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2904910月27日 雨 良 （30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 7，800，000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

69 � ト ラ ス ト 牡4芦 60 熊沢 重文岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 496＋163：04．9 3．8�
11 フォルテメンテ 牡4鹿 60 江田 勇亮伊東 純一氏 星野 忍 新ひだか 桑嶋 峰雄 518± 03：06．28 2．4�
57 スマートカルロス 牡6鹿 60 中村 将之大川 徹氏 浅見 秀一 日高 豊洋牧場 480＋ 4 〃 ハナ 13．3�
813� ホシルミエール �5鹿 60 白浜 雄造永井 孝明氏 庄野 靖志 新ひだか 岡田牧場 468－ 63：06．62� 7．6�
814 プリンシパルスター �5青鹿60 森 一馬 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 448－ 63：06．81	 11．5�
46 インペリオーソ 牝3青鹿56 山本 康志吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 462± 03：08．29 105．7	
58 ローレルヴィクター 牡4鹿 60 田村 太雅 
ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 石田牧場 474＋ 43：09．05 101．2�
22 テイエムフタエマル 牝6鹿 58 佐久間寛志竹園 正繼氏 渡辺 薫彦 日高 アイズスタッド株式会社 504± 0 〃 クビ 9．7�
711 パルナッソス �4芦 60 高野 和馬 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 486＋103：10．27 54．3
712 ルグランパントル �6鹿 60 石神 深一 
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 476± 03：10．51
 12．8�
610 ティーティクイーン 牝4鹿 58 金子 光希ロイヤルパーク 加用 正 日高 門別牧場 454－ 6 〃 クビ 95．3�
33 アーバンブラック 牡3青鹿58 草野 太郎西城 公雄氏 高橋 文雅 日高 メイプルファーム 448＋ 23：12．6大差 150．9�
34 シゲルレンコン 牡3鹿 58 上野 翔森中 蕃氏 松山 将樹 浦河 王蔵牧場 454＋ 23：15．7大差 99．6�
45 シゲルメジロザメ 牝5鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 高橋 康之 浦河 三好牧場 458± 0 （競走中止） 26．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 10，790，500円 複勝： 17，131，400円 枠連： 6，940，000円
馬連： 20，041，100円 馬単： 12，885，400円 ワイド： 16，208，400円
3連複： 37，669，000円 3連単： 48，118，700円 計： 169，784，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 160円 � 110円 � 240円 枠 連（1－6） 620円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 320円 �� 980円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，160円 3 連 単 ��� 7，840円

票 数

単勝票数 計 107905 的中 � 22615（2番人気）
複勝票数 計 171314 的中 � 23371（2番人気）� 64339（1番人気）� 11764（6番人気）
枠連票数 計 69400 的中 （1－6） 8640（2番人気）
馬連票数 計 200411 的中 �� 25577（1番人気）
馬単票数 計 128854 的中 �� 8337（3番人気）
ワイド票数 計 162084 的中 �� 14061（2番人気）�� 3865（16番人気）�� 8602（5番人気）
3連複票数 計 376690 的中 ��� 13030（7番人気）
3連単票数 計 481187 的中 ��� 4446（18番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 50．7－3F 38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ト ラ ス ト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 エイシンサンディ

2014．3．29生 牡4芦 母 グローリサンディ 母母 ダイヤターン 障害：1戦1勝 賞金 7，800，000円
地方デビュー 2016．5．27 川崎

〔競走中止〕 シゲルメジロザメ号は，2号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クラウンヴォルカン号・ソウラセブン号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンバローロ号

2905010月27日 雨 稍重 （30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

11 ニシノイタダキ 牡2鹿 55 勝浦 正樹西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 480－ 21：58．2 4．2�
22 タイセイスキャット 牡2鹿 55 �島 克駿田中 成奉氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム 446± 0 〃 ハナ 1．9�
34 トーセンバーボン 牡2鹿 55

53 △横山 武史島川 �哉氏 柴田 政人 新ひだか 澤田 嘉隆 452－ 21：59．26 11．7�
57 リワードアンヴァル 牡2栗 55 村田 一誠宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 482－ 8 〃 クビ 5．8�
610 シゲルヒスイ 牡2黒鹿55 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470－ 61：59．52 58．3�
711 ウィードソウル 牡2青鹿55 柴山 雄一杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 B508± 01：59．92� 32．3	
813 ニューツーリズム 牡2青鹿 55

54 ☆木幡 初也吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 486＋ 82：00．32� 101．8

814 リュウノイブキ 牡2黒鹿55 吉田 隼人二口 雅一氏 土田 稔 新ひだか 田原橋本牧場 494－ 22：00．72� 55．8�
33 アルデエンブレム 牡2栗 55

54 ☆川又 賢治中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 斉藤スタッド 478＋ 42：01．76 24．1�
712 ステイドネス 牝2栗 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 62：02．12� 65．3
46 ネイチャーサムソン 牡2鹿 55 丸山 元気井上 修一氏 根本 康広 新ひだか 元茂牧場 474－ 2 〃 クビ 56．3�
45 シ ン リ ン 牡2栗 55

54 ☆加藤 祥太重松 國建氏 大江原 哲 浦河 フクオカファーム 452－ 22：02．3	 234．9�
69 トーヨーダッシュ 牡2栗 55 城戸 義政中嶋 宏氏 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 474± 02：02．83 119．6�
58 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 490－ 22：04．29 293．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，297，800円 複勝： 25，584，800円 枠連： 8，583，500円
馬連： 24，910，000円 馬単： 15，272，100円 ワイド： 20，454，700円
3連複： 39，370，800円 3連単： 53，026，400円 計： 205，500，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 110円 � 160円 枠 連（1－2） 360円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 760円

ワ イ ド �� 170円 �� 440円 �� 250円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，370円

票 数

単勝票数 計 182978 的中 � 36523（2番人気）
複勝票数 計 255848 的中 � 39054（2番人気）� 105825（1番人気）� 27098（4番人気）
枠連票数 計 85835 的中 （1－2） 18200（1番人気）
馬連票数 計 249100 的中 �� 55828（1番人気）
馬単票数 計 152721 的中 �� 14966（2番人気）
ワイド票数 計 204547 的中 �� 37240（1番人気）�� 9616（5番人気）�� 20086（3番人気）
3連複票数 計 393708 的中 ��� 35696（2番人気）
3連単票数 計 530264 的中 ��� 11377（5番人気）

ハロンタイム 13．2―11．9―13．0―13．4―12．9―12．7―13．8―13．5―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．1―38．1―51．5―1：04．4―1：17．1―1：30．9―1：44．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F41．1
1
3
・（1，10）11，2（4，5，7）14，9（6，8）13，12－3・（1，10）（2，11）7（4，14）－6，9－5（3，13，12）－8

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

勝馬の
紹 介

ニシノイタダキ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．8．18 新潟5着

2016．2．24生 牡2鹿 母 ニシノシルエット 母母 クランチーカ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エドノカゼ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月27日まで平地競走

に出走できない。

第３回 新潟競馬 第５日



2905110月27日 雨 稍重 （30新潟3）第5日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時55分 （ダート・左）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．1
1：10．2

不良
不良

713 サリーバランセ 牝2栗 54 津村 明秀黒須不二男氏 鈴木 伸尋 日高 天羽牧場 464－ 81：12．5 3．9�
47 ヘ ル メ ッ ト 牝2栗 54 菱田 裕二�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 502－ 41：13．03 72．8�
35 フ ラ ン シ ス 牝2栗 54 丹内 祐次田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 472＋ 21：13．74 3．8�
712 タ ン レ イ 牝2芦 54 丸山 元気佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 436± 0 〃 クビ 11．3�
22 ベリッシモファルコ 牝2栗 54

52 △菊沢 一樹岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 真歌田中牧場 B450－ 21：13．8� 150．3�
23 デンコウハピネス 牝2黒鹿 54

52 △富田 暁田中 康弘氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 424－ 6 〃 クビ 4．7	
59 ア ム ル ー ズ 牝2鹿 54 丸田 恭介
ノースヒルズ 田中 剛 新冠 株式会社

ノースヒルズ 438＋121：14．22� 108．8�
814 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± 01：14．41� 30．7�
611 チタノブーケ 牝2鹿 54 �島 克駿中村 光利氏 坂口 正則 新冠 アラキフアーム 424－ 4 〃 クビ 40．9
58 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 448－ 41：14．71� 4．7�
34 シオンコタン 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子村田 滋氏 柄崎 孝 新冠 ビッグレッドファーム 436± 01：15．23 78．7�
610 ラブヴィサージュ 牝2栗 54 西田雄一郎 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 456＋ 2 〃 クビ 23．2�
11 サイタビーナス 牝2鹿 54

53 ☆木幡 巧也サイタグローバル 杉浦 宏昭 新ひだか 嶋田牧場 464－ 81：15．73 139．2�
815 クリノルナマヤ 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 新ひだか 秋田育成牧場 436－101：15．8クビ 126．6�
46 アイファーサクラ 牝2栗 54 柴山 雄一中島 稔氏 服部 利之 新ひだか 野表 篤夫 394－ 61：17．410 211．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 22，509，900円 複勝： 27，294，100円 枠連： 10，713，700円
馬連： 31，662，400円 馬単： 18，160，700円 ワイド： 25，339，500円
3連複： 46，114，300円 3連単： 56，131，400円 計： 237，926，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 1，530円 � 170円 枠 連（4－7） 6，820円

馬 連 �� 8，400円 馬 単 �� 14，080円

ワ イ ド �� 2，850円 �� 440円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 15，530円 3 連 単 ��� 87，700円

票 数

単勝票数 計 225099 的中 � 48656（2番人気）
複勝票数 計 272941 的中 � 49396（3番人気）� 3119（10番人気）� 50203（2番人気）
枠連票数 計 107137 的中 （4－7） 1217（16番人気）
馬連票数 計 316624 的中 �� 2919（23番人気）
馬単票数 計 181607 的中 �� 967（43番人気）
ワイド票数 計 253395 的中 �� 2169（27番人気）�� 16543（6番人気）�� 1763（29番人気）
3連複票数 計 461143 的中 ��� 2226（40番人気）
3連単票数 計 561314 的中 ��� 464（244番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．5―12．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．7―59．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．7―3F38．3
3 8，12，13（2，5）（11，14，15）7（10，3）－9，1－4＝6 4 ・（8，12）13－5，2，11（7，14，15）3，10－9－（1，4）＝6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サリーバランセ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2018．10．8 東京3着

2016．3．17生 牝2栗 母 マ ヤ ノ マ ヤ 母母 ナリタフローラ 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔制裁〕 オイシイナア号の騎手杉原誠人は，3コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金30，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーサクラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月27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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 クールアンジェラ号

2905210月27日 雨 良 （30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 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：01．4良

710 リミットブレイク �6鹿 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 524－ 23：08．1 5．2�
79 アットザトップ �4栗 60 平沢 健治�ノースヒルズ 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 446－ 2 〃 クビ 11．2�
812 ウインレーベン 牡7青鹿60 熊沢 重文�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 460－ 83：08．41� 5．0�
68 トラキアンコード �6芦 60 金子 光希原 �子氏 武市 康男 新ひだか 岡田スタツド 508＋ 83：08．5	 12．2�
67 
 メイショウヒカル 牡4鹿 60 森 一馬松本 好	氏 松永 昌博 浦河 太陽牧場 472± 0 〃 ハナ 27．8

33 マイネルヴォーダン 牡6栗 60 山本 康志 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 502－123：08．6	 58．8�
22 マイネルフレスコ 牡7栗 60 大江原 圭 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 480－ 63：08．92 45．6�
811 サンマルホーム 牡8栗 60 佐久間寛志相馬 勇氏 山内 研二 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 436－ 63：09．0� 31．7
44 カレンバッドボーイ 牡8鹿 60 西谷 誠鈴木 隆司氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 484＋ 83：10．27 10．6�
11 キャニオンロード �5鹿 60 石神 深一 �サンデーレーシング 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 486＋ 63：11．15 3．8�
56 ハルキストン 牡3鹿 58 中村 将之若草クラブ 浅見 秀一 浦河 藤春 修二 444＋ 83：12．48 16．9�
55 
 クリノヴェルサイユ 牝5鹿 58 小野寺祐太栗本 博晴氏 高市 圭二 様似 様似渡辺牧場 444± 03：14．2大差 6．0�
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売 得 金
単勝： 18，121，300円 複勝： 18，629，500円 枠連： 8，939，600円
馬連： 26，549，800円 馬単： 14，262，700円 ワイド： 20，847，300円
3連複： 43，887，200円 3連単： 55，016，700円 計： 206，254，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 370円 � 200円 枠 連（7－7） 3，700円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 460円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 4，370円 3 連 単 ��� 24，360円

票 数

単勝票数 計 181213 的中 � 27811（3番人気）
複勝票数 計 186295 的中 � 30640（2番人気）� 11010（8番人気）� 24693（4番人気）
枠連票数 計 89396 的中 （7－7） 1871（15番人気）
馬連票数 計 265498 的中 �� 5488（14番人気）
馬単票数 計 142627 的中 �� 2101（14番人気）
ワイド票数 計 208473 的中 �� 4151（14番人気）�� 12704（2番人気）�� 2938（27番人気）
3連複票数 計 438872 的中 ��� 7518（8番人気）
3連単票数 計 550167 的中 ��� 1637（57番人気）
上り 1マイル 1：44．6 4F 51．8－3F 39．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リミットブレイク �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．6．7 東京4着

2012．2．15生 �6鹿 母 マザーウェル 母母 シンコウラブリイ 障害：10戦2勝 賞金 33，780，000円
〔発走状況〕 アットザトップ号は，枠入り不良。



2905310月27日 雨 稍重 （30新潟3）第5日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時15分 （芝・左・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．6
1：45．6

良
良

814 キラープレゼンス 牝2青鹿54 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 512＋101：49．3 2．6�
22 ヤップヤップヤップ 牡2栗 55 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 432－ 21：49．83 3．5�
712 トゥーフラッシー 牝2鹿 54

52 △菊沢 一樹西森 鶴氏 高市 圭二 新ひだか グローリーファーム 450± 0 〃 ハナ 5．5�
34 バーンスター 牡2鹿 55 �島 克駿�ノースヒルズ 谷 潔 浦河 中村 雅明 480＋ 61：50．01� 53．5�
46 ダディーズトリップ 牡2青 55 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 440＋121：50．63� 8．0	
58 シナリオライン 牡2鹿 55

54 ☆木幡 巧也小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 三城ボクジョ
ウ株式会社 496＋ 6 〃 クビ 71．5


11 アルタマレーア 牝2鹿 54
52 △横山 武史吉田 勝己氏 田島 俊明 安平 ノーザンファーム 424＋ 61：50．7	 43．0�

33 トワイライトビギン 牝2鹿 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 元茂牧場 448－ 81：50．91 34．0�
57 ウェーブライダー 牡2鹿 55 川須 栄彦万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 508＋ 41：51．0� 35．7
45 アルジェンタータ 牝2黒鹿54 丸山 元気 �グリーンファーム奥村 武 千歳 社台ファーム 416－ 81：51．31	 17．0�
813 ス パ シ ー バ 牝2鹿 54

52 △藤田菜七子�KTレーシング 上原 博之 浦河 桑田牧場 470＋101：51．62 56．7�
711 プリマヴェージ 牝2黒鹿54 宮崎 北斗手嶋 康雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 中田 英樹 492－ 21：52．13 324．9�
69 フライトストリーム 牡2黒鹿55 柴山 雄一 �シルクレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 466＋161：52．74 29．9�
610 ケンアンドランス 牡2鹿 55 丹内 祐次�KTレーシング 菊川 正達 安平 吉田牧場 478＋ 21：53．44 267．6�
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売 得 金
単勝： 25，005，000円 複勝： 29，723，500円 枠連： 10，670，900円
馬連： 35，354，700円 馬単： 19，271，000円 ワイド： 28，223，400円
3連複： 52，499，000円 3連単： 65，783，900円 計： 266，531，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 120円 � 150円 枠 連（2－8） 480円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 240円 �� 370円 �� 340円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 3，540円

票 数

単勝票数 計 250050 的中 � 77860（1番人気）
複勝票数 計 297235 的中 � 69612（1番人気）� 64740（2番人気）� 43509（3番人気）
枠連票数 計 106709 的中 （2－8） 16907（1番人気）
馬連票数 計 353547 的中 �� 54821（1番人気）
馬単票数 計 192710 的中 �� 16535（1番人気）
ワイド票数 計 282234 的中 �� 31901（1番人気）�� 18573（3番人気）�� 20371（2番人気）
3連複票数 計 524990 的中 ��� 43681（1番人気）
3連単票数 計 657839 的中 ��� 13469（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―12．0―12．6―12．8―12．7―11．8―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．8―35．8―48．4―1：01．2―1：13．9―1：25．7―1：36．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．1―3F35．4
3 ・（10，9）11（3，7）6（1，8，12）（2，14）－13，5，4 4 10，9（11，7）3（6，8，12）（1，2，14）－（5，13）4

勝馬の
紹 介

キラープレゼンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Congaree デビュー 2018．8．5 小倉6着

2016．2．20生 牝2青鹿 母 キラーグレイシス 母母 Heatherdoesntbluff 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 シナリオライン号の騎手木幡巧也は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンアンドランス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年12月27日まで平地

競走に出走できない。

2905410月27日 曇 稍重 （30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 7，500，000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
2：39．4
2：38．6

不良
不良

611 ユイノシンドバッド 牡3青鹿54 長岡 禎仁由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 500－ 42：43．2 15．2�
610 アドラメレク 牡4黒鹿57 北村 友一�G1レーシング 石坂 正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460± 0 〃 ハナ 6．0�
815 ファイトアローン 牡3栗 54 黛 弘人�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 530± 02：43．83� 33．7�
35 	 トモジャプリマ 牝4黒鹿 55

53 △横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 448－ 42：43．9� 16．8�
47 テイケイドルチェ 牝3鹿 52

49 ▲西村 淳也兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 410± 02：44．32� 4．6�
22 ランドジュピター 牡4鹿 57

56 ☆川又 賢治木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 454± 02：44．4
 4．6	
59 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 498± 02：44．5� 21．6

46 ミラクルヒッター 牡3芦 54 勝浦 正樹丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 ナカノファーム 494＋ 22：44．71� 16．4�
712 スマートガイア �6鹿 57

56 ☆木幡 初也大川 徹氏 古賀 史生 安平 ノーザンファーム 466－ 22：45．12 24．0�
58 エレガントクルーズ 牝3芦 52 杉原 誠人 サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B522－ 4 〃 クビ 27．3�
23 イクヨロブロイ 牡3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 480＋ 82：45．2クビ 69．7�
34 ダウンザライン 牡4芦 57 柴山 雄一�Basic 小野 次郎 新冠 ラツキー牧場 472－ 4 〃 クビ 4．3�
713 セレブレイトソング �6栗 57

56 ☆加藤 祥太 キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B490－ 62：45．3クビ 28．9�
11 ゴッドブレイク 牡3栗 54 城戸 義政阿部東亜子氏 奥村 豊 浦河 谷川牧場 552＋ 2 〃 クビ 72．3�
814 セルヴィエット 牡3黒鹿 54

52 △富田 暁�田 昌久氏 寺島 良 新ひだか 千代田牧場 B502＋ 42：46．04 50．0�
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売 得 金
単勝： 18，455，700円 複勝： 25，731，500円 枠連： 10，853，600円
馬連： 31，428，300円 馬単： 16，785，000円 ワイド： 26，644，700円
3連複： 50，359，400円 3連単： 56，091，200円 計： 236，349，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，520円 複 勝 � 560円 � 260円 � 780円 枠 連（6－6） 5，100円

馬 連 �� 4，420円 馬 単 �� 9，310円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 5，110円 �� 2，850円

3 連 複 ��� 35，690円 3 連 単 ��� 224，670円

票 数

単勝票数 計 184557 的中 � 9679（5番人気）
複勝票数 計 257315 的中 � 11565（8番人気）� 29577（4番人気）� 7845（10番人気）
枠連票数 計 108536 的中 （6－6） 1647（20番人気）
馬連票数 計 314283 的中 �� 5505（17番人気）
馬単票数 計 167850 的中 �� 1352（37番人気）
ワイド票数 計 266447 的中 �� 3937（22番人気）�� 1326（58番人気）�� 2410（34番人気）
3連複票数 計 503594 的中 ��� 1058（126番人気）
3連単票数 計 560912 的中 ��� 181（737番人気）

ハロンタイム 7．4―11．7―12．2―13．8―13．6―13．7―14．1―13．7―12．8―12．3―12．7―12．2―13．0

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―19．1―31．3―45．1―58．7―1：12．4―1：26．5―1：40．2―1：53．0―2：05．3―2：18．0―2：30．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．2―3F37．9
1
�

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

・（10，11）5（9，14）（8，4）15（1，13）（2，6）（3，7）－12・（10，11）9，5，15（8，4）（1，13）（3，14，6）7（2，12）
勝馬の
紹 介

ユイノシンドバッド �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．7．2 福島8着

2015．3．16生 牡3青鹿 母 マドリガルスコア 母母 フサイチワールド 13戦2勝 賞金 16，920，000円
〔制裁〕 セルヴィエット号の騎手富田暁は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）

トモジャプリマ号の騎手横山武史は，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：9番）



2905510月27日 曇 稍重 （30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）

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
1：49．5
1：47．8

稍重
重

22 ブルヴェルソン 牡3栗 55
54 ☆川又 賢治 �シルクレーシング 高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋241：55．3 6．3�
45 マッカートニー 牡5栗 57

56 ☆義 英真薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 484＋12 〃 アタマ 6．5�
34 メイショウゴテツ 牡5青鹿 57

54 ▲西村 淳也松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 472－ 61：55．4� 5．9�
57 メモリーコバルト 牝3栗 53

52 ☆加藤 祥太�シンザンクラブ 湯窪 幸雄 浦河 成隆牧場 458± 01：55．5クビ 18．9�
46 ケンシュナウザー 牡4栗 57

56 ☆井上 敏樹中西 宏彰氏 本田 優 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 470± 01：55．6� 25．4	

814� クリップスプリンガ 牡4鹿 57
56 ☆木幡 巧也山下 良子氏 岩戸 孝樹 新冠 ヤマタケ牧場 440＋ 21：55．7� 6．6


69 � エスプリゾーン 牡4栗 57
55 △森 裕太朗村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 三城牧場 448－ 81：55．91� 27．6�

11 タガノバルバドス 牡3鹿 55 城戸 義政八木 良司氏 今野 貞一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 41：56．0� 41．3�

58 タガノブディーノ 牝3栗 53
51 △横山 武史八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 490＋ 41：56．32 5．0
813� ヒロノワカムシャ �4黒鹿57 伴 啓太小野 博郷氏 柴田 政人 日高 ファーミングヤナキタ 476－ 61：56．4クビ 85．0�
610 デ イ ズ 牡4黒鹿57 長岡 禎仁池袋レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 520－ 21：56．5� 18．7�
711 ベルクカッツェ 牡3青鹿 55

53 △藤田菜七子田頭 勇貴氏 根本 康広 新ひだか 水丸牧場 476＋ 21：56．6� 5．9�
33 ペプチドシャプネス 牡3黒鹿 55

53 △富田 暁沼川 一彦氏 木原 一良 日高 木村牧場 484± 01：57．02� 30．6�
712 ハッピーファースト 牡3栗 55

54 ☆木幡 初也 H.F Association 高橋 文雅 新ひだか 前田牧場 490－121：57．21� 174．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，698，700円 複勝： 30，480，400円 枠連： 10，656，000円
馬連： 38，339，200円 馬単： 18，201，500円 ワイド： 30，118，100円
3連複： 57，621，900円 3連単： 67，407，400円 計： 274，523，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 290円 � 220円 � 230円 枠 連（2－4） 2，420円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 940円 �� 1，110円 �� 600円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 24，360円

票 数

単勝票数 計 216987 的中 � 27412（4番人気）
複勝票数 計 304804 的中 � 25184（6番人気）� 38394（4番人気）� 34574（5番人気）
枠連票数 計 106560 的中 （2－4） 3408（14番人気）
馬連票数 計 383392 的中 �� 12579（9番人気）
馬単票数 計 182015 的中 �� 3264（13番人気）
ワイド票数 計 301181 的中 �� 8121（10番人気）�� 6783（13番人気）�� 13317（3番人気）
3連複票数 計 576219 的中 ��� 9353（10番人気）
3連単票数 計 674074 的中 ��� 2006（48番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―13．6―14．3―13．4―13．1―13．0―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―37．6―51．9―1：05．3―1：18．4―1：31．4―1：43．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F36．9
1
3
4－2（5，6）（7，14）（1，12）8－3，11，10－9，13
4，2（5，14）（7，6）（12，3）（1，8，11）－（10，9）13

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

勝馬の
紹 介

ブルヴェルソン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2017．6．18 東京7着

2015．3．4生 牡3栗 母 キューティゴールド 母母 ゴールデンサッシュ 3戦2勝 賞金 12，500，000円

2905610月27日 曇 稍重 （30新潟3）第5日 第8競走 ��1，400�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・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
1：19．0
1：19．0

良
良

11 ケ ワ ロ ス 牝3鹿 53 勝浦 正樹ニッシンレーシング 牧浦 充徳 安平 追分ファーム 442＋221：22．4 69．5�
23 ドロウアカード 牝4栗 55 �島 克駿�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－121：22．5� 7．0�
714 ピエナミント 牝3鹿 53 横山 典弘本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 クビ 13．9�
12 カーサデルシエロ 牝3黒鹿53 北村 友一下河�行雄氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 432＋ 21：22．6クビ 1．9�
48 ミッキーパパイア 牝3黒鹿 53

51 △菊沢 一樹野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：22．7� 40．9	
713� チャーミングポッケ 牝6栗 55

53 △富田 暁橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 462＋ 21：22．8� 106．8

817 レッドシャーロット 牝3鹿 53

51 △横山 武史 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 470＋141：22．9	 4．7�
36 アピールバイオ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 448＋ 61：23．11	 31．1�
818 ジッパーレーン 牝4青鹿55 吉田 隼人�G1レーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 460＋ 61：23．2クビ 59．8
47 フ ラ ガ リ ア 牝4黒鹿55 丸田 恭介ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416＋ 6 〃 クビ 22．3�
24 キュイキュイ 牝4栗 55

53 △藤田菜七子 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 476＋101：23．41
 28．7�
510� バレンティーノ 牝3鹿 53 菱田 裕二吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 426＋ 1 〃 ハナ 302．1�
59 � サンマルスイート 牝4黒鹿 55

54 ☆木幡 初也相馬 勇氏 中野 栄治 日高 三城牧場 464＋ 21：23．5	 174．2�
611 プロディジー 牝3鹿 53 丸山 元気飯田 正剛氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 456＋ 41：23．6	 84．8�
612� ナリタアマリリス 牝4黒鹿55 水口 優也�オースミ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 426± 01：23．91� 258．1�
715 ヤマニンルサリー 牝4鹿 55 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 458＋10 〃 クビ 396．6�
35 ス ピ ア ー ノ 牝3黒鹿53 津村 明秀清水 正江氏 池上 昌和 日高 荒井ファーム 450＋ 4 〃 クビ 9．0�
816� ケアリイカイ 牝4鹿 55 中井 裕二守内ひろ子氏 服部 利之 新冠 高瀬牧場 444＋ 61：24．0	 178．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 29，650，800円 複勝： 32，808，200円 枠連： 11，986，400円
馬連： 39，682，800円 馬単： 19，403，600円 ワイド： 30，594，400円
3連複： 52，801，900円 3連単： 69，295，700円 計： 286，223，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，950円 複 勝 � 1，600円 � 280円 � 410円 枠 連（1－2） 640円

馬 連 �� 13，370円 馬 単 �� 32，990円

ワ イ ド �� 3，890円 �� 8，160円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 53，150円 3 連 単 ��� 433，090円

票 数

単勝票数 計 296508 的中 � 3413（11番人気）
複勝票数 計 328082 的中 � 4661（11番人気）� 35370（4番人気）� 21399（5番人気）
枠連票数 計 119864 的中 （1－2） 14367（2番人気）
馬連票数 計 396828 的中 �� 2299（31番人気）
馬単票数 計 194036 的中 �� 441（74番人気）
ワイド票数 計 305944 的中 �� 2014（34番人気）�� 951（57番人気）�� 5224（15番人気）
3連複票数 計 528019 的中 ��� 745（125番人気）
3連単票数 計 692957 的中 ��� 116（843番人気）

ハロンタイム 12．4―10．5―11．0―12．0―12．3―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―22．9―33．9―45．9―58．2―1：10．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ ワ ロ ス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Lear Fan デビュー 2017．7．2 中京5着

2015．2．4生 牝3鹿 母 フェアリーワルツ 母母 Quick and Smooth 6戦2勝 賞金 13，920，000円
※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 クロスアミュレット号・マジョラム号・メイショウラバンド号



2905710月27日 曇 稍重 （30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 7，500，000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� メイショウヒボタン 牝4栗 55
52 ▲西村 淳也松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 456－ 61：11．2 5．2�

23 ゲ キ リ ン 牡4栗 57 吉田 隼人市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 オリオンファーム 466－ 21：11．62� 3．7�

58 � カズミドリーム 牝3栗 53 丹内 祐次藤沼 利夫氏 中野 栄治 浦河 大道牧場 452－ 41：11．81� 39．4�
22 � ペイシャスナッチ 牝5鹿 55 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 裕 浦河 梅田牧場 490－101：11．9� 47．4�
59 ホープフルスター 牡4栗 57 	島 克駿前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500± 0 〃 ハナ 7．4�
11 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± 01：12．11� 6．5	
47 � フレンドアリス 牝3栗 53 丸山 元気横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 450－ 2 〃 ハナ 27．2

814 チャーチタウン 牡3鹿 55 水口 優也山上 和良氏 崎山 博樹 新冠 オリエント牧場 510± 01：12．73� 5．3�
611� ダイヤグラム 牡4鹿 57 的場 勇人小田 吉男氏 的場 均 日高 天羽 禮治 520＋ 81：13．01� 30．7�
34 ホウロクダマ 牡4鹿 57 西田雄一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 544－181：13．21� 89．0
35 メタルカラー 牝3栗 53 勝浦 正樹�サンライズ 新開 幸一 浦河 中脇 満 450＋ 8 〃 クビ 20．7�
815� コパノミザール 
4鹿 57

55 △藤田菜七子小林 祐介氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 456＋ 21：13．3クビ 10．6�
713 パワーアッシュ 牡3栗 55 熊沢 重文�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 464± 0 〃 アタマ 68．0�
712� マルカテノール 牡4鹿 57 北村 友一日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 484＋ 6 〃 クビ 32．0�
46 � ブレインハート 牡4栗 57 城戸 義政村上 稔氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 566＋ 41：13．51� 195．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，581，800円 複勝： 30，900，200円 枠連： 12，354，000円
馬連： 39，668，800円 馬単： 19，909，800円 ワイド： 30，825，100円
3連複： 59，915，800円 3連単： 73，989，100円 計： 289，144，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 170円 � 760円 枠 連（2－6） 930円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 470円 �� 2，480円 �� 2，660円

3 連 複 ��� 10，760円 3 連 単 ��� 46，840円

票 数

単勝票数 計 215818 的中 � 32668（2番人気）
複勝票数 計 309002 的中 � 43774（3番人気）� 56428（1番人気）� 7851（11番人気）
枠連票数 計 123540 的中 （2－6） 10281（1番人気）
馬連票数 計 396688 的中 �� 23802（2番人気）
馬単票数 計 199098 的中 �� 5510（8番人気）
ワイド票数 計 308251 的中 �� 18595（1番人気）�� 3039（31番人気）�� 2833（34番人気）
3連複票数 計 599158 的中 ��� 4176（35番人気）
3連単票数 計 739891 的中 ��� 1145（130番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．4―12．3―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．3―46．6―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�メイショウヒボタン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 メジロマックイーン

2014．3．28生 牝4栗 母 スターペスキサコ 母母 ヤーチャイカ 20戦1勝 賞金 22，750，000円
初出走 JRA

※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 アンジュラミエル号・ウエスタンボルト号

2905810月27日 曇 稍重 （30新潟3）第5日 第10競走 ��2，200�
い わ ふ ね

岩 船 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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．9

良
良

812 トーセンアイトーン 牡3黒鹿54 北村 友一島川 �哉氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 440± 02：15．9 1．9�
711 ナムラドノヴァン 牡3鹿 54 �島 克駿奈村 信重氏 杉山 晴紀 日高 いとう牧場 484＋182：16．0� 36．7�
44 シャドウブリランテ 牡4鹿 57 津村 明秀飯塚 知一氏 藤岡 健一 日高 藤本ファーム 490＋ 42：16．1� 3．7�
57 ジョブックコメン 牝3黒鹿52 菱田 裕二�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 416± 02：16．2� 6．4�
45 インペリアルフィズ 牡4栗 57 木幡 巧也 	社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B464－ 62：16．41 31．6

69 ミレフォリウム 牝3鹿 52 丸山 元気 	サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 480－ 22：16．61	 27．0�
813 テイエムオスカー 牡3黒鹿54 森 裕太朗竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム

牧場株式会社 496＋ 22：16．7� 26．3�
56 ルックスマート 牡3鹿 54 丹内 祐次平田 修氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 476－ 4 〃 クビ 34．6
11 
 マ リ ネ リ ス 牝5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 414－ 4 〃 アタマ 226．1�
33 ブリリアントリリー 牝3鹿 52 横山 武史 �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 B476＋ 62：16．91� 15．4�
68 タガノアンピール 牡4黒鹿57 川須 栄彦八木 良司氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 554＋122：17．11	 43．1�
22 イイコトズクシ 牡3鹿 54 加藤 祥太小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 B498－ 42：17．31 29．0�
710 スズカワークシップ 牡3鹿 54 岩崎 翼永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 470＋ 62：17．72� 53．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，610，800円 複勝： 39，289，000円 枠連： 14，053，100円
馬連： 54，464，500円 馬単： 29，010，200円 ワイド： 37，697，000円
3連複： 75，075，700円 3連単： 111，836，800円 計： 390，037，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 550円 � 140円 枠 連（7－8） 1，210円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 3，510円

ワ イ ド �� 860円 �� 180円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 16，280円

票 数

単勝票数 計 286108 的中 � 119467（1番人気）
複勝票数 計 392890 的中 � 151456（1番人気）� 9335（11番人気）� 66131（2番人気）
枠連票数 計 140531 的中 （7－8） 8989（4番人気）
馬連票数 計 544645 的中 �� 13375（9番人気）
馬単票数 計 290102 的中 �� 6191（9番人気）
ワイド票数 計 376970 的中 �� 9653（7番人気）�� 67775（1番人気）�� 5366（21番人気）
3連複票数 計 750757 的中 ��� 19714（7番人気）
3連単票数 計1118368 的中 ��� 4978（39番人気）

ハロンタイム 13．2―11．1―11．6―12．8―13．1―12．8―12．6―12．1―12．2―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．2―24．3―35．9―48．7―1：01．8―1：14．6―1：27．2―1：39．3―1：51．5―2：03．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トーセンアイトーン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Hawk Wing デビュー 2018．1．21 京都4着

2015．2．13生 牡3黒鹿 母 ノヴァホーク 母母 Reveuse de Jour 6戦2勝 賞金 26，785，000円



2905910月27日 曇 稍重 （30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；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

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 329，000円 94，000円 47，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

711 ミスティックグロウ 牡3鹿 55 横山 典弘 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 452± 01：47．6 1．5�
33 ゴールドギア 牡3黒鹿55 吉田 隼人有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 472＋10 〃 クビ 6．0�
710 レノヴァール 牡3鹿 55 北村 友一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 510＋ 41：47．7クビ 12．3�
812 テーオービクトリー 牝4鹿 55 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 486＋ 21：47．8� 13．0�
44 ヒ ス ト リ ア 牝4鹿 55 勝浦 正樹山口功一郎氏 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 466＋ 81：48．01 10．9�
57 ウインイクシード 牡4黒鹿57 宮崎 北斗	ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 482± 01：48．21	 10．5

11 コスモインザハート 牡3鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 490＋ 2 〃 クビ 32．1�
22 
 シンボリタピット 牡6鹿 57 木幡 巧也シンボリ牧場 久保田貴士 米 Takahiro

Wada B486＋ 21：48．3� 40．8�
56 ニシノアモーレ 牝4栗 55 丸山 元気西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 藤原牧場 436＋10 〃 クビ 37．2
68 ローリングタワー 牡4黒鹿57 丸田 恭介本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 454＋ 21：48．4� 115．8�
813 サンローレンス 牝3青鹿53 横山 武史 	加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 442－101：48．82� 283．6�
45 トレジャートローヴ 牡5芦 57 川又 賢治吉田 勝己氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 450＋ 6 〃 ハナ 69．9�
69 ビオラフォーエバー �7栗 57 津村 明秀熊澤 浩樹氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 468－ 61：49．22� 355．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 59，290，600円 複勝： 103，894，000円 枠連： 25，678，800円
馬連： 131，073，600円 馬単： 67，024，500円 ワイド： 77，090，100円
3連複： 179，685，500円 3連単： 304，364，600円 計： 948，101，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 240円 枠 連（3－7） 480円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 220円 �� 520円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 5，280円

票 数

単勝票数 計 592906 的中 � 298760（1番人気）
複勝票数 計1038940 的中 � 559927（1番人気）� 118956（2番人気）� 50759（6番人気）
枠連票数 計 256788 的中 （3－7） 40970（1番人気）
馬連票数 計1310736 的中 �� 199007（1番人気）
馬単票数 計 670245 的中 �� 84822（1番人気）
ワイド票数 計 770901 的中 �� 105904（1番人気）�� 35792（5番人気）�� 15046（15番人気）
3連複票数 計1796855 的中 ��� 63046（4番人気）
3連単票数 計3043646 的中 ��� 41791（7番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．6―12．4―12．4―12．2―11．3―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―35．9―48．3―1：00．7―1：12．9―1：24．2―1：35．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミスティックグロウ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Generous デビュー 2018．6．3 東京1着

2015．2．24生 牡3鹿 母 ミスティックリップス 母母 Majorata 3戦3勝 賞金 27，829，000円

2906010月27日 曇 稍重 （30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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
53．7
53．7

良
良

818� アンインジュリー 牝3栗 53 丸田 恭介鈴木 康弘氏 小野 次郎 新ひだか 千代田牧場 444－16 56．8 38．9�
715 リンシャンカイホウ 牡3鹿 55 藤田菜七子�KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 432－ 2 56．9	 3．5�
611 キョウワヒラリー 牝4鹿 55 
島 克駿�協和牧場 角田 晃一 新冠 協和牧場 B490－ 4 〃 クビ 18．0�
816 ガーシュウィン 牡4鹿 57 中井 裕二田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 490± 0 〃 ハナ 9．5�
817 ジャスティンラヴ 牝4黒鹿55 川須 栄彦ニッシンレーシング 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 406－10 57．0クビ 88．4	
713 ウ ー マ ッ ハ 牝4鹿 55 西田雄一郎鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 山春牧場 482＋ 2 57．1	 5．6

48 フジマサアクトレス 牝5鹿 55 丹内 祐次藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B476± 0 〃 クビ 131．3�
510 キャラメルフレンチ 牝4栗 55 木幡 巧也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 河内 洋 浦河 惣田 英幸 454± 0 〃 アタマ 80．4�
59 アイアムビューティ 牝4鹿 55 菱田 裕二堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 428－12 57．2	 126．7
36 アリエスムーン 牝7青鹿55 加藤 祥太橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 454＋ 8 57．3	 31．4�
714 ヤマニンベルベーヌ 牝4栗 55 菅原 隆一土井 肇氏 中川 公成 新冠 錦岡牧場 472± 0 〃 クビ 7．9�
35 サイモンゼーレ 牡5鹿 57 柴山 雄一澤田 昭紀氏 梅田 智之 浦河 三嶋牧場 482－ 2 57．51� 13．9�
12 グラスレガシー 牝3黒鹿53 的場 勇人半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 510＋ 4 〃 クビ 17．4�
612 ス ワ ニ ル ダ 牝5芦 55 岩崎 翼服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 462－ 8 〃 アタマ 119．6�
47 トーホウレジーナ 牝4栗 55 富田 暁東豊物産� 高橋 亮 浦河 有限会社

吉田ファーム 454－20 57．71� 12．6�
11 � マンボスカイ 牝4黒鹿55 北村 友一吉田 和美氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 506－14 57．8	 19．5�
24 � ベストティアラ 牝5青 55 義 英真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 康之 むかわ 上水牧場 514＋22 58．01� 203．8�
23 オーバースペック 牡4青鹿57 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 486－ 4 58．1	 7．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 44，880，900円 複勝： 61，162，300円 枠連： 36，380，000円
馬連： 100，983，700円 馬単： 43，152，600円 ワイド： 69，071，900円
3連複： 179，409，900円 3連単： 210，863，500円 計： 745，904，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，890円 複 勝 � 1，000円 � 180円 � 490円 枠 連（7－8） 590円

馬 連 �� 7，410円 馬 単 �� 18，760円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 7，930円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 30，500円 3 連 単 ��� 212，910円

票 数

単勝票数 計 448809 的中 � 9228（12番人気）
複勝票数 計 611623 的中 � 12944（12番人気）� 119257（1番人気）� 29110（9番人気）
枠連票数 計 363800 的中 （7－8） 47234（2番人気）
馬連票数 計1009837 的中 �� 10561（29番人気）
馬単票数 計 431526 的中 �� 1725（71番人気）
ワイド票数 計 690719 的中 �� 8059（25番人気）�� 2195（71番人気）�� 12589（11番人気）
3連複票数 計1794099 的中 ��� 4411（104番人気）
3連単票数 計2108635 的中 ��� 718（722番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―10．7―10．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―33．3―44．2

上り4F44．7－3F34．2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�アンインジュリー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 スペシャルウィーク

2015．5．13生 牝3栗 母 クロスザレイチェル 母母 ハローレイチェル 5戦1勝 賞金 10，934，000円
初出走 JRA

〔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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 ジェイケイオジョウ号・スケールアップ号・ステラローザ号・ハートイズハート号・ブライティアシップ号・

ポルボローネ号・レジェンドソウル号



（30新潟3）第5日 10月27日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 175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

194，680，000円
6，480，000円
14，820，000円
1，580，000円
21，520，000円
71，573，000円
6，063，200円
1，680，000円

勝馬投票券売得金
318，893，800円
442，628，900円
167，809，600円
574，158，900円
293，339，100円
413，114，600円
874，410，400円
1，171，925，400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 4，256，280，700円

総入場人員 9，354名 （有料入場人員 7，923名）
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