120円 �� 10，050円

3 連 複 ��� 121，870円 3 連 単 ��� 451，880円

票 数

単勝票数 計 319126 的中 � 57351（2番人気）
複勝票数 計 420750 的中 � 64685（3番人気）� 26078（6番人気）� 3251（14番人気）
枠連票数 計 294344 的中 （3－7） 8293（12番人気）
馬連票数 計 768786 的中 �� 14897（16番人気）
馬単票数 計 348640 的中 �� 4151（22番人気）
ワイド票数 計 436055 的中 �� 6810（21番人気）�� 1098（74番人気）�� 1106（71番人気）
3連複票数 計1139096 的中 ��� 701（264番人気）
3連単票数 計1527056 的中 ��� 245（1145番人気）

ハロンタイム 12．1―10．1―10．8―10．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．2―33．0―43．4

上り4F43．5－3F33．4
勝馬の
紹 介

�エクシードリミッツ �
�
父 Exceed And Excel �

�
母父 Selkirk デビュー 2014．6．15 函館13着

2012．1．27生 牝4栗 母 Welsh Diva 母母 Khubza 16戦3勝 賞金 36，063，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔その他〕 ハルマッタン号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハルマッタン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成28年12月29日まで出走できない。



（28新潟3）第5日 10月29日（土曜日） 雨後曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 179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
2，530，000円
4，380，000円
1，750，000円
18，740，000円
68，471，000円
6，257，600円
1，718，400円

勝馬投票券売得金
247，551，000円
341，006，700円
162，053，800円
518，132，000円
277，678，700円
319，989，900円
765，004，100円
1，018，736，800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 3，650，153，000円

総入場人員 8，422名 （有料入場人員 7，058名）
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