
2901310月14日 晴 稍重 （30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

815 スマートサヴァラン 牡2鹿 55
53 △横山 武史大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか タツヤファーム 450＋ 21：13．4 68．9�

713 クラーナハズヌード 牝2黒鹿54 吉田 隼人髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 新ひだか 三石橋本牧場 452＋ 21：13．5� 4．5�
712 ア ン ビ ル 牡2黒鹿 55

53 △藤田菜七子�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 464＋ 41：13．71� 2．9�
610 マイネルサンタアナ 牡2栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 矢野 英一 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 61：14．12	 18．9�
46 マイネルナイペス 牡2鹿 55 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム 436± 01：14．31 63．5	
814 メイショウハヤナリ 牡2鹿 55

54 ☆川又 賢治松本 好雄氏 笹田 和秀 様似 中脇 一幸 466＋12 〃 クビ 17．0

23 ア シ ャ カ ド 牡2黒鹿55 藤懸 貴志吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 オリオンファーム 494＋ 41：14．62 5．1�
35 ダイチヴィーゼ 牡2青鹿55 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 460± 01：14．8� 93．7�
611 シゲルモルガナイト 牡2青鹿55 丸田 恭介森中 蕃氏 清水 英克 新ひだか 前田牧場 480－ 2 〃 ハナ 19．3
47 バームクーヘン 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 土田 稔 浦河 ミルファーム 470－ 41：14．9� 21．3�
22 ジュラブスカイト 牡2栗 55

52 ▲西村 淳也髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ B474± 01：15．21� 191．0�

11 ハイリミットゾーン 牡2栗 55 松田 大作�KTレーシング 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 440－ 21：15．3	 6．3�
58 コルシカフレーバー 牝2栗 54 宮崎 北斗 �スピードファーム佐藤 吉勝 新冠 スピードフアーム 414± 01：17．6大差 244．8�
34 ミコムーンライト 牝2栗 54

52 △菊沢 一樹古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 410＋ 41：18．02	 127．1�
59 ロ ジ ェ ー ル 牝2黒鹿54 丸山 元気栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 464－ 2 （競走中止） 49．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 16，300，800円 複勝： 24，288，200円 枠連： 8，551，900円
馬連： 31，739，300円 馬単： 17，104，600円 ワイド： 24，191，500円
3連複： 51，175，800円 3連単： 59，977，600円 計： 233，329，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，890円 複 勝 � 750円 � 190円 � 140円 枠 連（7－8） 1，070円

馬 連 �� 21，760円 馬 単 �� 56，510円

ワ イ ド �� 5，160円 �� 2，280円 �� 400円

3 連 複 ��� 13，800円 3 連 単 ��� 218，510円

票 数

単勝票数 計 163008 的中 � 2009（11番人気）
複勝票数 計 242882 的中 � 5686（9番人気）� 34268（4番人気）� 59804（1番人気）
枠連票数 計 85519 的中 （7－8） 6164（5番人気）
馬連票数 計 317393 的中 �� 1130（44番人気）
馬単票数 計 171046 的中 �� 227（90番人気）
ワイド票数 計 241915 的中 �� 1120（44番人気）�� 2577（28番人気）�� 17625（3番人気）
3連複票数 計 511758 的中 ��� 2781（44番人気）
3連単票数 計 599776 的中 ��� 199（496番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．9―12．6―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．2―47．8―1：00．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スマートサヴァラン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2018．7．7 函館6着

2016．3．22生 牡2鹿 母 スプリングアウェク 母母 フ ジ ム ス メ 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔騎手変更〕 バームクーヘン号の騎手山田敬士は，騎乗停止のため杉原誠人に変更。
〔競走中止〕 ロジェール号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 ミコムーンライト号は，発走後まもなく他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コルシカフレーバー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月14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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 セイウンコービー号・ヒョットシテ号

2901410月14日 晴 良 （30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

22 アトミックフォース 牡2鹿 55 勝浦 正樹吉田 千津氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 454＋ 62：02．3 3．7�
711 アマネセール 牡2青鹿 55

54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 480＋162：02．51� 29．3�
11 マジックパフォーム 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 松田牧場 450＋102：02．6� 26．3�
34 スピードボンバー 牡2鹿 55 藤岡 康太杉山 忠国氏 斎藤 誠 新ひだか 明治牧場 430－ 42：03．02	 32．7�
57 スマイルスター 牝2栗 54 丸山 元気飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 490－16 〃 ハナ 3．1�
610 フィデリオグリーン 牡2鹿 55

53 △藤田菜七子斎藤 光政氏 根本 康広 浦河 向別牧場 476－ 6 〃 クビ 14．5	
712 ラステラデファルコ 牡2黒鹿55 吉田 隼人武田 修氏 武井 亮 安平 追分ファーム 482＋ 42：03．1	 4．7

33 ヴィーヴァステラ 牝2鹿 54 丹内 祐次芹澤 精一氏 伊藤 伸一 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 460± 0 〃 アタマ 59．6�
45 シーアイリス 牝2芦 54

53 ☆木幡 巧也 �コスモヴューファーム 高橋 裕 新ひだか 岡田牧場 394± 0 〃 クビ 100．6�
69 フラワーズアート 牝2鹿 54

52 △横山 武史 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 408＋ 22：03．52	 13．2
814 ブラックモリオン 牝2青鹿 54

53 ☆荻野 極 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 484－ 2 〃 クビ 9．1�
813 グローリースター 牝2鹿 54

51 ▲西村 淳也髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 浜本牧場 424＋102：04．24 227．6�
46 シ ン リ ン 牡2栗 55

53 △菊沢 一樹重松 國建氏 大江原 哲 浦河 フクオカファーム 454＋ 42：04．41� 210．1�
58 ク ワ ヒ カ リ 牡2鹿 55 丸田 恭介銀玉競走馬倶楽部 竹内 正洋 浦河 三好牧場 448＋ 22：05．46 238．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，891，100円 複勝： 24，474，700円 枠連： 7，452，600円
馬連： 31，077，800円 馬単： 16，409，000円 ワイド： 22，640，600円
3連複： 47，065，800円 3連単： 53，706，600円 計： 221，718，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 660円 � 540円 枠 連（2－7） 670円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 8，810円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 1，000円 �� 7，210円

3 連 複 ��� 27，250円 3 連 単 ��� 124，400円

票 数

単勝票数 計 188911 的中 � 42393（2番人気）
複勝票数 計 244747 的中 � 55758（1番人気）� 7865（9番人気）� 9838（7番人気）
枠連票数 計 74526 的中 （2－7） 8528（1番人気）
馬連票数 計 310778 的中 �� 3941（18番人気）
馬単票数 計 164090 的中 �� 1396（32番人気）
ワイド票数 計 226406 的中 �� 2784（25番人気）�� 6038（11番人気）�� 785（47番人気）
3連複票数 計 470658 的中 ��� 1295（76番人気）
3連単票数 計 537066 的中 ��� 313（361番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．2―12．8―12．6―12．2―12．2―12．4―12．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．9―36．1―48．9―1：01．5―1：13．7―1：25．9―1：38．3―1：50．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アトミックフォース �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．7．1 福島2着

2016．4．16生 牡2鹿 母 タックスシェルター 母母 タックスヘイブン 4戦1勝 賞金 11，800，000円
〔騎手変更〕 グローリースター号の騎手山田敬士は，騎乗停止のため西村淳也に変更。
〔制裁〕 ブラックモリオン号の騎手荻野極は，発走後に内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番・11番・10番）

クワヒカリ号の騎手丸田恭介は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：14番・10番・12番）

第３回 新潟競馬 第２日
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



2901510月14日 晴 良 （30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

612 テンモントム 牡2鹿 55 吉田 隼人 �スピードファーム加藤 和宏 新ひだか 小野 秀治 B438＋ 4 56．2 4．1�
510 タ ナ ロ ッ ト 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 加藤 和宏 新ひだか 坂本 智広 462＋ 4 56．3� 43．4�
816 モメチョッタ 牝2黒鹿54 西田雄一郎�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 440＋14 56．61� 2．8�
36 フレンドリボン 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也横尾 晴人氏 南田美知雄 日高 クリアファーム 438＋ 2 〃 クビ 5．4�
818 ベ ル ポ ー ト 牝2青鹿 54

52 △横山 武史大社 聡氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 440＋ 2 56．7� 12．2�
715 スカイポート 牝2鹿 54

53 ☆荻野 極�和田牧場 松永 康利 様似 富田 恭司 416＋ 6 57．12� 21．0	
59 リネンビスケット 牝2黒鹿54 丹内 祐次戸山 光男氏 加藤 和宏 浦河 中神牧場 440± 0 〃 アタマ 25．3

817 マイネルハイボーン 牡2鹿 55 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 2 57．84 33．6�
24 ホウオウブリュレ 牝2栗 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 416－ 8 〃 ハナ 58．4
35 ワラウウマザンマイ 牡2鹿 55

52 ▲西村 淳也鈴木 慈雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B410－ 4 57．9� 54．6�
23 マシンガントーク 牝2黒鹿 54

53 ☆木幡 初也 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B372－ 8 58．11 177．8�
48 クラウンオペラ 牡2鹿 55

53 △菊沢 一樹�クラウン 伊藤 伸一 日高 クラウン日高牧場 466± 0 〃 クビ 230．6�
611 サイゴウパワー 牡2栗 55 宮崎 北斗西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 444± 0 58．2クビ 29．0�
713 アイファーブリッジ 牝2黒鹿 54

52 △藤田菜七子中島 稔氏 竹内 正洋 新ひだか 加野牧場 410－ 2 58．3� 9．7�
12 マリノシンガ 牝2青 54 酒井 学矢野まり子氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 394－ 4 58．51 293．0�
714 モ リ オ ン 牡2黒鹿55 嶋田 純次�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 木村牧場 454± 0 58．71� 221．8�
11 シゲルガーネット 牝2鹿 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 的場 均 新冠 中央牧場 408＋12 58．91� 211．8�
47 ミルキーブルー 牝2青 54 長岡 禎仁�ミルファーム 石栗 龍彦 浦河 村中牧場 428－ 4 （競走中止） 268．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 20，516，400円 複勝： 22，730，800円 枠連： 11，842，400円
馬連： 34，706，100円 馬単： 18，119，900円 ワイド： 25，315，300円
3連複： 62，378，500円 3連単： 69，776，300円 計： 265，385，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 170円 � 570円 � 130円 枠 連（5－6） 2，220円

馬 連 �� 6，320円 馬 単 �� 8，870円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 310円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 7，780円 3 連 単 ��� 50，080円

票 数

単勝票数 計 205164 的中 � 41509（2番人気）
複勝票数 計 227308 的中 � 34632（3番人気）� 6678（9番人気）� 62232（1番人気）
枠連票数 計 118424 的中 （5－6） 4131（9番人気）
馬連票数 計 347061 的中 �� 4255（22番人気）
馬単票数 計 181199 的中 �� 1532（31番人気）
ワイド票数 計 253153 的中 �� 3389（22番人気）�� 23973（1番人気）�� 3637（20番人気）
3連複票数 計 623785 的中 ��� 6011（22番人気）
3連単票数 計 697763 的中 ��� 1010（149番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．8―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．6―33．4―44．5

上り4F44．0－3F33．6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

テンモントム �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Scat Daddy デビュー 2018．6．3 東京10着

2016．3．12生 牡2鹿 母 モエレマリーア 母母 モエレゴールド 5戦1勝 賞金 7，050，000円
〔騎手変更〕 スカイポート号の騎手山田敬士は，騎乗停止のため荻野極に変更。
〔競走中止〕 ミルキーブルー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走中盤で競走中止。
※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 ヤエノヒカリ号

2901610月14日 晴 稍重 （30新潟3）第2日 第4競走 ��
��1，200�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
1：09．2
1：08．7

重
重

34 タマモサザンクロス 牡4黒鹿57 �島 克駿タマモ� 藤沢 則雄 日高 スマイルファーム 458＋ 61：11．7 3．8�
58 サ マ ニ ー 	5青鹿 57

56 ☆川又 賢治井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B480＋ 41：11．91 14．3�
35 アドマイヤムテキ 牡5黒鹿57 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 486－ 21：12．21� 18．0�
815 トウショウデュエル 牡6栗 57 丹内 祐次トウショウ産業� 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 528－ 41：12．41� 8．2�
59  サ リ ネ ロ 牝4黒鹿55 柴山 雄一吉田 和美氏 中川 公成 米

Gaines－Gentry TBs, John
Hardy, Olin Gentry, Jude
Thompson & Thomas Gaine

B506＋ 81：12．5� 16．9�
712� レッドオリアナ 牝4栗 55 嶋田 純次 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 448± 01：12．6� 12．8	
11 � サーロンドン 	4青鹿57 丸田 恭介窪田 芳郎氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム 474± 01：12．81 63．3

47 ウォーターメロン 牡4鹿 57

55 △横山 武史大島有志生氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B522＋ 61：13．12 59．2�
611 ナムラムート 牡4栗 57 勝浦 正樹奈村 睦弘氏 森田 直行 日高 いとう牧場 498＋12 〃 クビ 6．7�
46  サウンドスカイメサ 牝4鹿 55

53 △藤田菜七子増田 雄一氏 村山 明 米 Equus Farm 444＋ 21：13．31 22．3
814 コンテンポラリー 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也廣崎 利洋氏 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 B470＋141：13．93� 3．9�
23 サンタアズライト 	4栗 57 宮崎 北斗岡田 壮史氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 474＋121：14．11� 27．3�
22 マ ッ タ ナ シ 牡4栗 57

56 ☆木幡 巧也芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 久保 秀雄 482＋ 4 〃 ハナ 21．5�
713� デンコウアリオン 牡4鹿 57

55 △菊沢 一樹田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 474＋ 21：14．31� 50．7�
610 クリノロマン 牝3芦 53 西田雄一郎栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 458－ 61：15．15 43．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 17，686，500円 複勝： 24，768，600円 枠連： 12，001，400円
馬連： 32，402，800円 馬単： 15，683，400円 ワイド： 26，248，400円
3連複： 51，785，100円 3連単： 60，317，700円 計： 240，893，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 330円 � 480円 枠 連（3－5） 1，520円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，320円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 14，070円 3 連 単 ��� 59，250円

票 数

単勝票数 計 176865 的中 � 37218（1番人気）
複勝票数 計 247686 的中 � 46259（1番人気）� 17982（6番人気）� 11355（7番人気）
枠連票数 計 120014 的中 （3－5） 6117（5番人気）
馬連票数 計 324028 的中 �� 9737（6番人気）
馬単票数 計 156834 的中 �� 3039（11番人気）
ワイド票数 計 262484 的中 �� 8340（6番人気）�� 5116（12番人気）�� 1879（43番人気）
3連複票数 計 517851 的中 ��� 2760（46番人気）
3連単票数 計 603177 的中 ��� 738（164番人気）

ハロンタイム 11．7―10．9―11．3―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．6―33．9―46．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモサザンクロス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．8．13 小倉9着

2014．3．5生 牡4黒鹿 母 チャームペンダント 母母 ダイヤモンドピアス 23戦3勝 賞金 32，050，000円
〔騎手変更〕 サマニー号の騎手山田敬士は，騎乗停止のため川又賢治に変更。



2901710月14日 晴 良 （30新潟3）第2日 第5競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走12時00分 （芝・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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

510 ハバナウインド 牡2青鹿55 �島 克駿 �社台レースホース浅見 秀一 安平 追分ファーム 468 ―1：22．9 3．9�
713 プライドランド 牡2芦 55

54 ☆川又 賢治 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 446 ―1：23．11� 2．8�
12 タイセイチーフ 牡2鹿 55 藤懸 貴志田中 成奉氏 森田 直行 新冠 アサヒ牧場 468 ―1：23．31� 84．0�
715 ロードマイウェイ 牡2鹿 55 中井 裕二 �ロードホースクラブ 杉山 晴紀 新ひだか ケイアイファーム 472 ―1：23．4	 10．0�
817 アオイツヤヒメ 牝2鹿 54

53 ☆義 英真鈴木 照雄氏 高橋 康之 新冠 村上 欽哉 458 ― 〃 クビ 6．2	
11 ビーサプライズド 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 450 ―1：23．93 74．3

714 フロントランナー 牡2栗 55 勝浦 正樹山口 裕介氏 田村 康仁 新冠 秋田牧場 436 ―1：24．0
 80．3�
59 オイシイナア 牝2鹿 54 杉原 誠人小田切有一氏 本間 忍 新冠 中地 康弘 454 ―1：24．21� 28．0�
35 ド ナ ブ レ ス 牝2黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 434 ― 〃 アタマ 15．0
48 ジュンユウコー 牝2鹿 54 藤岡 康太河合 純二氏 西村 真幸 新冠 川上牧場 404 ―1：24．41� 45．4�
611 ローレルジェイド 牡2鹿 55 菱田 裕二 �ローレルレーシング 斎藤 誠 新冠 新冠橋本牧場 B486 ―1：24．82
 15．4�
36 メイショウニシキ 牡2黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか キヨタケ牧場 474 ―1：25．43
 49．8�
24 ザディファレンス 牡2栗 55

53 △藤田菜七子石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 芳住 鉄兵 452 ―1：25．5
 24．2�
818 マリノエリー 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也和田 志保氏 田島 俊明 日高 クラウン日高牧場 474 ―1：26．13
 177．5�
47 リョコウズキ 牝2栗 54 宮崎 北斗小田切有一氏 粕谷 昌央 浦河 木村牧場 452 ― 〃 クビ 69．2�
816 ア ブ シ ン ス 牝2栗 54 松田 大作芹澤 精一氏 田中 清隆 様似 山口 幸雄 442 ―1：26．52
 123．6�
612 エ ド ノ カ ゼ 牡2鹿 55

52 ▲西村 淳也福田 光博氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 492 ―1：26．71
 215．1�
23 サ ゼ ラ ッ ク 牡2鹿 55 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 森 政巳 522 ―1：27．65 108．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 22，104，100円 複勝： 23，521，700円 枠連： 12，077，900円
馬連： 33，530，000円 馬単： 16，690，100円 ワイド： 24，224，000円
3連複： 49，536，800円 3連単： 59，060，600円 計： 240，745，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 140円 � 1，050円 枠 連（5－7） 340円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 300円 �� 2，930円 �� 2，710円

3 連 複 ��� 10，140円 3 連 単 ��� 36，690円

票 数

単勝票数 計 221041 的中 � 47504（2番人気）
複勝票数 計 235217 的中 � 47237（2番人気）� 55461（1番人気）� 3519（12番人気）
枠連票数 計 120779 的中 （5－7） 26908（1番人気）
馬連票数 計 335300 的中 �� 49065（1番人気）
馬単票数 計 166901 的中 �� 11235（2番人気）
ワイド票数 計 242240 的中 �� 24667（1番人気）�� 1931（32番人気）�� 2088（28番人気）
3連複票数 計 495368 的中 ��� 3662（28番人気）
3連単票数 計 590606 的中 ��� 1167（94番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．4―46．8―59．2―1：11．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．5―3F36．1
3 ・（2，9）10（6，13，8，11）（1，15，17）（5，18）14（3，7）－12－4＝16 4 ・（2，9）10（6，13）8（1，15）（17，11）5，18（14，7）3＝（12，4）＝16

勝馬の
紹 介

ハバナウインド �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2016．1．24生 牡2青鹿 母 グァンタナメラ 母母 スカイアライアンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 エドノカゼ号の騎手山田敬士は，騎乗停止のため西村淳也に変更。
〔制裁〕 プライドランド号の騎手川又賢治は，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30，000円。（被害馬：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 アロハブリーズ号・オルクリスト号・キョウエイシンシア号・クリノカリビアン号・サニーフラッシュ号・

シックザール号・スピリットクォーツ号・タイセイスパーブ号・チェインドレディー号・フジノタカネ号・
ブラックアーシャ号・ヤマニンスピナー号・リンベスト号

2901810月14日 晴 稍重 （30新潟3）第2日 第6競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走12時30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

67 ア ル ド ー レ 牡3栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 490± 01：52．9 5．1�
44 ハクサンペリー 牡3鹿 55 丸山 元気河﨑 五市氏 寺島 良 浦河 �川 啓一 500＋ 81：53．22 3．3�
56 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 55

53 △菊沢 一樹香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 442± 01：53．41 5．0�
55 � メイショウタカトラ 牡4黒鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496＋ 21：53．5� 4．4�
710 マイネルネッツ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 赤石 久夫 490＋ 41：54．03 10．3�
11 タガノバルバドス 牡3鹿 55

54 ☆荻野 極八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 480＋101：54．1	 27．3	

812� ヒロノワカムシャ 
4黒鹿57 川島 信二小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 482＋18 〃 ハナ 58．0

22 ロ ッ タ ラ ブ 牝4芦 55 中井 裕二吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 474＋ 21：55．27 55．5�
79 ヴァローレネロ 牡3青 55

53 △横山 武史程田 真司氏 矢野 英一 日高 チャンピオン
ズファーム 448＋101：55．52 32．3�

811 ヴィーヴァバッカス 牡3栗 55 柴山 雄一芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド B458－ 21：55．6クビ 13．8
33 レッドアルディ 牡3鹿 55 �島 克駿 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 500＋ 21：56．98 15．9�

（11頭）
68 ピサノベルベット 牝4鹿 55 勝浦 正樹市川義美ホール

ディングス� 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 456－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 16，614，900円 複勝： 22，281，300円 枠連： 7，938，300円
馬連： 28，930，800円 馬単： 15，165，700円 ワイド： 22，395，400円
3連複： 43，616，300円 3連単： 57，720，600円 計： 214，663，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 160円 � 140円 � 160円 枠 連（4－6） 830円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，900円

ワ イ ド �� 360円 �� 560円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 7，060円

票 数

単勝票数 差引計 166149（返還計 1722） 的中 � 26057（4番人気）
複勝票数 差引計 222813（返還計 3325） 的中 � 35403（2番人気）� 44775（1番人気）� 34020（4番人気）
枠連票数 差引計 79383（返還計 339） 的中 （4－6） 7363（3番人気）
馬連票数 差引計 289308（返還計 8535） 的中 �� 25574（2番人気）
馬単票数 差引計 151657（返還計 4603） 的中 �� 5959（5番人気）
ワイド票数 差引計 223954（返還計 7783） 的中 �� 16310（3番人気）�� 9653（7番人気）�� 16823（2番人気）
3連複票数 差引計 436163（返還計 23055） 的中 ��� 23535（3番人気）
3連単票数 差引計 577206（返還計 28180） 的中 ��� 5927（10番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．4―13．2―12．8―12．4―13．0―12．5―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．3―49．5―1：02．3―1：14．7―1：27．7―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル ド ー レ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．8．20 札幌7着

2015．4．30生 牡3栗 母 ティックルピンク 母母 ブラッシングプリンセス 5戦2勝 賞金 14，500，000円
〔騎手変更〕 カガスター号の騎手山田敬士は，騎乗停止のため菊沢一樹に変更。
〔競走除外〕 ピサノベルベット号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。



2901910月14日 晴 稍重 （30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

69 コスモジョーカー 牡3鹿 55 伴 啓太 �ビッグレッドファーム 和田 雄二 新冠 ビッグレッドファーム 502－ 71：12．6 61．8�
33 メイショウバイタル 牡3青鹿 55

54 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 赤田牧場 498± 01：12．7� 2．6�
610� メイショウハチク 牡4鹿 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 B470＋ 21：12．8クビ 9．5�
45 アースヴィグラス 牝4鹿 55

54 ☆井上 敏樹松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 464＋ 6 〃 ハナ 11．5�
57 テンプルツリー 牝5鹿 55 原田 和真山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 464＋ 41：13．33 23．2�
11 シルバーストーン 牡4芦 57

56 ☆荻野 極峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 506± 01：13．4� 4．0	
58 ヒカリトップメモリ 牝5鹿 55

53 △横山 武史
ヒカリクラブ 池上 昌和 新ひだか 服部 牧場 B480－ 81：13．71� 7．4�
813 フリームーヴメント 牡5栗 57

56 ☆木幡 初也ディアレストクラブ
 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 456＋ 21：13．8� 92．5�
46 ミヤラビランド 牝4鹿 55

54 ☆義 英真石瀬 浩三氏 大根田裕之 新冠 競優牧場 464＋ 31：14．12 22．6
711 テ ン キ セ キ 牝5鹿 55

54 ☆木幡 巧也天白 泰司氏 牧 光二 新ひだか 千代田牧場 B476－ 81：14．31� 31．5�
712 アイスフェアリー 牝3栗 53

52 ☆川又 賢治吉田 勝己氏 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 クビ 79．8�
22 トーホウトリニティ 牝3鹿 53 長岡 禎仁東豊物産
 高橋 亮 日高 竹島 幸治 550＋ 81：14．51� 84．3�
814 スズカオーショウ 牡7栗 57

55 △菊沢 一樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 522± 01：14．6� 29．4�
34 テイエムオーラコ 牝3栗 53

51 △藤田菜七子竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 長浜 秀昭 464＋ 21：14．92 10．7�
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売 得 金
単勝： 19，868，100円 複勝： 24，244，500円 枠連： 10，699，200円
馬連： 33，839，800円 馬単： 16，840，800円 ワイド： 27，167，300円
3連複： 51，645，800円 3連単： 67，391，200円 計： 251，696，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，180円 複 勝 � 1，310円 � 140円 � 280円 枠 連（3－6） 1，360円

馬 連 �� 10，540円 馬 単 �� 29，230円

ワ イ ド �� 2，390円 �� 7，220円 �� 590円

3 連 複 ��� 27，920円 3 連 単 ��� 264，100円

票 数

単勝票数 計 198681 的中 � 2568（11番人気）
複勝票数 計 242445 的中 � 3382（11番人気）� 61484（1番人気）� 20703（5番人気）
枠連票数 計 106992 的中 （3－6） 6093（5番人気）
馬連票数 計 338398 的中 �� 2488（32番人気）
馬単票数 計 168408 的中 �� 432（76番人気）
ワイド票数 計 271673 的中 �� 2850（27番人気）�� 923（55番人気）�� 12643（4番人気）
3連複票数 計 516458 的中 ��� 1387（74番人気）
3連単票数 計 673912 的中 ��� 185（647番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．8―12．8―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．6―47．4―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．0
3 ・（8，9）11（4，10，14）（7，1，3）6，5－12（2，13） 4 8，9，11，10，14（4，7，1，3）－（6，5）－（2，12）13

勝馬の
紹 介

コスモジョーカー �
�
父 タイムパラドックス �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2017．6．17 東京2着

2015．3．16生 牡3鹿 母 ミスジョーカー 母母 シークレットアイ 9戦2勝 賞金 15，300，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔騎手変更〕 テンプルツリー号の騎手山田敬士は，騎乗停止のため原田和真に変更。

2902010月14日 晴 良 （30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

58 ギ ャ ラ ッ ド �3鹿 55 丸山 元気 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 468± 02：00．6 7．4�
11 トミケンボハテル 牡4芦 57 黛 弘人冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B492＋14 〃 クビ 59．5�
815 イダエンペラー 牡3青鹿 55

54 ☆荻野 極張 一達氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 484± 02：00．7クビ 3．5�
23 スズカノロッソ 牡3鹿 55

53 △藤田菜七子永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 490－ 62：00．91� 7．6�
814 ウインラナキラ 牝3鹿 53 菱田 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 406－10 〃 クビ 8．3	
712 ステラーインパクト 牝3鹿 53 丸田 恭介 C．フィプケ氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 432＋ 22：01．11� 9．5

34 ダークナイトムーン 牡3鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 42：01．2� 14．3�
22 キャンディストーム 牝4鹿 55

53 △横山 武史ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 484－ 2 〃 ハナ 7．2�

35 モ ザ イ ク 牡4黒鹿 57
56 ☆川又 賢治吉田 和美氏 奥村 豊 新ひだか 本桐牧場 464± 02：01．41� 8．8

713 レッドリュンヌ 牝5栗 55 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 430－ 8 〃 クビ 72．7�
610 クラウンジャミール 牡3栗 55 酒井 学矢野まり子氏 天間 昭一 浦河 中島牧場 452＋ 82：01．5クビ 293．5�
611 バトルガラクシア 牝3鹿 53 岩崎 翼宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 476± 02：01．81	 152．0�
47 スズカローレル 牝3鹿 53

50 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 412＋ 2 〃 クビ 64．5�
46 ライトオブピース 牡4鹿 57 
島 克駿前田 晋二氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478＋162：01．9� 64．6�
59 ロードゴラッソ 牡3青 55 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 472＋12 〃 アタマ 11．9�
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売 得 金
単勝： 22，564，900円 複勝： 33，104，600円 枠連： 14，054，400円
馬連： 41，166，900円 馬単： 18，286，400円 ワイド： 30，458，300円
3連複： 63，594，100円 3連単： 76，818，400円 計： 300，048，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 220円 � 1，090円 � 170円 枠 連（1－5） 12，030円

馬 連 �� 19，770円 馬 単 �� 33，690円

ワ イ ド �� 4，980円 �� 590円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 21，380円 3 連 単 ��� 197，490円

票 数

単勝票数 計 225649 的中 � 24329（3番人気）
複勝票数 計 331046 的中 � 40609（2番人気）� 5853（13番人気）� 62736（1番人気）
枠連票数 計 140544 的中 （1－5） 905（25番人気）
馬連票数 計 411669 的中 �� 1613（46番人気）
馬単票数 計 182864 的中 �� 407（86番人気）
ワイド票数 計 304583 的中 �� 1506（47番人気）�� 14184（2番人気）�� 2632（37番人気）
3連複票数 計 635941 的中 ��� 2230（86番人気）
3連単票数 計 768184 的中 ��� 282（628番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．2―12．6―12．8―12．9―12．6―11．0―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．0―36．2―48．8―1：01．6―1：14．5―1：27．1―1：38．1―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F33．5
3 1－（7，15）（9，12）5（11，14）6（10，13，4）8（2，3） 4 1（7，15）（5，9，12）（11，14）（10，4，6）（13，8）（2，3）

勝馬の
紹 介

ギ ャ ラ ッ ド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Cozzene デビュー 2017．10．29 東京3着

2015．4．30生 �3鹿 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key 6戦2勝 賞金 16，700，000円
〔制裁〕 ステラーインパクト号の調教師堀宣行は，発馬機内で同馬の右頬革の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。

ロードゴラッソ号の騎手藤岡康太は，向正面で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：5番・10番）



2902110月14日 晴 稍重 （30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 1，900，000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

44 � アポロテネシー 牡3鹿 55 丸山 元気アポロサラブレッドクラブ 山内 研二 米
Ron Kirk, John
Bates & Mi-
chael Riordan

510＋ 61：53．1 2．7�
22 ブラックカード 牡4黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル 464＋ 41：53．84 7．5�
89 ギ ラ ー ミ ン 	3栗 55 松田 大作谷 賢臣氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 518＋161：54．01 27．4�
66 オールウェイズゼア 牡4黒鹿 57

55 △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 482＋ 81：54．32 4．4�
810 リセンティート 牡4鹿 57 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 B498－ 41：54．51
 7．5�
55 � マイネルストラトス 牡4黒鹿57 丸田 恭介杉浦 和也氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 490± 0 〃 クビ 12．0�
33 � フッカツノノロシ 牡5黒鹿 57

54 ▲西村 淳也福田 光博氏 小桧山 悟 新ひだか 前田 宗将 502＋ 21：54．6クビ 31．1	
11 カイトセブン 牡3黒鹿55 菅原 隆一本田 恒雄氏 南田美知雄 むかわ 佐久間 孝司 498± 01：55．34 28．6

77 � リ ー ダ ー ズ 牡6鹿 57 黛 弘人平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 502＋ 61：55．72� 143．1�
78 デイジーブリランテ 牝3黒鹿53 藤岡 康太�三嶋牧場 島 一歩 浦河 三嶋牧場 468＋101：56．12� 4．9
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売 得 金
単勝： 23，135，800円 複勝： 28，253，600円 枠連： 9，464，700円
馬連： 40，657，700円 馬単： 22，905，900円 ワイド： 26，695，200円
3連複： 52，919，400円 3連単： 87，386，100円 計： 291，418，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 220円 � 580円 枠 連（2－4） 1，270円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，440円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 10，970円 3 連 単 ��� 39，770円

票 数

単勝票数 計 231358 的中 � 67635（1番人気）
複勝票数 計 282536 的中 � 75491（1番人気）� 30843（5番人気）� 8818（9番人気）
枠連票数 計 94647 的中 （2－4） 5757（5番人気）
馬連票数 計 406577 的中 �� 28225（4番人気）
馬単票数 計 229059 的中 �� 10201（5番人気）
ワイド票数 計 266952 的中 �� 19816（4番人気）�� 4535（20番人気）�� 2092（30番人気）
3連複票数 計 529194 的中 ��� 3615（37番人気）
3連単票数 計 873861 的中 ��� 1593（141番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．5―49．7―1：02．6―1：15．5―1：28．4―1：40．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�アポロテネシー �
�
父 Run Away and Hide �

�
母父 Pulpit デビュー 2018．1．13 京都1着

2015．3．10生 牡3鹿 母 Font 母母 Quies 7戦2勝 賞金 20，742，000円
〔騎手変更〕 フッカツノノロシ号の騎手山田敬士は，騎乗停止のため西村淳也に変更。

2902210月14日 晴 良 （30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 511，000円 146，000円 73，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

48 メイショウグロッケ 牝4鹿 55 藤岡 康太松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 472± 01：46．2 3．5�
36 アオイプリンセス 牝5鹿 55 菱田 裕二新谷 正子氏 大久保龍志 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋10 〃 クビ 16．5�
611 プリンセスルーラー 牝4黒鹿55 古川 吉洋大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 484＋ 21：46．41� 2．9�
715 シャイントレイル 牝4芦 55 川又 賢治 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 アタマ 33．0�
612 ラブラブラブ 牝3鹿 53 柴山 雄一嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 444＋121：46．61 19．3	
12 コ ス タ ネ ラ 牝3栗 53 �島 克駿 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 450＋14 〃 クビ 36．8

510 エスペランサルル 牝6栗 55 酒井 学江上 幸�氏 西橋 豊治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442＋ 6 〃 ハナ 43．7�
816 ミッキークロス 牝4青鹿55 木幡 巧也野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 422－121：46．92 23．4�
11 レーヌジャルダン 牝4鹿 55 勝浦 正樹 グリーンファーム高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 444＋ 21：47．0クビ 24．4�
59 ショウナンバーチ 牝3青 53 荻野 極国本 哲秀氏 高野 友和 登別 青藍牧場 456＋101：47．31� 7．6�
47 エバープリンセス 牝4栗 55 松田 大作宇田 豊氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 29．5�
714 ナラトゥリス 牝3黒鹿53 中井 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 81：47．4	 28．6�
817 タイドオーバー 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 浦河 秋場牧場 436＋ 81：47．61� 201．1�
23 ノアダイヤモンド 牝3栗 53 加藤 祥太佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 484＋241：47．91� 222．2�
24 
 リュウシンローズ 牝4黒鹿55 菅原 隆一�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 468＋ 21：48．64 270．8�
818 アドマイヤローザ 牝4芦 55 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：48．91� 7．4�
713 カンガルールブタン 牝4黒鹿55 西村 淳也長井 純一氏 田所 秀孝 むかわ 貞広 賢治 458＋101：50．6大差 371．9�
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35 エレクトロニカ 牝4鹿 55 吉田 隼人 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 28，033，700円 複勝： 37，483，500円 枠連： 20，120，100円
馬連： 60，495，700円 馬単： 27，614，800円 ワイド： 42，028，200円
3連複： 89，159，600円 3連単： 113，728，100円 計： 418，663，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 300円 � 140円 枠 連（3－4） 1，790円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 820円 �� 290円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，330円 3 連 単 ��� 15，490円

票 数

単勝票数 差引計 280337（返還計 1212） 的中 � 62847（2番人気）
複勝票数 差引計 374835（返還計 1697） 的中 � 72317（2番人気）� 23244（5番人気）� 82675（1番人気）
枠連票数 差引計 201201（返還計 64） 的中 （3－4） 8680（7番人気）
馬連票数 差引計 604957（返還計 9865） 的中 �� 19298（6番人気）
馬単票数 差引計 276148（返還計 3322） 的中 �� 5784（11番人気）
ワイド票数 差引計 420282（返還計 3512） 的中 �� 12171（7番人気）�� 42561（1番人気）�� 13053（6番人気）
3連複票数 差引計 891596（返還計 21585） 的中 ��� 28581（3番人気）
3連単票数 差引計1137281（返還計 25070） 的中 ��� 5321（23番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―12．0―12．5―12．0―11．3―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．3―47．3―59．8―1：11．8―1：23．1―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．4
3 13－16（3，17，9）18，8（1，11）（4，12）7（6，14）（10，15）－2 4 ・（13，16）（3，17，9，18）8（1，11）（4，12）7（6，14）（10，15）－2

勝馬の
紹 介

メイショウグロッケ �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．3．25 阪神5着

2014．4．19生 牝4鹿 母 メイショウグラナダ 母母 ウィズストリングス 18戦3勝 賞金 39，011，000円
〔出走取消〕 エレクトロニカ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カンガルールブタン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月14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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レッドランディーニ号
（非抽選馬） 1頭 ブリシンガメン号



2902310月14日 晴 良 （30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，29．10．14以降30．10．8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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

510 スターオブペルシャ �5栗 56 杉原 誠人 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 512＋101：20．7 5．2�
713� ア イ ラ イ ン 牝6黒鹿52 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 478－ 2 〃 クビ 10．6�
611 ベ ル ー ガ 牝3青 52 中井 裕二 R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 492＋161：20．91	 7．3�
11 � シベリアンスパーブ 牡9鹿 53 嶋田 純次藤田 在子氏 手塚 貴久 新冠 山岡牧場 514± 0 〃 クビ 186．5�
12 トウショウドラフタ 牡5栗 55 丹内 祐次トウショウ産業� 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 474－ 41：21．0クビ 10．0	
818 タガノブルグ 牡7鹿 55 柴山 雄一八木 秀之氏 
島 一歩 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 450± 0 〃 ハナ 51．9

47 トウショウピスト 牡6鹿 56 古川 吉洋トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490＋121：21．21	 31．0�
816 アドマイヤリアル 牡5青鹿53 丸田 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 484－ 21：21．41	 9．2�
715 ジューヌエコール 牝4鹿 54 川又 賢治 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：21．61	 32．7
24 ツーエムマイスター 牡6黒鹿53 岩崎 翼水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 460＋ 4 〃 クビ 25．0�
612 アンフィトリテ 牝3鹿 51 丸山 元気 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 470－ 41：21．7クビ 6．6�
59 アポロノシンザン 牡6鹿 56 吉田 隼人アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 480＋ 4 〃 クビ 7．9�
35 アンコールプリュ 牝3黒鹿51 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 434＋ 41：21．91� 7．9�
36 マドモアゼル 牝3黒鹿51 酒井 学�KTレーシング 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 446＋ 21：22．43 20．0�
817 ウインソワレ 牝6鹿 51 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 476－ 61：22．71� 114．4�
23 ノットフォーマル 牝6黒鹿50 原田 和真芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 474－ 4 （競走中止） 138．3�
48 トーキングドラム 牡8鹿 55 木幡 巧也下河�美智子氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 B480－ 2 （競走中止） 76．8�
714 ミュゼエイリアン �6鹿 55 木幡 初也菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 480＋ 2 （競走中止） 76．0�

（18頭）

売 得 金
単勝： 60，869，800円 複勝： 77，758，900円 枠連： 55，378，000円
馬連： 206，112，500円 馬単： 79，139，200円 ワイド： 110，074，600円
3連複： 348，419，200円 3連単： 409，418，100円 計： 1，347，170，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 250円 � 300円 枠 連（5－7） 1，300円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，050円 �� 2，030円

3 連 複 ��� 10，100円 3 連 単 ��� 51，980円

票 数

単勝票数 計 608698 的中 � 92829（1番人気）
複勝票数 計 777589 的中 � 112916（1番人気）� 78575（3番人気）� 62665（7番人気）
枠連票数 計 553780 的中 （5－7） 32830（4番人気）
馬連票数 計2061125 的中 �� 55568（8番人気）
馬単票数 計 791392 的中 �� 12333（12番人気）
ワイド票数 計1100746 的中 �� 26494（8番人気）�� 27246（7番人気）�� 13668（31番人気）
3連複票数 計3484192 的中 ��� 25872（26番人気）
3連単票数 計4094181 的中 ��� 5710（128番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．1―22．2―32．8―44．5―56．8―1：08．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．2
3 ・（17，9）4（6，7）（15，16）（12，10）（1，14）（2，8，11）（3，13）（5，18） 4 ・（17，9）（4，7）（6，16）15（12，10）（1，11）（2，13）18，5

勝馬の
紹 介

スターオブペルシャ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2015．6．7 東京4着

2013．3．2生 �5栗 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 26戦7勝 賞金 151，978，000円
〔競走中止〕 ミュゼエイリアン号は，4コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。

トーキングドラム号は，4コーナーで，騎手が落馬した「ミュゼエイリアン」号に触れ，転倒したため競走中止。
ノットフォーマル号は，4コーナーで，転倒した「トーキングドラム」号に触れ，転倒したため競走中止。

〔制裁〕 スターオブペルシャ号の騎手杉原誠人は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について平成30年10月20日から
平成30年10月21日まで騎乗停止。（被害馬：14番・8番・3番・1番・2番・5番・13番・18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。
（非抽選馬） 2頭 コウエイタケル号・ブラヴィッシモ号

2902410月14日 晴 良 （30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 497，000円 142，000円 71，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．7

良
良

48 アバルラータ 牝4鹿 55 柴山 雄一安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 452＋ 61：33．9 4．2�
12 ショウナンサスケ 牡5鹿 57 菱田 裕二国本 哲秀氏 高橋 義忠 浦河 大北牧場 468＋ 4 〃 クビ 8．0�
36 ビーカーリー 牝4黒鹿55 丸山 元気馬場 祥晃氏 西村 真幸 新ひだか 沼田 照秋 B474＋141：34．21	 8．3�
818 ブレイニーラン 牡3鹿 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448－ 41：34．41
 4．4�
713 ソロフレーズ 牡3青鹿55 勝浦 正樹ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋28 〃 クビ 11．1�
715 ドラグーンシチー 牡3鹿 55 丸田 恭介 	友駿ホースクラブ 北出 成人 浦河 富田牧場 474± 0 〃 アタマ 9．7

11 キャスパリーグ 牝4鹿 55 �島 克駿杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 434－ 41：34．5� 17．2�
24 アマルティア 牝5黒鹿55 菊沢 一樹�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 468＋ 81：34．6� 86．5�
510� ムーンシュトラール 牡4鹿 57 川又 賢治佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 492＋ 41：34．81 92．2
816 ボナヴィーゴ 牡3黒鹿55 藤岡 康太吉田 和美氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 6 〃 アタマ 11．2�
714 ハーグリーブス 牡3芦 55 木幡 巧也水上ふじ子氏 尾関 知人 浦河 笠松牧場 506＋ 61：34．9クビ 11．8�
23 ハローマイディア 牡5黒鹿57 荻野 極飯田 正剛氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 476＋ 6 〃 クビ 49．6�
59 � ダイシンサクセス 5黒鹿57 井上 敏樹大八木信行氏 森 秀行 新ひだか 矢野牧場 492＋ 61：35．1� 184．5�
817 ジーナスイート 牝3芦 53 黛 弘人 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442＋40 〃 ハナ 33．5�
612 フェルトベルク 牝4鹿 55 川島 信二加藤 徹氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 442＋20 〃 ハナ 57．7�
611� アンヴェルス 牡4黒鹿57 西田雄一郎 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 三村 卓也 460＋ 61：35．52	 160．7�
35 マイネルサイルーン 牡3黒鹿55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 小野 秀治 448＋161：35．6クビ 121．5�
47 カスタネアエメ 牡3栗 55 古川 吉洋�三嶋牧場 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 482－ 41：36．02	 145．4�

（18頭）

売 得 金
単勝： 46，508，000円 複勝： 65，323，000円 枠連： 35，671，300円
馬連： 111，917，800円 馬単： 45，402，500円 ワイド： 72，781，000円
3連複： 178，639，200円 3連単： 218，848，800円 計： 775，091，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 150円 � 230円 � 250円 枠 連（1－4） 1，120円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，830円

ワ イ ド �� 600円 �� 630円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 20，340円

票 数

単勝票数 計 465080 的中 � 88443（1番人気）
複勝票数 計 653230 的中 � 131914（1番人気）� 66263（3番人気）� 61685（4番人気）
枠連票数 計 356713 的中 （1－4） 24534（6番人気）
馬連票数 計1119178 的中 �� 53279（2番人気）
馬単票数 計 454025 的中 �� 12027（3番人気）
ワイド票数 計 727810 的中 �� 32073（2番人気）�� 30515（3番人気）�� 11782（19番人気）
3連複票数 計1786392 的中 ��� 27082（9番人気）
3連単票数 計2188488 的中 ��� 7798（26番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．9―12．1―12．1―11．2―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．1―36．0―48．1―1：00．2―1：11．4―1：22．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アバルラータ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2017．5．20 京都8着

2014．6．1生 牝4鹿 母 ホーリーミスト 母母 ブリリアントミスト 13戦2勝 賞金 38，928，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 スワーヴエドワード号・ハイアーヴォルト号・ロードザナドゥ号

３レース目



（30新潟3）第2日 10月14日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 183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
1，300，000円
19，440，000円
2，000，000円
21，770，000円
75，776，500円
4，732，000円
1，756，800円

勝馬投票券売得金
313，094，100円
408，233，400円
205，252，200円
686，577，200円
309，362，300円
454，219，800円
1，089，935，600円
1，334，150，100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 4，800，824，700円

総入場人員 13，520名 （有料入場人員 9，345名）
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