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2902510月21日 曇 良 （29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 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：01．4良

814 エオヒップス 牡3青鹿58 平沢 健治前田 晋二氏 中村 均 新冠 株式会社
ノースヒルズ 504＋ 43：09．2 43．0�

712 ワークショップ 牡4鹿 60 蓑島 靖典小林 薫氏 加藤 和宏 新冠 錦岡牧場 508＋103：09．51� 20．4�
610 クワッドアクセル 牡5栗 60 鈴木 慶太�明栄商事 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 468± 03：09．71� 13．6�
58 シゲルゴリラ 牡3黒鹿58 草野 太郎森中 蕃氏 蛯名 利弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 474＋123：09．8� 46．2�
45 ファントムライト 牡8黒鹿60 高田 潤 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 494－ 6 〃 ハナ 1．2	
46 シゲルスズキ 牡4栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 504－ 63：10．22� 8．8

57 シンボリネルソン 牡6黒鹿60 上野 翔シンボリ牧場 石毛 善彦 日高 シンボリ牧場 438－ 83：10．62� 204．7�
813 シゲルコング 牡3鹿 58 石神 深一森中 蕃氏 松永 康利 新ひだか 増本 良孝 502＋ 23：11．13 14．9�
22 モアザンイナフ 牡5黒鹿60 北沢 伸也宮川 純造氏 加用 正 浦河 笹地牧場 464＋ 43：12．05 113．7
34 	 オルファリオン 牡3青鹿58 山本 康志 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 米 AR Enter-
prises, Inc 522－ 63：12．21� 64．9�

69 ベストサポーター 牡4青鹿60 金子 光希西村新一郎氏 和田 雄二 新ひだか 田原橋本牧場 530＋10 〃 ハナ 30．0�
711
 オリンピアスカイ 牡4鹿 60 高野 和馬伊東 純一氏 中川 公成 日高 宝寄山 忠則 502－ 83：12．94 223．8�
33 ブラスロック 牡4鹿 60 五十嵐雄祐金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 482± 03：16．1大差 87．2�
11 ダンツエイコウ 牡4鹿 60 中村 将之山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 498＋323：17．48 117．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 11，976，000円 複勝： 44，534，400円 枠連： 7，040，100円
馬連： 18，636，500円 馬単： 13，525，600円 ワイド： 14，143，400円
3連複： 31，887，700円 3連単： 49，889，700円 計： 191，633，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，300円 複 勝 � 2，660円 � 910円 � 540円 枠 連（7－8） 3，630円

馬 連 �� 17，800円 馬 単 �� 33，590円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 1，930円 �� 880円

3 連 複 ��� 20，080円 3 連 単 ��� 173，890円

票 数

単勝票数 計 119760 的中 � 2226（7番人気）
複勝票数 計 445344 的中 � 4181（7番人気）� 12952（4番人気）� 23322（2番人気）
枠連票数 計 70401 的中 （7－8） 1499（9番人気）
馬連票数 計 186365 的中 �� 811（32番人気）
馬単票数 計 135256 的中 �� 302（54番人気）
ワイド票数 計 141434 的中 �� 1049（29番人気）�� 1868（20番人気）�� 4313（7番人気）
3連複票数 計 318877 的中 ��� 1191（50番人気）
3連単票数 計 498897 的中 ��� 208（333番人気）
上り 1マイル 1：43．7 4F 49．3－3F 36．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エオヒップス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Gone West デビュー 2016．12．23 阪神9着

2014．3．30生 牡3青鹿 母 グローリーブラッド 母母 Ski Dancer 障害：2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 ファントムライト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ファントムライト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年11月21日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サンライズレイド号

2902610月21日 曇 良 （29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

22 タイキフェルヴール 牡2栗 55 北村 友一�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± 01：54．5 2．8�

711 ゴッドスパロウ 牡2鹿 55 古川 吉洋中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 528－ 81：55．99 6．1�
34 トゥンバドーラ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 456＋18 〃 クビ 6．6�
33 ディアビオラン 牝2黒鹿54 柴山 雄一ディアレストクラブ� 田村 康仁 日高 春木 昭雄 452－ 81：56．43 34．2�
11 リベリュール 牡2栗 55

54 ☆城戸 義政村上 憲政氏 本田 優 浦河 赤田牧場 474－ 41：56．93 30．1	
69 タイセイゴーディー 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 巧也田中 成奉氏 青木 孝文 新ひだか 大塚牧場 B460± 01：57．11� 68．6

813 パワフルテソーロ 牡2黒鹿55 丸田 恭介了德寺健二氏 和田 雄二 新ひだか 幌村牧場 490－ 21：57．2� 5．5�
45 メイショウアドリア 牡2鹿 55

52 ▲横山 武史松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 474± 01：57．83� 5．1�
814 セイカフェボリット 牡2黒鹿 55

54 ☆木幡 初也久米 誠氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 468± 01：58．11� 97．6
712 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 460＋ 21：58．95 316．5�
46 スズカヒューズ 牡2栗 55 藤懸 貴志永井 啓弍氏 加藤 敬二 新冠 森 牧場 494＋ 4 〃 ハナ 264．3�
610 ウインシノビ 牡2鹿 55 津村 明秀�ウイン 西園 正都 新ひだか 筒井 征文 486－141：59．32� 20．0�
57 トミケンムトル 牡2鹿 55 丸山 元気冨樫 賢二氏 根本 康広 新ひだか 前川 正美 474＋ 81：59．93� 196．4�
58 オ ビ シ ャ 牡2鹿 55

52 ▲菊沢 一樹内藤 好江氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 476＋ 82：00．75 146．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，730，500円 複勝： 19，644，600円 枠連： 6，971，000円
馬連： 24，160，700円 馬単： 12，999，000円 ワイド： 15，526，400円
3連複： 31，337，600円 3連単： 41，336，300円 計： 169，706，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 150円 � 210円 枠 連（2－7） 690円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 270円 �� 480円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 6，360円

票 数

単勝票数 計 177305 的中 � 51164（1番人気）
複勝票数 計 196446 的中 � 41927（1番人気）� 36899（3番人気）� 19862（5番人気）
枠連票数 計 69710 的中 （2－7） 7751（1番人気）
馬連票数 計 241607 的中 �� 27244（1番人気）
馬単票数 計 129990 的中 �� 7567（1番人気）
ワイド票数 計 155264 的中 �� 16356（1番人気）�� 7875（5番人気）�� 5366（10番人気）
3連複票数 計 313376 的中 ��� 13065（4番人気）
3連単票数 計 413363 的中 ��� 4711（5番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―12．8―14．0―12．9―12．6―13．0―12．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．1―51．1―1：04．0―1：16．6―1：29．6―1：42．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイキフェルヴール �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 Any Given Saturday デビュー 2017．7．2 福島5着

2015．3．17生 牡2栗 母 アッシュベリー 母母 ア シ ェ ラ フ 4戦1勝 賞金 7，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トミケンムトル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月21日まで平地競

走に出走できない。
オビシャ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年12月21日まで平地競走に
出走できない。

第３回 新潟競馬 第３日



2902710月21日 曇 良 （29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 7，500，000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

610 ワシントンレガシー 牝3芦 53
50 ▲菊沢 一樹吉田 勝己氏 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 458－ 21：11．8 2．1�

47 シャンパンサーベル 牝5黒鹿 55
52 ▲横山 武史田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 470－ 41：11．9� 38．5�

46 メイショウマイカゼ 牝4黒鹿 55
52 ▲富田 暁松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 多田 善弘 450＋161：12．11� 10．6�

34 スプリングゲイル 牝3青鹿53 石橋 脩 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：12．31� 8．0�
59 ヒカリトップメモリ 牝4鹿 55 津村 明秀�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 478＋101：12．4� 4．4	
611 パパラヴズマンボ 牝5青鹿55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450－ 4 〃 クビ 138．8

11 ペイシャオトメ 牝4鹿 55 古川 吉洋北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 B480＋ 21：12．5� 172．8�
814 クリノセゴビア 牝4黒鹿 55

54 ☆�島 克駿栗本 博晴氏 川村 禎彦 様似 様似渡辺牧場 456－ 4 〃 クビ 153．2�
815 ピアレスピンク 牝5黒鹿 55

52 ▲川又 賢治 �ローレルレーシング 山内 研二 浦河 駿河牧場 502－ 41：12．6� 10．4
712 エイドローン 牝3青鹿 53

50 ▲藤田菜七子 �カナヤマホール
ディングス 鈴木 孝志 浦河 谷口牧場 478＋ 21：12．7� 17．8�

22 アスターメープル 牝3栗 53
52 ☆木幡 初也加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 424－ 61：12．8クビ 293．8�

23 スリーミスヨハネス 牝3鹿 53
52 ☆加藤 祥太永井商事� 加藤 敬二 浦河 辻 牧場 446－ 81：12．9� 192．0�

35 イナズママンボ 牝3鹿 53 勝浦 正樹小泉 賢悟氏 松元 茂樹 日高 高柳 隆男 442＋ 2 〃 クビ 50．1�
58 ラララルジェス 牝4鹿 55 北村 友一フジイ興産� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 470± 0 〃 ハナ 9．4�
713 チ ャ ー ム 牝4栗 55

54 ☆城戸 義政 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 506± 01：13．32� 54．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，672，300円 複勝： 30，952，100円 枠連： 9，216，600円
馬連： 32，537，500円 馬単： 16，820，900円 ワイド： 22，907，500円
3連複： 44，640，700円 3連単： 59，811，700円 計： 238，559，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 590円 � 270円 枠 連（4－6） 960円

馬 連 �� 4，230円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 510円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 9，770円 3 連 単 ��� 39，060円

票 数

単勝票数 計 216723 的中 � 79226（1番人気）
複勝票数 計 309521 的中 � 93068（1番人気）� 9409（8番人気）� 24905（6番人気）
枠連票数 計 92166 的中 （4－6） 7373（3番人気）
馬連票数 計 325375 的中 �� 5950（14番人気）
馬単票数 計 168209 的中 �� 2520（18番人気）
ワイド票数 計 229075 的中 �� 4746（13番人気）�� 12377（4番人気）�� 1588（31番人気）
3連複票数 計 446407 的中 ��� 3424（30番人気）
3連単票数 計 598117 的中 ��� 1110（124番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．4―12．6―12．2―13．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ワシントンレガシー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2016．8．21 札幌7着

2014．5．20生 牝3芦 母 フロールデセレッソ 母母 フローリッドコート 9戦2勝 賞金 19，300，000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 トウカイジュリア号

2902810月21日 曇 良 （29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 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：28．7良

66 ステージジャンプ 牡7鹿 60 五十嵐雄祐合同会社小林英一
ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 504－103：33．4 6．3�

810 メイショウナルト �9鹿 60 北沢 伸也松本 好雄氏 本田 優 浦河 鎌田 正嗣 470＋ 43：34．14 5．4�
33 � ブライアンキング 牡5鹿 60 平沢 健治林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 492－ 83：34．2� 17．3�
22 � ビットアレグロ 牡8栗 60 石神 深一礒川 正明氏 松永 康利 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 498＋ 23：34．73 8．1�
67 レッドヴィーヴォ �7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 460± 03：34．91	 84．3�
11 メイショウルンバ 牝6栗 58 白浜 雄造松本 好雄氏 角居 勝彦 浦河 三嶋牧場 490－ 23：35．0
 48．7	
55 リアルキング 牡4鹿 61 難波 剛健杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 532＋ 23：35．1� 2．1

811 シベリアンタイガー �6鹿 61 山本 康志岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 486＋ 43：35．52� 8．3�
78 エイシンフランキー 牡6芦 61 森 一馬�栄進堂 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 498± 03：35．71	 13．1�
79 マイネルアイザック 牡8黒鹿60 小坂 忠士 �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 466＋ 63：37．29 67．7
44 マイネルレハイム 牡5栗 60 金子 光希 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 63：38．47 47．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 13，381，600円 複勝： 19，114，100円 枠連： 6，688，300円
馬連： 22，155，500円 馬単： 13，584，000円 ワイド： 14，876，300円
3連複： 33，283，200円 3連単： 53，117，200円 計： 176，200，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 190円 � 430円 枠 連（6－8） 980円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 700円 �� 1，440円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 9，450円 3 連 単 ��� 39，050円

票 数

単勝票数 計 133816 的中 � 16854（3番人気）
複勝票数 計 191141 的中 � 23830（3番人気）� 29838（2番人気）� 9577（7番人気）
枠連票数 計 66883 的中 （6－8） 5254（4番人気）
馬連票数 計 221555 的中 �� 9589（6番人気）
馬単票数 計 135840 的中 �� 2953（13番人気）
ワイド票数 計 148763 的中 �� 5693（6番人気）�� 2607（18番人気）�� 2660（17番人気）
3連複票数 計 332832 的中 ��� 2640（30番人気）
3連単票数 計 531172 的中 ��� 986（129番人気）
上り 1マイル 1：43．3 4F 49．8－3F 37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステージジャンプ �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2012．12．9 中京6着

2010．2．9生 牡7鹿 母 ステージヴァージン 母母 ダンシングアウンティー 障害：4戦2勝 賞金 24，400，000円



2902910月21日 曇 良 （29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 1，300，000円 750，000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

611 キングキングキング 牡2黒鹿55 勝浦 正樹嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 464＋ 41：09．9 3．1�
612 ケイココサージュ 牝2芦 54 丸田 恭介 �コロンバスサークル 坂口 正則 新ひだか 藤沢牧場 442－ 21：10．43 10．5�
715 カシノクオーレ 牝2鹿 54

51 ▲木幡 育也柏木 務氏 天間 昭一 青森 野々宮牧場 448－ 4 〃 クビ 52．2�
816 ナンヨーセゾニエ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也中村 德也氏 宗像 義忠 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420－ 2 〃 アタマ 52．5�

818 ノーモアサイレンス 牝2青鹿 54
51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 414－101：10．5クビ 14．0�

48 ア ス ト ル ム 牡2栗 55 古川 吉洋 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 474－ 61：10．6� 53．8	

23 ダウンタウンキラリ 牝2栗 54 石橋 脩林 正道氏 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 436＋18 〃 クビ 9．0

510 チ ョ ト ツ 牝2青鹿54 津村 明秀佐久間拓士氏 伊藤 大士 浦河 山口 義彦 460＋ 21：10．81� 6．2�
714 オーシャンアロー 牡2鹿 55 杉原 誠人冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 新ひだか 増本牧場 448± 01：10．9� 47．7�
24 キ ー ロ ー ズ 牝2青鹿54 丸山 元気北前孔一郎氏 青木 孝文 新ひだか 小河 豊水 434－ 41：11．11 21．0
59 ロ ジ ピ エ ナ 牝2栗 54

51 ▲菊沢 一樹久米田正明氏 菊沢 隆徳 新ひだか 池田牧場 440－ 41：11．2� 26．6�
47 ジョーサブレ 牡2黒鹿 55

52 ▲富田 暁上田けい子氏 中竹 和也 新ひだか 平野牧場 446－ 2 〃 クビ 163．8�
12 ロイズブラスハート 牝2黒鹿 54

52 △伴 啓太山崎 泰博氏 高柳 瑞樹 日高 新井 弘幸 442＋12 〃 ハナ 73．8�
11 アイビリーブ 牡2鹿 55

52 ▲川又 賢治古賀 和夫氏 森 秀行 浦河 高松牧場 452＋ 21：11．41 17．9�
36 ブルベアカラシナ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子 �ブルアンドベア 伊藤 圭三 新ひだか 小河 豊水 438± 01：11．82� 36．3�
35 リリープリンセス 牝2黒鹿54 北村 友一村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 468＋20 〃 クビ 6．2�
713 テンポディヴァルス 牡2鹿 55

54 ☆木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 新ひだか 高橋 義浩 432 ―1：11．9� 95．3�
817 マジックランタン 牡2鹿 55

54 ☆�島 克駿深澤 朝房氏 佐々木晶三 洞�湖 レイクヴィラファーム 450＋ 21：12．0� 266．9�
（18頭）

売 得 金
単勝： 21，231，600円 複勝： 32，342，600円 枠連： 12，474，600円
馬連： 34，864，300円 馬単： 17，361，200円 ワイド： 26，755，300円
3連複： 53，326，200円 3連単： 60，475，200円 計： 258，831，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 160円 � 250円 � 790円 枠 連（6－6） 1，550円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，440円 �� 4，330円

3 連 複 ��� 19，610円 3 連 単 ��� 64，000円

票 数

単勝票数 計 212316 的中 � 55458（1番人気）
複勝票数 計 323426 的中 � 67743（1番人気）� 33176（4番人気）� 7988（11番人気）
枠連票数 計 124746 的中 （6－6） 6208（6番人気）
馬連票数 計 348643 的中 �� 17003（4番人気）
馬単票数 計 173612 的中 �� 5424（6番人気）
ワイド票数 計 267553 的中 �� 12241（4番人気）�� 2745（27番人気）�� 1524（44番人気）
3連複票数 計 533262 的中 ��� 2039（57番人気）
3連単票数 計 604752 的中 ��� 685（178番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．5―11．9―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．4―46．3―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（1，8，18）－（3，5，10）（2，11，15）（6，12）（4，17，14）（7，9）16，13 4 ・（1，8，18）10（5，15）11，3（2，12）（4，6，14）17（7，9）16－13

勝馬の
紹 介

キングキングキング �
�
父 キングズベスト �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．6．18 函館5着

2015．4．26生 牡2黒鹿 母 アドマイヤアロング 母母 メインスルー 4戦1勝 賞金 9，700，000円
〔制裁〕 リリープリンセス号の騎手北村友一は，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3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 セレブレーション号

2903010月21日 曇 良 （29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 7，500，000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

11 ティープラズマ 牝4黒鹿 55
54 ☆城戸 義政深見 富朗氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 61：52．8 56．8�

58 カリーニョミノル 牝3鹿 53 北村 友一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 482± 01：52．9� 3．3�
34 ライムチャン 牝4鹿 55 勝浦 正樹ケンレーシング組合 牧 光二 千歳 社台ファーム 482－ 21：53．32� 3．2�
713 コウセイマユヒメ 牝6鹿 55

54 ☆木幡 初也杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 464－101：53．4� 43．4�
59 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿 55

52 ▲富田 暁�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 458＋ 81：53．5� 20．1�
47 プリエンプト 牝3栗 53 石橋 脩 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 482＋101：53．82 9．6	
22 ヤマニンシレーナ 牝3黒鹿 53

50 ▲木幡 育也土井 肇氏 池上 昌弘 新冠 錦岡牧場 452－ 41：54．97 7．2

611 ビ ジ ョ ッ テ 牝3鹿 53

52 ☆木幡 巧也古川 智洋氏 小笠 倫弘 新ひだか 服部 牧場 500＋141：55．43 16．0�
35 シンボリジュネス 牝3栗 53

50 ▲菊沢 一樹シンボリ牧場 菊川 正達 日高 シンボリ牧場 472＋ 2 〃 ハナ 14．7�
814 ゲットクローサー 牝5青鹿55 中谷 雄太 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 516± 01：55．61 34．8
712 ショウナンサアーダ 牝5黒鹿 55

54 ☆加藤 祥太国本 哲秀氏 吉村 圭司 浦河 大北牧場 520± 01：55．7� 44．6�
23 サトノシャルマン 牝5鹿 55 丸田 恭介里見 治氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 492－ 41：56．44 18．2�
46 � イ イ ナ ヅ ケ 牝4鹿 55 津村 明秀大和屋 暁氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 460＋ 11：56．72 22．4�
610 マースチェル 牝3栗 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム B434－ 41：57．23 38．7�
815 ミキノタマテバコ 牝3栗 53

50 ▲横山 武史谷口 久和氏 藤沢 則雄 浦河 浦河育成牧場 472－122：01．3大差 195．5�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，185，700円 複勝： 23，997，400円 枠連： 10，338，800円
馬連： 31，188，200円 馬単： 15，286，100円 ワイド： 22，681，500円
3連複： 43，592，300円 3連単： 51，478，900円 計： 215，748，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，680円 複 勝 � 920円 � 150円 � 160円 枠 連（1－5） 6，260円

馬 連 �� 5，580円 馬 単 �� 8，290円

ワ イ ド �� 2，030円 �� 3，840円 �� 360円

3 連 複 ��� 11，280円 3 連 単 ��� 109，120円

票 数

単勝票数 計 171857 的中 � 2417（14番人気）
複勝票数 計 239974 的中 � 4435（14番人気）� 50207（1番人気）� 44085（2番人気）
枠連票数 計 103388 的中 （1－5） 1278（20番人気）
馬連票数 計 311882 的中 �� 4327（22番人気）
馬単票数 計 152861 的中 �� 1382（30番人気）
ワイド票数 計 226815 的中 �� 2696（26番人気）�� 1402（47番人気）�� 18167（1番人気）
3連複票数 計 435923 的中 ��� 2896（40番人気）
3連単票数 計 514789 的中 ��� 342（388番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―12．4―13．0―12．4―12．5―13．1―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．4―35．8―48．8―1：01．2―1：13．7―1：26．8―1：39．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F39．1
1
3
・（1，10）7（6，14，15）4，9，3，8（12，11）（2，13）－5
1（10，7）（6，4，14）（3，8，9，11）（13，12）2－5＝15

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

勝馬の
紹 介

ティープラズマ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2016．3．6 阪神12着

2013．3．3生 牝4黒鹿 母 マウンテンミステリー 母母 Search the Sea 9戦2勝 賞金 13，880，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミキノタマテバコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年11月21日まで平地
競走に出走できない。



2903110月21日 曇 良 （29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 7，500，000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

713� ナニスンネン 牡5栗 57
56 ☆�島 克駿杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 522＋ 61：12．0 3．9�

58 � 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 B486－ 41：12．21� 79．9�
23 ヴ ァ ル ー ル 牝4黒鹿 55

54 ☆井上 敏樹 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 442－ 2 〃 アタマ 163．8�
11 ラッキーボックス 牝4鹿 55

54 ☆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 490＋181：12．3� 5．7�

712 スマートシャヒーン 牡3芦 55
52 ▲富田 暁大川 徹氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 クビ 9．0�

814 ラタンドレス 牝4鹿 55
52 ▲川又 賢治 	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 472－ 81：12．4� 7．1

47 ビ バ ラ ビ ダ 牝4鹿 55 長岡 禎仁桐谷 茂氏 石栗 龍彦 浦河 久保 昇 470－121：12．5クビ 11．1�
59 ジ ー ニ ア イ 牡6青 57

56 ☆木幡 巧也井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 B478－ 41：12．6� 30．6�
34 カ ロ ス 牡3栗 55

54 ☆城戸 義政 	カナヤマホール
ディングス 池添 兼雄 浦河 山田 昇史 482－ 41：12．7� 4．5

815 ツーエムアーマー 牡3栗 55 藤懸 貴志村上 憲政氏 大橋 勇樹 新冠 石郷岡 雅樹 480＋ 41：12．8クビ 138．1�
35 � ホ ー ミ ー 牡4黒鹿57 森 一馬小林竜太郎氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 472－ 4 〃 クビ 58．0�
611 ウインアンビション 牡4鹿 57

54 ▲藤田菜七子	ウイン 畠山 吉宏 むかわ 真壁 信一 498－ 41：13．01� 8．6�
610 シゲルキツネダイ 	4青鹿 57

54 ▲菊沢 一樹森中 蕃氏 千田 輝彦 新ひだか 藤本牧場 460± 0 〃 アタマ 29．4�
46 ク テ ィ ノ ス 牡3鹿 55

52 ▲木幡 育也金山 敏也氏 栗田 徹 新冠 樋渡 志尚 B484＋ 41：13．21� 30．3�
22 � リアルスキャット 牡4鹿 57 原田 和真村上 稔氏 佐藤 正雄 むかわ 上水牧場 470± 01：13．41� 154．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，383，000円 複勝： 21，845，100円 枠連： 8，162，300円
馬連： 29，492，800円 馬単： 15，386，600円 ワイド： 20，269，600円
3連複： 41，344，400円 3連単： 52，389，200円 計： 205，273，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 220円 � 1，380円 � 2，520円 枠 連（5－7） 3，010円

馬 連 �� 13，620円 馬 単 �� 26，280円

ワ イ ド �� 3，940円 �� 7，450円 �� 27，770円

3 連 複 ��� 260，570円 3 連 単 ��� 1，150，970円

票 数

単勝票数 計 163830 的中 � 33168（1番人気）
複勝票数 計 218451 的中 � 32631（3番人気）� 3678（11番人気）� 1967（14番人気）
枠連票数 計 81623 的中 （5－7） 2098（17番人気）
馬連票数 計 294928 的中 �� 1677（41番人気）
馬単票数 計 153866 的中 �� 439（81番人気）
ワイド票数 計 202696 的中 �� 1339（41番人気）�� 702（58番人気）�� 187（96番人気）
3連複票数 計 413444 的中 ��� 119（303番人気）
3連単票数 計 523892 的中 ��� 33（1590番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．1―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．3―47．6―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ナニスンネン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス

2012．4．2生 牡5栗 母 スギノフォルモーザ 母母 スカーレットローズ 10戦1勝 賞金 11，600，000円
初出走 JRA

2903210月21日 曇 良 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

611 ブ リ ラ ー レ 牡3栗 55 北村 友一早野 誠氏 斉藤 崇史 洞�湖 レイクヴィラファーム 456＋ 21：46．7 3．7�
34 ラベルヴィー 牡3青鹿55 杉原 誠人 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：46．8� 25．6�
814 マイネルシュバリエ �5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 61：47．01� 33．6�
47 レッドシルヴィ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 クビ 7．5�
35 ディープベイ 牡3鹿 55

54 ☆�島 克駿橋元 勇氣氏 高野 友和 浦河 谷川牧場 490－ 21：47．1クビ 9．7	
11 トーアライジン 牡4芦 57 古川 吉洋高山ランド� 村山 明 豊浦トーア牧場 502± 0 〃 クビ 12．8

712 ラ ル ク 牝4鹿 55 丸山 元気�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446± 0 〃 アタマ 9．4�
610 ワンショットキラー 牡4青鹿 57

54 ▲木幡 育也外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 488－ 61：47．31� 9．6�
23 タガノガジュマル 牡4黒鹿 57

54 ▲菊沢 一樹八木 良司氏 本田 優 新冠 八木牧場 420＋ 21：47．51 42．7
59 シャイニーピース 牡3鹿 55 石橋 脩小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 486＋ 61：47．71 3．8�
46 フィーユダムール 牝4鹿 55 横山 和生窪田 康志氏 小野 次郎 安平 追分ファーム 450± 01：47．91� 73．3�
815 デュパルクカズマ 牡3鹿 55 勝浦 正樹合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 438＋ 21：48．0� 18．8�
713 ローレルヴィクター 牡3鹿 55

54 ☆加藤 祥太 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 456－ 21：48．1� 184．7�
58 ウェルブレッド 牡5黒鹿57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－101：48．95 32．0�
22 グリーンラヴ 牡7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 478＋ 21：49．0クビ 102．1�
（15頭）

売 得 金
単勝： 21，251，900円 複勝： 29，990，000円 枠連： 10，353，200円
馬連： 35，310，900円 馬単： 16，795，700円 ワイド： 25，254，900円
3連複： 48，039，700円 3連単： 61，897，600円 計： 248，893，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 170円 � 720円 � 810円 枠 連（3－6） 1，160円

馬 連 �� 5，900円 馬 単 �� 9，520円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 2，750円 �� 10，550円

3 連 複 ��� 53，930円 3 連 単 ��� 205，850円

票 数

単勝票数 計 212519 的中 � 44870（1番人気）
複勝票数 計 299900 的中 � 61932（1番人気）� 9174（9番人気）� 8026（11番人気）
枠連票数 計 103532 的中 （3－6） 6891（3番人気）
馬連票数 計 353109 的中 �� 4637（23番人気）
馬単票数 計 167957 的中 �� 1322（40番人気）
ワイド票数 計 252549 的中 �� 3364（22番人気）�� 2374（34番人気）�� 607（78番人気）
3連複票数 計 480397 的中 ��� 668（164番人気）
3連単票数 計 618976 的中 ��� 218（695番人気）

ハロンタイム 13．0―11．9―11．6―12．2―12．0―11．7―11．3―10．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．9―36．5―48．7―1：00．7―1：12．4―1：23．7―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．3
3 14，12（4，8）（2，5）（1，7，9）（6，10，15）13－（3，11） 4 14，12，4（2，8）（1，9）（5，7，10，15）13，6，11，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ブ リ ラ ー レ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 メジロライアン デビュー 2016．8．27 新潟3着

2014．1．29生 牡3栗 母 メジロルバート 母母 メジロラモーヌ 10戦2勝 賞金 27，518，000円



2903310月21日 曇 良 （29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 7，500，000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

11 モンストルコント 牡4黒鹿 57
54 ▲菊沢 一樹 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 504＋ 41：53．4 2．9�

78 フォースライン 牡3黒鹿55 北村 友一吉田 勝己氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 510－ 61：53．61� 1．7�
810 ピエナクルーズ 牡4鹿 57 古川 吉洋本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456－ 21：54．23� 11．6�
89 プライズコレクター 牡4栗 57 黛 弘人�明栄商事 尾関 知人 新ひだか 沖田 忠幸 494± 01：54．41� 17．4�
22 エルメネジルド 牡5鹿 57 中谷 雄太飯田 正剛氏 杉山 晴紀 新ひだか 千代田牧場 B492± 01：54．82� 19．2	
33 � ロケットバイオ 牡4芦 57 荻野 琢真バイオ� 今野 貞一 日高 中館牧場 540－ 71：55．22� 47．3

77 レアルイモン 牡5栗 57 二本柳 壮井門 昭二氏 松山 将樹 日高 坂 牧場 B500－ 8 〃 アタマ 83．6�
66 � ミ ス ユ ー 牝4黒鹿 55

52 ▲横山 武史�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444－ 61：55．3クビ 61．9�
44 アイルーロス 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 青森 諏訪牧場 472＋ 41：55．51� 15．4
55 � リーガルオフィス 牡4鹿 57

56 ☆木幡 巧也山田 弘氏 高木 登 日高 日高大洋牧場 464－ 41：56．56 26．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 15，343，500円 複勝： 39，899，200円 枠連： 6，880，300円
馬連： 29，561，600円 馬単： 19，738，300円 ワイド： 17，363，100円
3連複： 38，454，000円 3連単： 79，904，000円 計： 247，144，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 110円 � 150円 枠 連（1－7） 200円

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 130円 �� 360円 �� 290円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 2，250円

票 数

単勝票数 計 153435 的中 � 41542（2番人気）
複勝票数 計 398992 的中 � 38139（2番人気）� 276013（1番人気）� 21670（3番人気）
枠連票数 計 68803 的中 （1－7） 25770（1番人気）
馬連票数 計 295616 的中 �� 107708（1番人気）
馬単票数 計 197383 的中 �� 26128（2番人気）
ワイド票数 計 173631 的中 �� 48664（1番人気）�� 9337（4番人気）�� 12446（2番人気）
3連複票数 計 384540 的中 ��� 60991（1番人気）
3連単票数 計 799040 的中 ��� 25712（4番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―13．1―13．5―12．9―12．1―12．7―12．2―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―38．0―51．5―1：04．4―1：16．5―1：29．2―1：41．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンストルコント �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 Kendor デビュー 2015．12．5 阪神6着

2013．5．23生 牡4黒鹿 母 レ デ ィ イ ン 母母 Super Vite 24戦3勝 賞金 40，300，000円

2903410月21日 曇 良 （29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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：24．6
2：22．1

良
良

44 フォイヤーヴェルク 牡4青鹿57 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 440－ 42：26．0 1．5�
55 ブライトクォーツ 牡3鹿 54 木幡 巧也 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 468＋ 4 〃 クビ 28．3�
77 ベイビーステップ 牡3鹿 54 柴山 雄一大塚Ry’sCLUB 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 484＋ 42：26．21� 6．6�
33 � マ リ ネ リ ス 牝4鹿 55 菊沢 一樹今中 俊平氏 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 62：26．51� 63．9�
22 タマモベルガモ 牡4栗 57 �島 克駿タマモ� 川村 禎彦 新冠 アサヒ牧場 B476± 02：26．6� 36．8	
66 マイネルプレッジ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 42：26．92 7．7

810 アイアムノーブル 牡3鹿 54 黛 弘人堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 462＋ 42：27．0クビ 12．0�
89 ホットファイヤー 牡4鹿 57 勝浦 正樹西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 462－ 62：27．1� 21．0�
78 フリーフリッカー 牡3鹿 54 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 82：27．41� 8．5
11 オイカケマショウ 牡3鹿 54 富田 暁小田切有一氏 谷 潔 浦河 木村牧場 460－ 42：27．5� 89．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 26，122，900円 複勝： 53，399，000円 枠連： 10，404，000円
馬連： 42，035，500円 馬単： 27，307，600円 ワイド： 24，872，000円
3連複： 51，120，600円 3連単： 103，287，200円 計： 338，548，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 390円 � 180円 枠 連（4－5） 1，940円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 650円 �� 260円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 12，340円

票 数

単勝票数 計 261229 的中 � 132733（1番人気）
複勝票数 計 533990 的中 � 333205（1番人気）� 12639（8番人気）� 37976（3番人気）
枠連票数 計 104040 的中 （4－5） 4145（6番人気）
馬連票数 計 420355 的中 �� 19835（6番人気）
馬単票数 計 273076 的中 �� 8910（8番人気）
ワイド票数 計 248720 的中 �� 9266（9番人気）�� 28486（2番人気）�� 3718（20番人気）
3連複票数 計 511206 的中 ��� 11515（12番人気）
3連単票数 計1032872 的中 ��� 6065（37番人気）

ハロンタイム 12．4―11．9―11．8―11．7―12．1―12．9―12．6―12．8―12．0―11．9―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．4―24．3―36．1―47．8―59．9―1：12．8―1：25．4―1：38．2―1：50．2―2：02．1―2：13．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

フォイヤーヴェルク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sholokhov デビュー 2015．11．22 京都13着

2013．2．23生 牡4青鹿 母 ナイトマジック 母母 Night Woman 11戦3勝 賞金 33，101，000円



2903510月21日 曇 良 （29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，28．10．22以降29．10．15まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

612 ベルモントラハイナ 牝6鹿 51 藤田菜七子�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム 482－ 6 55．1 18．8�

715 レッドラウダ 牡4鹿 58 北村 友一 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム B516＋10 〃 アタマ 3．9�
510 フ ァ ド 牝4栗 53 丸山 元気 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 浜本牧場 490－ 6 〃 クビ 9．0�
816 ジャストザヨコハマ 牡5栗 54 木幡 巧也ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 510－ 4 55．2クビ 16．6	
36 ファイブフォース 牝3鹿 52 加藤 祥太�サンライズ 栗田 徹 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 486± 0 〃 アタマ 10．7

12 マジックシャトル 牡5栗 55 �島 克駿林 正道氏 清水 久詞 日高 藤本ファーム 498－ 6 55．3� 40．6�
817 マイアベーア 牡5青鹿55 丸田 恭介 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 462＋ 4 55．61� 5．0�
818� タイキパラドックス 牡5栗 53 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B450－ 4 55．7� 45．3
713� ワカコマタイヨウ 牝3黒鹿51 横山 和生島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 440－ 2 〃 ハナ 16．5�
714 ダイイチターミナル 牡3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 438＋ 2 55．8� 12．1�
23 トルシュローズ 牝4栗 53 古川 吉洋�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 458＋ 2 55．9� 14．3�
48 アイファーサラオー 牡5鹿 53 藤懸 貴志中島 稔氏 橋口 慎介 新冠 大林ファーム 498＋ 4 〃 ハナ 53．9�
611 ソレイユフルール 牝3黒鹿52 原田 和真 �荻伏服部牧場 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 484＋10 〃 アタマ 6．1�
35 グランデサムライ 牡5青鹿53 勝浦 正樹 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 日高 ナカノファーム 460－ 2 56．0� 56．6�
47 レディーピンク 牝7鹿 51 木幡 育也小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 原 達也 464＋ 4 56．21	 159．4�
11 グリューヴァイン 牝5栗 51 中谷 雄太 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 450－12 56．3クビ 91．2�
24 レトロクラシック 牝5黒鹿52 黛 弘人広尾レース� 伊藤 正徳 新ひだか 木村 秀則 500± 0 〃 クビ 139．0�
59 デンコウヒノマル 牡6栗 53 柴山 雄一田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 大島牧場 474－16 56．4クビ 221．5�

（18頭）

売 得 金
単勝： 39，217，200円 複勝： 48，725，400円 枠連： 37，125，700円
馬連： 127，871，700円 馬単： 52，279，100円 ワイド： 62，844，000円
3連複： 190，699，500円 3連単： 246，637，200円 計： 805，399，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，880円 複 勝 � 590円 � 190円 � 270円 枠 連（6－7） 650円

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 16，330円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 2，460円 �� 760円

3 連 複 ��� 14，140円 3 連 単 ��� 119，760円

票 数

単勝票数 計 392172 的中 � 16646（10番人気）
複勝票数 計 487254 的中 � 17884（10番人気）� 78457（1番人気）� 47315（4番人気）
枠連票数 計 371257 的中 （6－7） 43950（2番人気）
馬連票数 計1278717 的中 �� 17396（23番人気）
馬単票数 計 522791 的中 �� 2401（66番人気）
ワイド票数 計 628440 的中 �� 8586（21番人気）�� 6391（35番人気）�� 22133（4番人気）
3連複票数 計1906995 的中 ��� 10109（45番人気）
3連単票数 計2466372 的中 ��� 1493（397番人気）

ハロンタイム 11．9―10．0―10．7―10．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―21．9―32．6―43．2

上り4F43．2－3F33．2
勝馬の
紹 介

ベルモントラハイナ �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．10．26 東京8着

2011．1．26生 牝6鹿 母 ベルモントピノコ 母母 スターリーナイト 30戦4勝 賞金 60，306，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ブラックバード号・ホーリーシュラウド号・リュウツバメ号
（非抽選馬） 6頭 アースミステリー号・タカラジャンヌ号・トゥルームーン号・トロピカルガーデン号・プリティマックス号・

リバティーホール号

2903610月21日 曇 良 （29新潟3）第3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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

713 ウインソワレ 牝5鹿 55 津村 明秀�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 21：21．7 5．2�
24 キャスパリーグ 牝3鹿 53 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 436－ 41：22．01� 3．6�
12 キラービューティ 牝3栗 53 藤懸 貴志 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 452－ 61：22．1� 31．6�
11 エイブルボス 牡5黒鹿57 丸田 恭介中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 480＋ 6 〃 クビ 26．6�
23 ダノンブライト 牡5青鹿57 石橋 脩�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470＋ 41：22．2クビ 4．7	
817 メンデンホール 牝4黒鹿55 柴山 雄一 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486± 0 〃 クビ 10．3

612 カンバンムスメ 牝3黒鹿53 丸山 元気北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 440－ 4 〃 ハナ 13．1�
36 フラウティスタ 牝3鹿 53 北村 友一 �シルクレーシング 中内田充正 安平 ノーザンファーム 432－ 4 〃 ハナ 6．5�
510 アマルティア 牝4黒鹿55 中井 裕二�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 456－ 41：22．3� 135．8
714 クライベイビー 牝3栗 53 勝浦 正樹�G1レーシング 菊沢 隆徳 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 8 〃 クビ 37．8�
59 ビップキャッツアイ 牝3黒鹿53 加藤 祥太鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 472－ 21：22．4� 127．5�
48 メイショウラバンド 牝6鹿 55 古川 吉洋松本 好雄氏 石橋 守 新ひだか 本桐牧場 468＋ 21：22．5� 30．6�
611 インフルエンサー 牡3鹿 55 宮崎 北斗中西 功氏 谷原 義明 浦河 中村 雅明 434＋ 2 〃 クビ 55．6�
35 ファンタサイズ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 440＋ 81：22．6� 37．2�
816 シュピールカルテ 牝3青鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 464＋ 61：22．81 25．3�
47 ル ノ ー ト ル �4青鹿57 長岡 禎仁吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 466＋ 4 〃 クビ 71．3�
815 ア マ ノ ガ ワ 牝3黒鹿53 横山 和生�三嶋牧場 菊川 正達 浦河 三嶋牧場 434± 01：22．9� 106．9�

（17頭）

売 得 金
単勝： 31，879，900円 複勝： 48，477，700円 枠連： 25，930，200円
馬連： 74，656，500円 馬単： 31，897，500円 ワイド： 46，417，000円
3連複： 104，499，200円 3連単： 132，723，200円 計： 496，481，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 160円 � 700円 枠 連（2－7） 590円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 490円 �� 2，960円 �� 2，060円

3 連 複 ��� 14，290円 3 連 単 ��� 65，230円

票 数

単勝票数 計 318799 的中 � 48155（3番人気）
複勝票数 計 484777 的中 � 69731（3番人気）� 94898（1番人気）� 13180（11番人気）
枠連票数 計 259302 的中 （2－7） 33943（1番人気）
馬連票数 計 746565 的中 �� 43824（3番人気）
馬単票数 計 318975 的中 �� 8567（6番人気）
ワイド票数 計 464170 的中 �� 26538（3番人気）�� 3836（33番人気）�� 5555（23番人気）
3連複票数 計1044992 的中 ��� 5483（46番人気）
3連単票数 計1327232 的中 ��� 1475（185番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―12．1―12．2―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．6―46．7―58．9―1：10．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 13，6（3，5，8）（2，7，12）（4，16）9，15（11，14，17）10，1 4 13（6，8）（3，5）（7，12）（2，4，16）（9，15，17）11，14（1，10）

勝馬の
紹 介

ウインソワレ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．26 中京2着

2012．3．24生 牝5鹿 母 コスモダンスナイト 母母 オージーカンパニー 30戦3勝 賞金 49，353，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（29新潟3）第3日 10月21日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 172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

199，380，000円
2，530，000円
11，120，000円
1，630，000円
22，050，000円
68，723，000円
5，927，000円
1，651，200円

勝馬投票券売得金
253，376，100円
412，921，600円
151，585，100円
502，471，700円
252，981，600円
313，911，000円
712，225，100円
992，947，400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 3，592，419，600円

総入場人員 9，129名 （有料入場人員 7，707名）
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