
2901310月15日 曇 稍重 （29新潟3）第2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）
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

610 ラフィングマッチ 牡2栗 55 酒井 学�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 平山牧場 478＋121：13．2 1．7�
22 � カ ミ ノ コ 牡2青鹿 55

52 ▲川又 賢治門野 重雄氏 森 秀行 米 Winches-
ter Farm 448＋ 41：13．3� 5．8�

23 モ ア イ 牡2黒鹿55 柴田 善臣青山 洋一氏 笹田 和秀 日高 千葉飯田牧場 452＋121：13．4	 10．8�
34 � ロータスクイーン 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 武史�須野牧場 和田 正道 米
Robert Estill
Courtney Jr. & Dr.
H. Steve Conboy

486－ 81：13．71� 45．0�
35 トキノカサドール 牡2黒鹿55 平野 優田中 準市氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 428－ 21：15．08 12．4	
46 ガラシアライツ 牝2鹿 54 津村 明秀林 正道氏 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 424＋ 21：15．1クビ 91．0

713 プリティロコガール 牝2芦 54 原田 和真 �コロンバスサークル 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 6 〃 クビ 62．7�
58 タガノアルタイル 牡2鹿 55

54 ☆
島 克駿八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 462－ 61：15．2� 14．6�

11 ラテンリズム 牝2鹿 54 杉原 誠人ミルファーム 松山 将樹 浦河 高昭牧場 434＋ 21：15．3クビ 202．3�
611 サ ク ヤ メ イ 牝2青鹿54 黛 弘人 荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 426＋ 41：15．51	 350．7�
59 メテオラシチー 牡2栗 55

54 ☆岩崎 翼 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 492＋ 41：15．71� 52．3�
712 デンコウキングダム 牡2栗 55

54 ☆加藤 祥太田中 康弘氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 412－ 21：16．01� 133．2�
47 サノノスカイ 牡2鹿 55 小島 太一佐野 信幸氏 中野 栄治 新ひだか 荒木 貴宏 452＋281：16．74 223．6�
814 ミ コ サ ン 牝2栗 54 勝浦 正樹古賀 慎一氏 萱野 浩二 新冠 パカパカ

ファーム 436－121：17．01� 10．7�
815 ナ タ ー シ ャ 牝2青鹿54 岩部 純二ミルファーム 蛯名 利弘 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 472＋101：17．42	 257．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 15，475，500円 複勝： 30，501，100円 枠連： 8，701，500円
馬連： 28，996，200円 馬単： 18，712，000円 ワイド： 18，642，000円
3連複： 45，418，000円 3連単： 61，119，600円 計： 227，565，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 190円 枠 連（2－6） 340円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 310円 �� 350円 �� 540円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 3，600円

票 数

単勝票数 計 154755 的中 � 76695（1番人気）
複勝票数 計 305011 的中 � 183756（1番人気）� 23007（2番人気）� 18871（4番人気）
枠連票数 計 87015 的中 （2－6） 19359（1番人気）
馬連票数 計 289962 的中 �� 42709（1番人気）
馬単票数 計 187120 的中 �� 17414（1番人気）
ワイド票数 計 186420 的中 �� 16218（2番人気）�� 13855（4番人気）�� 8160（6番人気）
3連複票数 計 454180 的中 ��� 35213（1番人気）
3連単票数 計 611196 的中 ��� 12284（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．1―13．4―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―35．2―48．6―1：00．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F38．0
3 10（4，3）（2，5）（9，8，14）（6，13）－15，11，7（1，12） 4 10（4，3）（2，5）（9，13，8）（6，14）－（11，7）15（1，12）

勝馬の
紹 介

ラフィングマッチ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Raven’s Pass デビュー 2017．7．8 中京10着

2015．3．6生 牡2栗 母 シ ア ー ジ ュ 母母 Dancesowell 5戦1勝 賞金 9，000，000円
〔騎手変更〕 デンコウキングダム号の騎手義英真は，第4回京都競馬第4日第4競走での落馬負傷のため加藤祥太に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナターシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月15日まで平地競走

に出走できない。
※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） 2頭 ケルース号・ソウシソウアイ号
（非抽選馬） 1頭 イリオン号

2901410月15日 曇 良 （29新潟3）第2日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10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
2：01．8
1：59．8

良
良

68 レノヴァール 牡2鹿 55
54 ☆�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 496－ 82：02．0 4．1�

812 タガノバルバドス 牡2鹿 55 藤岡 佑介八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 464＋142：02．21� 3．4�

33 タガノフウジン 牡2黒鹿 55
54 ☆岩崎 翼八木 良司氏 石橋 守 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 440± 02：02．3	 65．6�
45 ヘッドストリーム 牡2栗 55 津村 明秀犬塚悠治郎氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 438－ 62：02．51� 15．8�
56 マイネルカイノン 牡2青鹿55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 486－ 42：02．71	 7．9	
711 ダノンチェリー 牝2鹿 54 秋山真一郎�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464± 02：02．8	 5．2

44 タイキフェルヴール 牡2栗 55 吉田 隼人�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480＋ 42：03．22	 6．1�
710 アイリスロード 牝2青 54 丸山 元気 �荻伏服部牧場 和田 雄二 日高 春木 昭雄 444＋ 6 〃 クビ 16．4�
57 ライトストーリー 牡2鹿 55

52 ▲横山 武史須野牧場 武井 亮 浦河 有限会社
吉田ファーム 418± 02：04．37 154．3�

813 トゥモローアンセム 牡2栗 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 武市 康男 新ひだか 坂本 智広 462＋102：04．93	 176．6�
69 サンダラボッチ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹手嶋 康雄氏 尾形 和幸 浦河 木村牧場 460＋ 22：05．64 171．2�
22 
 アースジーニアス 牡2栗 55 川須 栄彦 �グリーンファーム和田 正道 米 James David

Squires 498＋ 62：05．81� 70．0�
11 エリンゼフィール 牝2栗 54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 大栄牧場 470－ 22：06．43	 353．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 16，492，000円 複勝： 23，541，900円 枠連： 7，493，200円
馬連： 28，181，200円 馬単： 15，227，400円 ワイド： 18，523，300円
3連複： 40，245，600円 3連単： 51，050，000円 計： 200，754，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 140円 � 870円 枠 連（6－8） 700円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 370円 �� 2，770円 �� 1，930円

3 連 複 ��� 11，970円 3 連 単 ��� 50，630円

票 数

単勝票数 計 164920 的中 � 33641（2番人気）
複勝票数 計 235419 的中 � 35997（3番人気）� 54356（1番人気）� 4682（8番人気）
枠連票数 計 74932 的中 （6－8） 8192（3番人気）
馬連票数 計 281812 的中 �� 26799（1番人気）
馬単票数 計 152274 的中 �� 6590（6番人気）
ワイド票数 計 185233 的中 �� 14615（2番人気）�� 1595（24番人気）�� 2321（21番人気）
3連複票数 計 402456 的中 ��� 2521（34番人気）
3連単票数 計 510500 的中 ��� 731（171番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―12．4―13．1―12．2―12．3―12．5―12．3―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―36．1―49．2―1：01．4―1：13．7―1：26．2―1：38．5―1：49．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3
10，11（8，12）6，2（1，9）3，7，4－5－13・（10，11）12（6，3，8）（2，4）7－（1，9）5－13

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

勝馬の
紹 介

レノヴァール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Roy デビュー 2017．9．17 阪神5着

2015．3．18生 牡2鹿 母 デ ー タ 母母 Dama Imperial 2戦1勝 賞金 5，700，000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２日



2901510月15日 曇 良 （29新潟3）第2日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走10時40分 （芝・直線）

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
55．0
55．0

良
良

12 ア ー ヒ ラ 牝2芦 54 岩部 純二�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 430－ 2 56．1 17．5�
714 クラウンチャンプ 牡2鹿 55 荻野 琢真矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 478－ 4 〃 ハナ 23．4�
817 プリンシアブラスカ 牝2栗 54

51 ▲木幡 育也芳川 貴行氏 久保田貴士 浦河 北俣 牧夫 426－ 8 56．2� 17．7�
715 フォレストガーデン 牝2黒鹿54 西田雄一郎田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 スカイビーチステーブル 452＋ 2 56．3� 2．3�
36 モ シ モ 牝2栗 54

53 ☆木幡 初也小田切有一氏 本間 忍 様似 小田牧場 438－ 6 56．51� 21．4�
11 レディライク 牝2鹿 54

53 ☆城戸 義政 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 420± 0 〃 ハナ 21．5	
47 カクカクシカジーカ 牝2芦 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 岡田牧場 414－ 4 56．71� 46．1

48 ドナキンバリー 牝2栗 54 津村 明秀小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 432－ 6 〃 アタマ 108．5�
612 イランカラプテ 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 小野 次郎 日高 坂東ファーム 422－ 2 56．8� 2．9�
35 チャノカオリ 牝2鹿 54

51 ▲富田 暁山本 茂氏 加藤 敬二 新ひだか 沖田 忠幸 418－ 2 56．9クビ 94．3
59 モテモテホマックス 牡2栗 55 勝浦 正樹 �スピードファーム和田 正道 浦河 村下農場 446－ 4 〃 クビ 94．5�
713 ミ ス ジ ー ナ 牝2鹿 54 丸山 元気長塩 豊氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 402－ 8 57．0� 26．2�
611 スパークリング 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也 �カナヤマホール
ディングス 竹内 正洋 新ひだか 酒井 秀紀 398＋ 4 57．21� 198．3�

510 キ フ ジ ン 牝2黒鹿54 川須 栄彦阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 山田 昇史 380＋ 2 57．41 92．1�
24 グ ノ ー シ ス 牝2鹿 54 吉田 隼人清水 敏氏 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B462－ 4 57．72 75．0�
818 クリノユメジ 牡2栗 55

54 ☆�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 日高 山際 辰夫 430＋ 4 57．91� 26．2�
816 スーパーマジック 牡2芦 55

52 ▲横山 武史 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 450＋18 58．11� 45．4�
23 ストリングス 牡2栗 55

53 △伴 啓太 �スピードファーム武藤 善則 新冠 スピードフアーム 420＋ 8 58．63 525．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 19，729，600円 複勝： 25，855，400円 枠連： 13，998，300円
馬連： 36，627，300円 馬単： 19，719，500円 ワイド： 25，184，700円
3連複： 58，191，100円 3連単： 70，667，200円 計： 269，973，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，750円 複 勝 � 360円 � 580円 � 600円 枠 連（1－7） 820円

馬 連 �� 25，320円 馬 単 �� 62，400円

ワ イ ド �� 6，960円 �� 5，110円 �� 5，520円

3 連 複 ��� 148，950円 3 連 単 ��� 1，004，580円

票 数

単勝票数 計 197296 的中 � 9557（3番人気）
複勝票数 計 258554 的中 � 19954（4番人気）� 11384（7番人気）� 11048（8番人気）
枠連票数 計 139983 的中 （1－7） 13205（3番人気）
馬連票数 計 366273 的中 �� 1121（56番人気）
馬単票数 計 197195 的中 �� 237（116番人気）
ワイド票数 計 251847 的中 �� 932（59番人気）�� 1274（43番人気）�� 1178（49番人気）
3連複票数 計 581911 的中 ��� 293（278番人気）
3連単票数 計 706672 的中 ��� 51（1629番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．0―10．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．5―44．0

上り4F44．0－3F33．6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ア ー ヒ ラ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 エイシンワシントン デビュー 2017．10．1 中山3着

2015．4．12生 牝2芦 母 エイシンルンナ 母母 エイシンビーナス 2戦1勝 賞金 6，800，000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。
（非抽選馬） 1頭 ブラウローゼット号

2901610月15日 曇 稍重 （29新潟3）第2日 第4競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走11時10分 （ダート・左）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

811 メイショウマトイ 牡3鹿 55
52 ▲菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 470＋ 21：52．4 2．5�

55 クリノヴィクトリア 牝3栗 53
50 ▲横山 武史栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 440± 01：53．03� 4．9�

44 ライトブリンガー 牡4栗 57
56 ☆岩崎 翼�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B466－101：53．1� 44．1�

33 ミスターウインディ 牡4黒鹿57 藤懸 貴志阿部東亜子氏 奥村 豊 えりも 能登 浩 526－ 21：53．52� 35．7�
11 イダフェイマ 牝4芦 55

53 △伴 啓太張 一達氏 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 534＋ 81：53．81� 148．4�
79 レコンキスタ 牡3栗 55

54 ☆井上 敏樹村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B494－ 21：54．33 5．9	
67 スズカチャレンジ 牡3鹿 55

52 ▲富田 暁永井 啓弍氏 木原 一良 新ひだか 静内山田牧場 488－ 21：54．4� 46．7

810 ディーエスアクシス 牡3芦 55 酒井 学秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 482－121：54．5� 40．5�
66 ロッジポールパイン 牡4青鹿57 丸山 元気大野 富生氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 522－ 41：55．03 17．8�
78 モンサンアルナイル �4栗 57

56 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 B514－181：57．1大差 3．6
22 ヌーヴェルダンス 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �シルクレーシング 青木 孝文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 444＋181：57．84 17．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，012，700円 複勝： 22，428，500円 枠連： 7，908，400円
馬連： 30，874，800円 馬単： 19，419，800円 ワイド： 22，285，100円
3連複： 45，429，300円 3連単： 66，656，200円 計： 233，014，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 140円 � 560円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，350円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 11，940円

票 数

単勝票数 計 180127 的中 � 56499（1番人気）
複勝票数 計 224285 的中 � 54176（1番人気）� 47441（2番人気）� 6332（9番人気）
枠連票数 計 79084 的中 （5－8） 11748（2番人気）
馬連票数 計 308748 的中 �� 41447（2番人気）
馬単票数 計 194198 的中 �� 14469（1番人気）
ワイド票数 計 222851 的中 �� 25118（1番人気）�� 3871（19番人気）�� 2402（26番人気）
3連複票数 計 454293 的中 ��� 6719（18番人気）
3連単票数 計 666562 的中 ��� 4045（35番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―36．8―49．5―1：01．8―1：14．3―1：27．4―1：39．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．1
1
3
・（1，2，5）（6，10，9，8）11－（4，7）3・（1，5）－6，2（11，10）（8，9）（3，4）7

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

勝馬の
紹 介

メイショウマトイ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．1．17 京都11着

2014．5．11生 牡3鹿 母 メイショウルイーズ 母母 フェアトゥザウインド 12戦2勝 賞金 23，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヌーヴェルダンス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月15日まで平地

競走に出走できない。



2901710月15日 曇 稍重 （29新潟3）第2日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時00分 （ダート・左）
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
1：11．1
1：10．2

不良
不良

59 ドゥリアリティ 牝2鹿 54 中井 裕二平田 修氏 浜田多実雄 新冠 飛渡牧場 448 ―1：14．3 23．2�
11 クリムズンフラッグ 牡2黒鹿55 宮崎 北斗加藤 徹氏 青木 孝文 新冠 大狩部牧場 512 ―1：14．61� 6．2�
47 フィールグッド 牝2鹿 54 柴田 善臣小林竜太郎氏 土田 稔 日高 奥山 博 440 ― 〃 アタマ 6．4�
712 アテンコール 牡2鹿 55 酒井 学齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 438 ―1：14．7� 143．6�
815 アールビット 牡2栗 55

54 ☆井上 敏樹小原準一郎氏 田島 俊明 浦河 山下 恭茂 440 ―1：14．8クビ 82．0�
34 メタルカラー 牝2栗 54

51 ▲横山 武史�サンライズ 新開 幸一 浦河 中脇 満 440 ―1：15．01� 99．2	
713 バッカルコーン 牝2青鹿54 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 	川 啓一 430 ― 〃 ハナ 18．2

610 ゴ ム マ リ 牝2黒鹿 54

51 ▲菊沢 一樹田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 坂東ファーム 460 ― 〃 アタマ 30．3�
814 マサノカバーガール 牝2栗 54 勝浦 正樹中村 時子氏 小笠 倫弘 新冠 有限会社 大

作ステーブル B442 ― 〃 ハナ 29．6�
611 ボ ン テ ン 牡2鹿 55

54 ☆加藤 祥太田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 荻伏三好フ
アーム 450 ― 〃 ハナ 144．6

58 ビップヴァリアント 牡2黒鹿55 藤岡 佑介鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 500 ―1：15．21
 1．8�
22 プラズマディライト 牡2栗 55 吉田 隼人ポリッシュホースメイト中舘 英二 新ひだか 城市 公 432 ―1：15．3クビ 55．3�
23 ライクアスター 牝2栗 54 杉原 誠人坂田 行夫氏 伊藤 正徳 新冠 武田 寛治 458 ―1：16．04 11．2�
46 カイザーメランジェ 牡2鹿 55 黛 弘人友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 458 ―1：16．63
 68．0�
35 ジェニービューティ 牝2黒鹿 54

51 ▲木幡 育也竹原 孝昭氏 石毛 善彦 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 350 ―1：17．55 222．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 19，148，600円 複勝： 21，158，400円 枠連： 10，472，700円
馬連： 28，533，300円 馬単： 17，201，800円 ワイド： 21，398，700円
3連複： 41，466，400円 3連単： 54，169，600円 計： 213，549，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，320円 複 勝 � 340円 � 190円 � 190円 枠 連（1－5） 630円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 9，680円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 1，380円 �� 650円

3 連 複 ��� 7，150円 3 連 単 ��� 55，310円

票 数

単勝票数 計 191486 的中 � 6970（6番人気）
複勝票数 計 211584 的中 � 13352（6番人気）� 31829（3番人気）� 32340（2番人気）
枠連票数 計 104727 的中 （1－5） 12721（2番人気）
馬連票数 計 285333 的中 �� 5476（14番人気）
馬単票数 計 172018 的中 �� 1332（28番人気）
ワイド票数 計 213987 的中 �� 3574（16番人気）�� 3909（14番人気）�� 8896（5番人気）
3連複票数 計 414664 的中 ��� 4346（19番人気）
3連単票数 計 541696 的中 ��� 710（159番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．2―13．2―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―24．2―36．4―49．6―1：01．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドゥリアリティ �
�
父 スターリングローズ �

�
母父 フサイチコンコルド 初出走

2015．4．6生 牝2鹿 母 ヒシラスティ 母母 ヒシバラード 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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ナイスジャスミン号

2901810月15日 曇 良 （29新潟3）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時30分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

23 フェルトベルク 牝3鹿 53
50 ▲木幡 育也加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 434＋241：21．1 9．2�

48 � ウォークロニクル 牝5青鹿 55
54 ☆木幡 初也 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：21．2� 6．7�

713 アドマイヤシナイ 牡3鹿 55 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 洞�湖 レイクヴィラファーム 454± 01：21．3� 1．9�
817 ホープフルスター 牡3栗 55 藤岡 佑介前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 492＋ 41：21．4クビ 23．5�
12 ヤマカツサファイヤ 牝4青鹿 55

54 ☆木幡 巧也山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 518＋ 8 〃 クビ 7．0�
510� クリノヴェルサイユ 牝4鹿 55 川須 栄彦栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 438－ 2 〃 ハナ 67．4	
818 ナンヨーマーズ 牡3鹿 55 秋山真一郎中村 德也氏 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 444－ 6 〃 ハナ 22．8

611 タガノミルキー 牝4芦 55

54 ☆城戸 義政八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 446＋ 4 〃 アタマ 35．5�

24 シセイカスガ 牡6黒鹿57 酒井 学猪苗代 勇氏 北出 成人 日高 メイプルファーム 422－ 41：21．5	 401．4�
11 エ デ ィ ク ト 牡4鹿 57 勝浦 正樹窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 496± 01：21．6	 49．8
715 マコトルーメン 牡4鹿 57

54 ▲川又 賢治�ディアマント 北出 成人 様似 出口 繁夫 480± 01：21．81 64．6�
816 モ ザ イ ク 牡3黒鹿55 中谷 雄太吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 450＋ 4 〃 クビ 33．9�
47 シゲルタイガー 牡3鹿 55 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 81：21．9クビ 86．7�
35 ア プ ト 牝3黒鹿 53

51 △伴 啓太 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444＋ 6 〃 クビ 14．2�

59 キャニオンロード 
4鹿 57 津村 明秀 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 472＋ 61：22．0� 32．6�
36 ボーアムルーズ 牝4鹿 55 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 服部 牧場 490＋ 81：22．1� 345．5�
714 アブソリュカフェ 牡6黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 494＋121：22．52	 378．2�
612 スノーイルナ 牝3鹿 53 柴田 善臣 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 468＋ 21：23．35 105．5�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，031，700円 複勝： 31，295，100円 枠連： 10，071，900円
馬連： 34，082，400円 馬単： 18，365，600円 ワイド： 25，796，000円
3連複： 51，291，300円 3連単： 64，727，700円 計： 257，661，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 220円 � 210円 � 110円 枠 連（2－4） 3，720円

馬 連 �� 2，720円 馬 単 �� 6，150円

ワ イ ド �� 840円 �� 410円 �� 360円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 22，500円

票 数

単勝票数 計 220317 的中 � 19130（4番人気）
複勝票数 計 312951 的中 � 25192（5番人気）� 27813（4番人気）� 122178（1番人気）
枠連票数 計 100719 的中 （2－4） 2096（15番人気）
馬連票数 計 340824 的中 �� 9698（10番人気）
馬単票数 計 183656 的中 �� 2238（18番人気）
ワイド票数 計 257960 的中 �� 7211（9番人気）�� 16667（3番人気）�� 19340（1番人気）
3連複票数 計 512913 的中 ��� 18071（2番人気）
3連単票数 計 647277 的中 ��� 2085（57番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．1―11．6―11．8―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．3―34．4―46．0―57．8―1：09．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．1
3 2（5，12）14（3，7，8）（4，6，13）（9，18）（10，17）（11，16）15，1 4 2（5，12，14）（3，7，8）（4，6，13）9（10，18）17（1，11，16）15

勝馬の
紹 介

フェルトベルク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Pulpit デビュー 2016．11．5 京都1着

2014．5．1生 牝3鹿 母 プリンセスブルー 母母 ジャストフォーチャンス 8戦2勝 賞金 19，200，000円
〔制裁〕 フェルトベルク号の騎手木幡育也は，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30，000円。（被害馬：5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。
（非抽選馬） 1頭 ドウディ号



2901910月15日 曇 稍重 （29新潟3）第2日 第7競走 1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時00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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．2
1：08．7

重
重

611 メイショウグンパイ 牡4黒鹿 57
54 ▲富田 暁松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 492＋181：11．2 12．0�

22 サイモンゼーレ 牡4鹿 57 杉原 誠人澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 492＋20 〃 クビ 13．7�
23 タマモサザンクロス 牡3黒鹿55 藤懸 貴志タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 450＋ 61：11．51� 9．7�
34 トウショウデュエル 牡5栗 57

56 ☆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 510－ 6 〃 ハナ 10．1�
47 タイガーヴォーグ 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 B490－ 4 〃 クビ 6．6�
59 セローフォース 牡3鹿 55

52 ▲川又 賢治 �カナヤマホール
ディングス 池添 学 新ひだか 藤原牧場 510＋221：11．6クビ 92．8	

610 オリエンタルダンス 牝5黒鹿 55
54 ☆岩崎 翼 
シルクレーシング 佐々木晶三 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋161：11．7� 22．2�
46 スターズバース 牝3鹿 53

52 ☆�島 克駿吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 482－ 8 〃 クビ 16．1�
815 ローザルージュ 牝4黒鹿 55

52 ▲菊沢 一樹村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 498± 01：11．8� 41．7
35 � グレートブレス 牡5栗 57

56 ☆城戸 義政 �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 518＋ 2 〃 ハナ 24．0�

814 グランアラミス �5栗 57 原田 和真岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 池田牧場 B486－ 21：11．9クビ 2．8�
11 � カンテサンス 牡3栗 55

53 △伴 啓太伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン
牧場 B490＋161：12．21� 191．9�

712 スマイルハッピー 牝5鹿 55
54 ☆木幡 巧也臼倉 勲氏 田中 清隆 浦河 山田 昇史 460－ 41：12．41� 114．1�

58 カワキタエビデンス 牝3鹿 53
52 ☆加藤 祥太川島 吉男氏 渡辺 薫彦 新冠 川島牧場 434－ 61：12．61	 5．4�

713 ビップフウマ 牡4鹿 57
54 ▲木幡 育也鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 526＋101：13．87 95．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，256，600円 複勝： 31，419，600円 枠連： 12，621，400円
馬連： 37，895，000円 馬単： 18，843，000円 ワイド： 27，441，600円
3連複： 55，321，900円 3連単： 68，702，800円 計： 273，501，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，200円 複 勝 � 420円 � 600円 � 290円 枠 連（2－6） 2，300円

馬 連 �� 6，980円 馬 単 �� 13，730円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 1，810円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 19，390円 3 連 単 ��� 120，020円

票 数

単勝票数 計 212566 的中 � 14148（6番人気）
複勝票数 計 314196 的中 � 19252（6番人気）� 12693（9番人気）� 30864（5番人気）
枠連票数 計 126214 的中 （2－6） 4238（13番人気）
馬連票数 計 378950 的中 �� 4204（30番人気）
馬単票数 計 188430 的中 �� 1029（60番人気）
ワイド票数 計 274416 的中 �� 2877（33番人気）�� 3917（23番人気）�� 3520（26番人気）
3連複票数 計 553219 的中 ��� 2139（79番人気）
3連単票数 計 687028 的中 ��� 415（455番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．5―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F37．0
3 ・（10，11）（2，13，15）4（3，5，8）14（6，12，7）－（1，9） 4 ・（10，11）（2，13，15）（3，4）（5，8）（6，12，14）7（1，9）

勝馬の
紹 介

メイショウグンパイ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2015．11．7 京都4着

2013．3．16生 牡4黒鹿 母 メイショウマンテン 母母 メイショウサンサン 13戦2勝 賞金 23，100，000円
〔騎手変更〕 タマモサザンクロス号の騎手義英真は，第4回京都競馬第4日第4競走での落馬負傷のため藤懸貴志に変更。

2902010月15日 曇 良 （29新潟3）第2日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：56．4
1：56．1

良
良

714 ナリタエイト 牡4鹿 57
54 ▲富田 暁�オースミ 松永 昌博 千歳 社台ファーム 466＋ 21：59．0 2．8�

24 ジェードグリーン 牡3鹿 55 吉田 隼人 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：59．21� 3．3�
612 ファントムグレイ 牡4芦 57

56 ☆木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 426－101：59．3� 68．9�
11 � スリープレッピー 	4黒鹿 57

56 ☆岩崎 翼永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 454＋ 61：59．4クビ 163．0�
47 メルヴィンカズマ 牡3黒鹿55 勝浦 正樹合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 476－ 4 〃 ハナ 8．0	
818 ダンツペレット 牡4芦 57

54 ▲川又 賢治山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 504－ 21：59．5� 25．0

816 エバープリンセス 牝3栗 53 柴田 善臣宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 442－ 61：59．6� 38．8�
35 ピンクスパイダー 牡3鹿 55 丸山 元気 Him Rock Racing 高橋 義博 日高 北田 剛 434± 01：59．81 71．9�
715 シェルブルック 牡3鹿 55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 504＋202：00．01� 20．4
23 ロ ゼ リ ー ナ 牝4栗 55

54 ☆
島 克駿 �シルクレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 448＋ 62：00．1� 13．1�
510 キョウワベルナルド 牡3鹿 55 中井 裕二�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 458－122：00．73� 25．1�
36 � ミュートロギア 牡4青鹿57 津村 明秀 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド B494－ 42：00．8クビ 7．3�
59 アロマティカス 牡3鹿 55

54 ☆城戸 義政山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新冠 岩見牧場 B456＋ 4 〃 クビ 339．9�
817 スズカフューラー 牡3栗 55 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 422＋ 4 〃 ハナ 47．0�
611 アーリーサプライズ 牡3青鹿 55

52 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 494＋ 22：01．33 78．1�
48 � ツクバインドラ 牡7鹿 57 伊藤 工真吉橋 計氏 石毛 善彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 8 〃 アタマ 151．3�
12 タ カ ラ ユ メ 牝3栃栗 53

50 ▲菊沢 一樹村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 394－ 2 〃 ハナ 394．6�
713� ギ ャ ツ ビ ー 牡4栗 57 中谷 雄太 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 村下 明博 B454± 02：01．4クビ 41．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，098，300円 複勝： 29，548，300円 枠連： 14，567，100円
馬連： 41，267，300円 馬単： 20，557，600円 ワイド： 29，070，500円
3連複： 59，187，900円 3連単： 77，157，800円 計： 293，454，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 150円 � 830円 枠 連（2－7） 360円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，120円 �� 2，310円

3 連 複 ��� 6，220円 3 連 単 ��� 23，000円

票 数

単勝票数 計 220983 的中 � 63022（1番人気）
複勝票数 計 295483 的中 � 61791（1番人気）� 58506（2番人気）� 6002（12番人気）
枠連票数 計 145671 的中 （2－7） 31119（1番人気）
馬連票数 計 412673 的中 �� 63025（1番人気）
馬単票数 計 205576 的中 �� 14703（2番人気）
ワイド票数 計 290705 的中 �� 36525（1番人気）�� 3135（23番人気）�� 2867（25番人気）
3連複票数 計 591879 的中 ��� 7135（14番人気）
3連単票数 計 771578 的中 ��� 2432（49番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―11．3―12．0―12．3―12．6―12．3―12．1―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―34．7―46．7―59．0―1：11．6―1：23．9―1：36．0―1：47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナリタエイト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．1．24 中京2着

2013．3．5生 牡4鹿 母 スペシャルフロート 母母 ダイイチフローネ 17戦2勝 賞金 32，410，000円
〔制裁〕 ナリタエイト号の騎手富田暁は，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30，000円。（被害馬：12番・4番・7

番・5番・16番）



2902110月15日 曇 稍重 （29新潟3）第2日 第9競走 ��
��1，800�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 7，500，000円 3，000，000円 1，500，000
1，500，000

円
円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．8

稍重
重

67 ロバストミノル 牡4栗 57
54 ▲菊沢 一樹吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 498＋ 41：52．6 3．3�

44 スズカフリオーソ 牡3栗 55
54 ☆加藤 祥太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 浦河 田中スタッド 484＋24 〃 クビ 5．8�

11 オールウェイズゼア 牡3黒鹿 55
52 ▲横山 武史グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 468＋ 21：52．91� 11．4�

56 サンマルスカイ 牡5鹿 57 畑端 省吾相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 428－ 6 〃 同着 48．5�
812	 トーホウリーガル 牡4青鹿57 勝浦 正樹東豊物産� 古賀 史生 日高 竹島 幸治 522＋ 21：53．0クビ 4．3�
811 マサハヤスター 牡3栗 55 藤岡 佑介中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B476－ 41：53．85 8．0	
55 
 リードザフィールド 牡3栗 55 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高木 登 米 Brereton C. Jones

& B. Ned Jones 458－ 21：53．9� 13．4

22 サムライダマシー 牡4鹿 57 西田雄一郎西村新一郎氏 蛯名 利弘 新ひだか 田原橋本牧場 474＋ 61：54．11� 172．4�
79 グロースアルティヒ 牡3鹿 55 津村 明秀白井 岳氏 黒岩 陽一 浦河 絵笛牧場 474－ 41：54．31� 20．7�
33 パーセプション 牡3黒鹿55 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 534＋ 21：54．72� 23．5
710 エイシンスペード 牡3栗 55 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 新ひだか 松本牧場 478－ 41：55．01� 18．8�
68 	 アイファーウタオー 牡4黒鹿57 藤懸 貴志中島 稔氏 斉藤 崇史 新ひだか 静内山田牧場 488－ 81：55．85 11．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，191，600円 複勝： 29，316，100円 枠連： 16，002，300円
馬連： 48，498，200円 馬単： 25，171，000円 ワイド： 31，716，400円
3連複： 62，690，100円 3連単： 91，653，900円 計： 328，239，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 180円 �
�

210円
730円 枠 連（4－6） 770円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 300円 ��
��

330円
1，300円

��
��

680円
2，390円

3 連 複 ���
���

1，270円
6，390円 3 連 単 ���

���
4，860円
22，060円

票 数

単勝票数 計 231916 的中 � 56214（1番人気）
複勝票数 計 293161 的中 �

�
55775
5265
（1番人気）
（11番人気）

� 32441（4番人気）� 26596（5番人気）

枠連票数 計 160023 的中 （4－6） 15918（2番人気）
馬連票数 計 484982 的中 �� 38501（1番人気）
馬単票数 計 251710 的中 �� 9868（2番人気）
ワイド票数 計 317164 的中 ��

��
18059
6882
（2番人気）
（15番人気）

��
��

16588
1806
（4番人気）
（47番人気）

�� 3407（32番人気）

3連複票数 計 626901 的中 ��� 18831（3番人気）��� 3588（52番人気）
3連単票数 計 916539 的中 ��� 6869（8番人気）��� 1497（157番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―13．0―13．2―12．3―12．3―12．9―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．9―36．9―50．1―1：02．4―1：14．7―1：27．6―1：40．0

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

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

勝馬の
紹 介

ロバストミノル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2016．4．23 京都2着

2013．2．22生 牡4栗 母 ホットフレイバー 母母 ノ ク タ ー ン 16戦3勝 賞金 36，618，000円
〔発走状況〕 サムライダマシー号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。

グロースアルティヒ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 オールウェイズゼア号の騎手横山武史は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番・10番）

サンマルスカイ号の騎手畑端省吾は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：12番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サムライダマシー号は，平成29年10月16日から平成29年11月14日まで出走停止。停止期間の満

了後に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 グロースアルティヒ号は，発走調教再審査。

2902210月15日 曇 良 （29新潟3）第2日 第10競走 ��1，800�
あ わ し ま

粟 島 特 別
発走14時40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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

11 エイシンティンクル 牝4芦 55 丸山 元気�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 502＋ 81：45．7 2．2�
69 ラブリーアモン 牝4青 55 吉田 隼人平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 486－ 21：46．02 4．2�
22 レッドアルカナ 牝4鹿 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム B488± 01：46．1� 18．5�
58 � ダブルフラワー 牝5栗 55 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 498＋ 41：46．3� 61．7�
57 オメガハートソング 牝5青鹿55 酒井 学原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 440－121：46．4� 58．3	
33 ディヴァインハイツ 牝3鹿 53 中谷 雄太 �社台レースホース石坂 正 千歳 社台ファーム 458＋12 〃 クビ 35．8

813 アッフィラート 牝4鹿 55 藤岡 佑介 �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 444＋181：46．5	 8．7�
712 ショウナンサザナミ 牝3鹿 53 柴田 善臣国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B424＋ 4 〃 クビ 100．4�
814 アルスフェルト 牝4黒鹿55 黛 弘人�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 61：46．6	 91．8
34 アオイプリンセス 牝4鹿 55 津村 明秀新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 454＋ 61：46．81
 8．7�
46 リ ナ ー テ 牝3黒鹿53 秋山真一郎 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 クビ 8．8�
45 レディギャング 牝3芦 53 井上 敏樹近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか 斉藤スタッド 466± 01：47．01
 67．2�
711� ミスズメサイア 牝5鹿 55 岩崎 翼永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 444± 01：47．21
 210．0�
610 フライングレディ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 428－ 61：47．41
 12．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，194，200円 複勝： 45，522，200円 枠連： 17，324，300円
馬連： 67，822，200円 馬単： 32，546，600円 ワイド： 41，701，500円
3連複： 90，559，700円 3連単： 132，858，300円 計： 460，529，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 290円 枠 連（1－6） 470円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，050円

ワ イ ド �� 300円 �� 720円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 321942 的中 � 112851（1番人気）
複勝票数 計 455222 的中 � 118889（1番人気）� 89410（2番人気）� 26871（7番人気）
枠連票数 計 173243 的中 （1－6） 28200（1番人気）
馬連票数 計 678222 的中 �� 79665（1番人気）
馬単票数 計 325466 的中 �� 23145（1番人気）
ワイド票数 計 417015 的中 �� 39488（1番人気）�� 14033（10番人気）�� 11594（11番人気）
3連複票数 計 905597 的中 ��� 29411（5番人気）
3連単票数 計1328583 的中 ��� 12153（10番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．6―11．9―12．1―12．1―11．5―10．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．0―46．9―59．0―1：11．1―1：22．6―1：33．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイシンティンクル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2016．2．28 阪神2着

2013．3．8生 牝4芦 母 キ ャ タ リ ナ 母母 Carolina Saga 8戦3勝 賞金 37，689，000円
〔制裁〕 ダブルフラワー号の騎手宮崎北斗は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。



2902310月15日 曇 良 （29新潟3）第2日 第11競走 ��
��1，400�

しんえつ

信越ステークス
発走15時20分 （芝・左）
3歳以上，28．10．15以降29．10．9まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

610 アポロノシンザン 牡5鹿 54 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 484＋ 61：20．5 2．9�
22 コウエイタケル 牡6鹿 54 �島 克駿伊東 政清氏 山内 研二 新ひだか 三石橋本牧場 494－ 41：20．81� 21．2�
814 ディバインコード 牡3鹿 53 柴田 善臣 �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 496＋ 61：20．9� 8．3�
33 	 シベリアンスパーブ 牡8鹿 54 川須 栄彦藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 504－121：21．0
 160．5�
34 トウショウドラフタ 牡4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 480－ 21：21．1
 6．4�
712 ロサギガンティア 牡6青 57 杉原 誠人 	社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 522－ 4 〃 クビ 10．7

711� リエノテソーロ 牝3栗 53 吉田 隼人了德寺健二氏 武井 亮 米 Oak Bluff

Stables, LLC 450－ 91：21．2クビ 5．6�
11 ピークトラム 牡6黒鹿56 木幡 巧也吉田 照哉氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 494－ 81：21．3� 26．8�
69 タガノブルグ 牡6鹿 55 秋山真一郎八木 秀之氏 �島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450± 0 〃 アタマ 11．5
46 リーサルウェポン 牝6鹿 48 酒井 学 Him Rock Racing 武市 康男 日高 タバタファーム B440± 01：21．4クビ 33．4�
57 アルマワイオリ 牡5黒鹿55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 486＋ 4 〃 クビ 18．7�
58 ベステンダンク 牡5栗 54 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか 服部 牧場 500－ 81：21．5� 27．4�
45 ショウナンアチーヴ 牡6黒鹿54 木幡 初也国本 哲秀氏 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496± 01：21．71� 212．9�
813 トーキングドラム 牡7鹿 57 丸山 元気下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 480－ 4 〃 クビ 15．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，143，800円 複勝： 68，541，600円 枠連： 38，621，100円
馬連： 175，236，300円 馬単： 70，197，000円 ワイド： 85，179，100円
3連複： 253，511，100円 3連単： 337，381，000円 計： 1，079，811，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 160円 � 470円 � 250円 枠 連（2－6） 2，970円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 640円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 8，650円 3 連 単 ��� 39，780円

票 数

単勝票数 計 511438 的中 � 137716（1番人気）
複勝票数 計 685416 的中 � 144903（1番人気）� 29867（9番人気）� 67027（4番人気）
枠連票数 計 386211 的中 （2－6） 10076（11番人気）
馬連票数 計1752363 的中 �� 38308（14番人気）
馬単票数 計 701970 的中 �� 11015（18番人気）
ワイド票数 計 851791 的中 �� 17593（13番人気）�� 36101（3番人気）�� 8735（35番人気）
3連複票数 計2535111 的中 ��� 21965（27番人気）
3連単票数 計3373810 的中 ��� 6148（124番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．3―11．6―11．6―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．2―34．5―46．1―57．7―1：08．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アポロノシンザン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Saint Liam デビュー 2014．6．22 函館3着

2012．3．25生 牡5鹿 母 アポロジャスミン 母母 Bernstein’s Babe 18戦6勝 賞金 105，190，000円

2902410月15日 小雨 良 （29新潟3）第2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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

611 トゥザクラウン 牡3鹿 55 �島 克駿 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 516＋ 81：32．8 7．9�
59 ダノンディーヴァ 牝3黒鹿53 津村 明秀�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 462－ 8 〃 アタマ 23．5�
610 エイシンスレイマン 牡3鹿 55 勝浦 正樹�栄進堂 西園 正都 浦河 多田 善弘 464－ 41：33．01	 8．2�
46 サトノキングダム 牡4鹿 57 吉田 隼人里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 474＋ 41：33．1
 1．7�
814 オブリゲーション 牡4鹿 57 中谷 雄太�辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 464＋ 41：33．41� 20．4	
712 ショウナンサスケ 牡4鹿 57 木幡 巧也国本 哲秀氏 高橋 文雅 浦河 大北牧場 466－101：33．5
 4．8

58 オンザロックス 牡4鹿 57 柴田 善臣稻井田安史氏 森 秀行 新冠 ベルモント

ファーム 476－ 81：33．6� 56．7�
34 � トルセドール 牡6鹿 57 丸山 元気窪田 芳郎氏 高柳 瑞樹 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 480＋101：33．92 98．0�
713 ジョーアラビカ 牡3芦 55 藤岡 佑介上田けい子氏 沖 芳夫 浦河 杵臼斉藤牧場 502－ 21：34．32
 46．2
23 キスミーワンス 牝3黒鹿53 秋山真一郎吉田 千津氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 440－ 41：34．83 49．3�
47 スズカフロンティア 牡3鹿 55 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420± 0 〃 クビ 181．3�
22 レッドアメリア 牝3鹿 53 木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 462＋101：34．9
 199．0�
815 グロワールシチー 牡3鹿 55 酒井 学 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 464＋ 41：35．11	 26．3�
35 マイネルベレーロ 牡3栗 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 61：36．16 198．5�
11 ビリーヴザワン 6鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：39．6大差 204．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 48，176，100円 複勝： 105，276，600円 枠連： 28，795，100円
馬連： 98，147，000円 馬単： 53，008，900円 ワイド： 59，129，900円
3連複： 135，676，800円 3連単： 231，182，300円 計： 759，392，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 500円 � 800円 � 390円 枠 連（5－6） 3，070円

馬 連 �� 9，110円 馬 単 �� 16，200円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 1，050円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 15，670円 3 連 単 ��� 119，290円

票 数

単勝票数 計 481761 的中 � 48542（3番人気）
複勝票数 計1052766 的中 � 56318（4番人気）� 32456（7番人気）� 75582（3番人気）
枠連票数 計 287951 的中 （5－6） 7269（9番人気）
馬連票数 計 981470 的中 �� 8347（19番人気）
馬単票数 計 530089 的中 �� 2454（36番人気）
ワイド票数 計 591299 的中 �� 5905（21番人気）�� 14803（9番人気）�� 8920（16番人気）
3連複票数 計1356768 的中 ��� 6492（40番人気）
3連単票数 計2311823 的中 ��� 1405（262番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．2―11．7―11．8―11．8―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．4―23．5―34．7―46．4―58．2―1：10．0―1：21．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トゥザクラウン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．23 京都9着

2014．2．12生 牡3鹿 母 トゥザヴィクトリー 母母 フェアリードール 4戦2勝 賞金 16，004，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔その他〕 ビリーヴザワン号は，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。
※出走取消馬 ロンバルディア号（疾病〔左後肢跛行〕のため）

３レース目



（29新潟3）第2日 10月15日（日曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 178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

197，000，000円
1，270，000円
17，950，000円
1，720，000円
21，770，000円
71，352，000円
4，628，000円
1，708，800円

勝馬投票券売得金
308，950，700円
464，404，800円
186，577，300円
656，161，200円
328，970，200円
406，068，800円
938，989，200円
1，307，326，400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 4，597，448，600円

総入場人員 12，747名 （有料入場人員 10，849名）
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