
2901310月6日 曇 稍重 （1新潟3） 第2日 第1競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走9時55分 （芝・左）
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
1：59．6

良
良

33 ワスカランテソーロ 牡2栗 55 柴山 雄一了德寺健二ホール
ディングス� 畠山 吉宏 新ひだか 嶋田牧場 490＋ 22：02．8 1．9�

11 ドゥラモット 牝2黒鹿54 石川裕紀人合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 クビ 5．8�
55 ロードオマージュ 牡2栗 55

52 ▲菅原 明良 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 2 〃 アタマ 8．6�
79 アイブランコ 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 484＋ 82：03．01� 14．5�

44 セ ー リ ン グ 牡2鹿 55
52 ▲斎藤 新栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント

ファーム 428－ 22：03．21� 18．5�
67 コスモタイシ 牡2栗 55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 444－ 8 〃 アタマ 12．9	
22 ロッソモラーレ 牡2芦 55

52 ▲藤田菜七子 
コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 槇本牧場 444＋ 22：03．3クビ 13．6�
710 エ ン ジ ョ イ 牝2栗 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 456＋ 82：03．51� 14．2
56 ミ ラ ベ ル 牝2栗 54 藤懸 貴志 
ビクトリーホースランチ 五十嵐忠男 浦河 大樹ファーム 452－ 42：03．71� 174．4�
812 ロードアンバー �2黒鹿55 嘉藤 貴行 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B438＋ 22：04．23 195．8�
811 プリザーブドローズ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士 
コスモヴューファーム 青木 孝文 浦河 笹島 智則 426＋10 〃 ハナ 243．4�
68 メモリーオブブルー 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成 Him Rock Racing
ホールディングス� 荒川 義之 日高 北田 剛 422－ 42：04．83	 85．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，312，400円 複勝： 37，934，200円 枠連： 7，561，500円
馬連： 35，922，100円 馬単： 20，070，300円 ワイド： 30，389，900円
3連複： 55，961，700円 3連単： 73，744，300円 計： 282，896，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 140円 � 170円 枠 連（1－3） 470円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 200円 �� 300円 �� 460円

3 連 複 ��� 960円 3 連 単 ��� 2，360円

票 数

単勝票数 計 213124 的中 � 94459（1番人気）
複勝票数 計 379342 的中 � 171645（1番人気）� 52442（2番人気）� 34898（3番人気）
枠連票数 計 75615 的中 （1－3） 12366（1番人気）
馬連票数 計 359221 的中 �� 65237（1番人気）
馬単票数 計 200703 的中 �� 22420（1番人気）
ワイド票数 計 303899 的中 �� 44076（1番人気）�� 24952（2番人気）�� 14723（6番人気）
3連複票数 計 559617 的中 ��� 43528（1番人気）
3連単票数 計 737443 的中 ��� 22628（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．1―34．8―47．6―1：00．4―1：12．9―1：25．4―1：38．1―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワスカランテソーロ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．7．28 新潟3着

2017．3．3生 牡2栗 母 クロストウショウ 母母 マザートウショウ 4戦1勝 賞金 10，800，000円

2901410月6日 曇 不良 （1新潟3） 第2日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

牝；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

712 ゴーゴーチアフル 牝2栗 54
51 ▲三津谷隼人上山 牧氏 中竹 和也 浦河 高昭牧場 490－ 21：11．5 15．1�

711 ア ル カ ウ ン 牝2栗 54
51 ▲藤田菜七子 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 浦河 笹島 智則 426± 01：11．71� 2．3�

610 ハヤブサペコムスメ 牝2栗 54 吉田 隼人武田 修氏 尾形 和幸 新ひだか グランド牧場 446＋ 81：11．91� 5．3�
11 カンタベリーアロマ 牝2鹿 54 伴 啓太峰 哲馬氏 星野 忍 新ひだか 藤吉牧場 424± 01：13．17 44．7�
33 エクメディノツルギ 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士橋本慎太郎氏 深山 雅史 青森 有限会社
ラークヒルズ 430－ 21：13．42 153．4�

46 イ マ ー ジ ュ 牝2栗 54 木幡 初也島川 	哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ
スティファーム 406－101：13．61 94．0


57 クリノテルチャン 牝2栗 54 横山 和生栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 山田牧場 474 ―1：13．7� 44．6�
813 シゲルナガレボシ 牝2黒鹿 54

53 ☆菊沢 一樹森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 大林ファーム 442＋ 2 〃 ハナ 12．0�
45 レ ヴ ィ 牝2鹿 54

51 ▲大塚 海渡松谷 翔太氏 林 徹 千歳 社台ファーム 446＋ 81：13．8� 169．6
58 テーオープライム 牝2栗 54

51 ▲斎藤 新小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 428＋10 〃 ハナ 3．1�
34 キタノマナザシ 牝2青鹿54 西田雄一郎北所 直人氏 蛯名 利弘 新ひだか 見上牧場 458－ 6 〃 ハナ 219．4�
814 アオイベクター 牝2青鹿54 勝浦 正樹鈴木 照雄氏 小野 次郎 新ひだか 高橋 修 438－ 61：13．9� 41．6�
22 ル ナ ラ ン ス 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大�前川企画 武藤 善則 青森 太田ファーム 422＋ 41：14．32� 142．2�
69 カイトガイア 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良本田 恒雄氏 武市 康男 浦河 栄進牧場 456± 01：14．93� 64．0�
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売 得 金
単勝： 23，678，300円 複勝： 28，320，800円 枠連： 7，720，400円
馬連： 34，696，600円 馬単： 19，641，600円 ワイド： 27，070，200円
3連複： 53，061，300円 3連単： 72，716，400円 計： 266，905，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 260円 � 120円 � 170円 枠 連（7－7） 1，380円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 4，610円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，060円 �� 290円

3 連 複 ��� 2，490円 3 連 単 ��� 22，310円

票 数

単勝票数 計 236783 的中 � 13222（5番人気）
複勝票数 計 283208 的中 � 19974（5番人気）� 82386（1番人気）� 40838（3番人気）
枠連票数 計 77204 的中 （7－7） 4308（6番人気）
馬連票数 計 346966 的中 �� 17059（6番人気）
馬単票数 計 196416 的中 �� 3192（15番人気）
ワイド票数 計 270702 的中 �� 10754（7番人気）�� 5925（9番人気）�� 26499（2番人気）
3連複票数 計 530613 的中 ��� 15938（6番人気）
3連単票数 計 727164 的中 ��� 2363（59番人気）

ハロンタイム 11．8―11．1―11．8―12．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．9―34．7―47．2―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴーゴーチアフル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．9．22 阪神8着

2017．3．8生 牝2栗 母 マスターチアフル 母母 ホッコービューティ 2戦1勝 賞金 5，000，000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6日 曇 不良 （1新潟3） 第2日 第3競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走10時55分 （500万円以下） （ダート・左）
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
1：47．6

稍重
重

22 フィルストバーン �3黒鹿 55
52 ▲斎藤 新�G1レーシング 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464＋ 21：50．9 4．5�

35 フラッグアドミラル 牡5黒鹿 57
54 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 474± 0 〃 ハナ 24．8�

713 トミケンエンデレア 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 502－ 2 〃 クビ 5．5�
59 	 チェリートリトン 牡5芦 57

54 ▲小林 凌大櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 488＋ 21：51．11
 17．4�
815 モ サ 牡3鹿 55

54 ☆森 裕太朗岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 有限会社 大
作ステーブル 490＋ 2 〃 ハナ 11．1�

47 グロリアスホープ 牡3鹿 55 木幡 初也	ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B498－ 61：51．41� 22．8

46 	 チビノヴァルタン 牝6鹿 55 原田 和真梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム B452＋ 61：51．5クビ 33．7�
34 クラウンロマン 牝6芦 55 柴田 善臣矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 B466－ 4 〃 ハナ 115．9�
611 アイヅリュウコ 牡3栗 55 杉原 誠人真部 晴德氏 小笠 倫弘 新ひだか 増本牧場 476＋ 21：51．81� 33．5
23 トーセンギムレット 牡3鹿 55 岩部 純二島川 �哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 514－ 81：51．9� 17．8�
712 ファンタスティック 牡3栗 55 西田雄一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 476＋101：52．0� 50．5�
814 セレブレイトソング �7栗 57

54 ▲団野 大成 	キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B496＋101：52．32 119．5�
610 カセノウィナー 牡3栗 55 丸山 元気平川 進氏 土田 稔 新冠 村上 雅規 494＋121：53．47 3．7�
11 フクノワイルド 牡3鹿 55 加藤 祥太佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 482＋ 41：53．5� 7．6�
58 ロードキング 牡6鹿 57

56 ☆横山 武史市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム B480－161：53．71 14．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，993，100円 複勝： 39，245，400円 枠連： 9，930，600円
馬連： 39，516，000円 馬単： 17，901，700円 ワイド： 35，154，400円
3連複： 60，554，300円 3連単： 64，841，800円 計： 294，137，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 850円 � 180円 枠 連（2－3） 5，950円

馬 連 �� 8，820円 馬 単 �� 14，720円

ワ イ ド �� 3，090円 �� 500円 �� 3，090円

3 連 複 ��� 18，660円 3 連 単 ��� 94，390円

票 数

単勝票数 計 269931 的中 � 47546（2番人気）
複勝票数 計 392454 的中 � 70504（1番人気）� 8498（11番人気）� 64965（2番人気）
枠連票数 計 99306 的中 （2－3） 1293（23番人気）
馬連票数 計 395160 的中 �� 3469（33番人気）
馬単票数 計 179017 的中 �� 912（64番人気）
ワイド票数 計 351544 的中 �� 2793（38番人気）�� 19585（2番人気）�� 2794（37番人気）
3連複票数 計 605543 的中 ��� 2433（62番人気）
3連単票数 計 648418 的中 ��� 498（333番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．5―13．1―11．9―12．1―12．6―12．4―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．2―35．7―48．8―1：00．7―1：12．8―1：25．4―1：37．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フィルストバーン �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．11．10 東京10着

2016．2．19生 �3黒鹿 母 フレジェール 母母 スキーパラダイス 8戦2勝 賞金 18，150，000円
〔その他〕 フクノワイルド号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 フクノワイルド号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和元年11月6日まで出走できない。

2901610月6日 曇 稍重 （1新潟3） 第2日 第4競走 2，850�障害3歳以上未勝利
発走11時25分 （芝・外内）

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 タイセイアプローズ 牡7鹿 60 平沢 健治田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 478－103：06．7 2．7�
57 � ビ ー ハ グ �7黒鹿60 山本 康志岡田 壮史氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 482± 03：07．65 3．2�
45 ニシノオクタゴン 牡4青鹿60 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 480－ 43：10．7大差 17．2�
68 � ショーストーム 牡6鹿 60 草野 太郎吉冨 学氏 加藤 和宏 浦河 酒井牧場 494－ 23：11．12� 90．7�
33 � レオクイック 牡7鹿 60 金子 光希坂田 行夫氏 加藤 和宏 浦河 田中スタッド 468± 03：11．63 6．3�
812 ダンツカホウ 牝4黒鹿58 小坂 忠士山元 哲二氏 山内 研二 日高 白井牧場 504＋123：12．66 40．3�
710� クリノハプスブルク 牡5鹿 60 大庭 和弥栗本 博晴氏 天間 昭一 青森 諏訪牧場 454＋ 43：13．77 213．7	
711 ルクスムンディー 牡4鹿 60 白浜 雄造前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 514－ 23：14．33� 26．3

44 � ミラクルパレット 牝4黒鹿58 五十嵐雄祐 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 祥泰 新ひだか 千代田牧場 456＋ 43：14．51� 69．5�
11 スズカキッド 牡3栗 58 大江原 圭永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 宮内牧場 454－ 83：15．99 117．6
22 ラインスピリット 牡8黒鹿60 森 一馬大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440＋ 23：16．85 4．3�
813� コウエイサムライ 牡7芦 60 蓑島 靖典中地賢次郎氏 田島 俊明 浦河 �川 啓一 466－233：17．65 127．7�
56 ベラソヴラーノ 牝4鹿 58 小野寺祐太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 新ひだか 上村 清志 472＋ 43：18．45 43．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，359，800円 複勝： 15，191，100円 枠連： 7，413，100円
馬連： 23，206，000円 馬単： 13，416，200円 ワイド： 19，049，600円
3連複： 41，426，600円 3連単： 58，767，800円 計： 193，830，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 130円 � 240円 枠 連（5－6） 320円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 160円 �� 620円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 4，820円

票 数

単勝票数 計 153598 的中 � 44792（1番人気）
複勝票数 計 151911 的中 � 26864（2番人気）� 36110（1番人気）� 12218（5番人気）
枠連票数 計 74131 的中 （5－6） 17865（1番人気）
馬連票数 計 232060 的中 �� 40213（1番人気）
馬単票数 計 134162 的中 �� 11599（1番人気）
ワイド票数 計 190496 的中 �� 39034（1番人気）�� 6574（7番人気）�� 6198（8番人気）
3連複票数 計 414266 的中 ��� 20311（3番人気）
3連単票数 計 587678 的中 ��� 8839（12番人気）
上り 1マイル 1：44．0 4F 49．2－3F 36．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タイセイアプローズ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2014．10．26 京都1着

2012．2．18生 牡7鹿 母 スターフェスタ 母母 パラダイスムーン 障害：7戦1勝 賞金 15，980，000円
※出走取消馬 フォーエロ号（疾病〔感冒〕のため）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ダイワスキャンプ号



2901710月6日 曇 不良 （1新潟3） 第2日 第5競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時15分 （ダート・左）
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

58 キ ラ ー ビ ー 牡2鹿 55 丸田 恭介中丸 裕嗣氏 青木 孝文 浦河 上山牧場 430 ―1：13．5 31．2�
713 バウンティハンター 牡2黒鹿55 黛 弘人浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 486 ―1：13．71 5．3�
34 スーシーホー 牝2鹿 54

53 ☆菊沢 一樹�門別牧場 高橋 文雅 新冠 武田 修一 444 ― 〃 ハナ 49．0�
22 アイアムイチオシ 牡2鹿 55 嘉藤 貴行堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 526 ―1：13．8� 20．9�
35 ジ ョ イ 牝2栗 54 丹内 祐次西村 專次氏 古賀 史生 浦河 岡本 昌市 452 ―1：13．9� 83．8�
23 ハンデンラファール 牝2黒鹿54 岩部 純二坂田 行夫氏 石毛 善彦 新ひだか 松田牧場 448 ―1：14．22 12．1	
47 サイモンバトラー 牡2鹿 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 矢野 英一 新ひだか 本桐牧場 450 ― 〃 クビ 11．1

815 ゲンパチヴィガ 牡2栗 55 荻野 極平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 飛野牧場 B454 ―1：14．3クビ 11．4�
11 スイスライツ 牡2鹿 55

52 ▲藤田菜七子永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 470 ― 〃 ハナ 8．0�
814 シゲルサソリザ 牡2青 55

54 ☆森 裕太朗森中 蕃氏 中野 栄治 日高 スウィング
フィールド牧場 442 ―1：14．4� 78．3

59 ジ ョ ウ ハ リ 牡2栗 55 勝浦 正樹林 弘之氏 田島 俊明 様似 様似共栄牧場 444 ― 〃 クビ 34．6�
611 タッシーアンジェラ 牝2栗 54 藤懸 貴志吉岡 輝美氏 本田 優 日高 川端 正博 476 ―1：14．5� 17．8�
610 リュウノチョッパー 牡2栗 55 嶋田 純次蓑島 竜一氏 伊藤 伸一 浦河 大北牧場 472 ―1：14．71� 42．7�
712 ゴーイングヒーロー 牡2栗 55 宮崎 北斗スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 前田ファーム 406 ―1：15．12� 90．5�
46 トウカイマナ 牝2栗 54 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 浦河 松栄牧場 462 ―1：15．84 2．6�

（15頭）

売 得 金
単勝： 25，066，700円 複勝： 29，690，400円 枠連： 11，680，300円
馬連： 35，414，000円 馬単： 17，356，300円 ワイド： 32，035，700円
3連複： 54，841，300円 3連単： 60，123，500円 計： 266，208，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，120円 複 勝 � 760円 � 190円 � 1，310円 枠 連（5－7） 4，140円

馬 連 �� 8，420円 馬 単 �� 17，710円

ワ イ ド �� 2，340円 �� 8，600円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 73，970円 3 連 単 ��� 506，850円

票 数

単勝票数 計 250667 的中 � 6808（9番人気）
複勝票数 計 296904 的中 � 8913（9番人気）� 54118（2番人気）� 4949（12番人気）
枠連票数 計 116803 的中 （5－7） 2184（15番人気）
馬連票数 計 354140 的中 �� 3258（29番人気）
馬単票数 計 173563 的中 �� 735（60番人気）
ワイド票数 計 320357 的中 �� 3563（26番人気）�� 950（74番人気）�� 2416（35番人気）
3連複票数 計 548413 的中 ��� 556（192番人気）
3連単票数 計 601235 的中 ��� 86（1228番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．0―12．7―12．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―35．2―47．9―1：00．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キ ラ ー ビ ー �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 フォーティナイナー 初出走

2017．5．7生 牡2鹿 母 ア ガ ー テ 母母 サドラーズスター 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 キラービー号の騎手丸田恭介は，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：11番）

バウンティハンター号の騎手黛弘人は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて令和元年10月12日から令和元年
10月19日まで騎乗停止。（被害馬：6番・15番・7番）

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）17頭 アントニウス号・オイデヤスダイジン号・オーラソラーレ号・カズオルヴァル号・カツノセヴンス号・カラヤン号・

キングズランド号・コードジェニック号・シゲルセイウン号・タガノコットン号・チェスナットホーク号・
テンサイドカップ号・ムラサメ号・メシアン号・リネンミッション号・リュウノイノリ号・ワンスウィートデイ号

2901810月6日 曇 稍重 （1新潟3） 第2日 第6競走 ��1，000�2歳未勝利
発走12時45分 （芝・直線）

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

815 ジュニパーベリー 牝2鹿 54 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B458＋ 4 55．7 4．4�
714 リッチクレマチス 牝2青 54

51 ▲菅原 明良長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 440± 0 55．91� 6．5�
713 モンテスデラルーナ 牝2鹿 54 西田雄一郎窪田 康志氏 加藤士津八 新ひだか 千代田牧場 458－ 6 56．53� 9．0�
11 ア ビ エ ル ト 牡2鹿 55

52 ▲斎藤 新野嶋 祥二氏 森 秀行 浦河 富田牧場 470－ 8 56．6� 6．2�
510 リーディングレディ 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 446＋ 8 〃 アタマ 19．9	
816 キ ー ナ ッ ツ 牝2黒鹿54 嘉藤 貴行北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 小泉牧場 444－ 6 56．92 129．4

611 アンビルクローラー 牝2鹿 54 吉田 隼人 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム B438＋ 2 57．21� 5．7�
35 パ ス カ ル 牝2鹿 54

53 ☆横山 武史島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 408－ 4 57．41� 17．6

48 マイファンキー 牝2青鹿 54
51 ▲団野 大成�ビリオンスター宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 450± 0 〃 ハナ 9．4�

59 アスピラシオン 牝2芦 54
51 ▲小林 凌大髙橋 信博氏 高橋 義博 日高 大江牧場 366－ 6 57．71� 100．5�

23 パトローナム 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 新冠 武田牧場 B436＋12 57．8クビ 62．9�
24 エスケイサムソン 牡2鹿 55 岩部 純二伊藤 輔則氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 440－ 2 57．9� 288．0�
612 ロマンスピネル 牝2鹿 54 柴田 善臣菅 實氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 432± 0 58．43 18．9�
47 サ ノ チ ナ 牝2鹿 54

51 ▲藤田菜七子佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 400－ 2 58．5� 17．5�
36 ユアオーダー 牝2青鹿54 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新ひだか 前谷 武志 454＋ 2 58．71� 265．8�
12 キリシマコテツ 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士土屋 君春氏 石毛 善彦 宮崎 土屋牧場 422± 0 59．02 384．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 24，742，900円 複勝： 33，030，500円 枠連： 14，332，600円
馬連： 46，029，600円 馬単： 20，240，400円 ワイド： 34，623，400円
3連複： 83，275，500円 3連単： 88，861，200円 計： 345，136，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 200円 � 240円 枠 連（7－8） 690円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 580円 �� 680円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，840円 3 連 単 ��� 10，440円

票 数

単勝票数 計 247429 的中 � 46325（1番人気）
複勝票数 計 330305 的中 � 56143（2番人気）� 42314（3番人気）� 32540（5番人気）
枠連票数 計 143326 的中 （7－8） 15894（3番人気）
馬連票数 計 460296 的中 �� 27591（2番人気）
馬単票数 計 202404 的中 �� 6104（2番人気）
ワイド票数 計 346234 的中 �� 15452（3番人気）�� 12931（6番人気）�� 11520（8番人気）
3連複票数 計 832755 的中 ��� 21921（3番人気）
3連単票数 計 888612 的中 ��� 6167（4番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―10．7―10．8―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．2―44．0

上り4F43．6－3F33．2
勝馬の
紹 介

ジュニパーベリー �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 スニッツェル デビュー 2019．8．4 新潟8着

2017．2．8生 牝2鹿 母 エ キ ナ シ ア 母母 ニシノマリア 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 アンビルクローラー号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キリシマコテツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年12月6日まで平地競

走に出走できない。



2901910月6日 曇 重 （1新潟3） 第2日 第7競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・左）（500万円以下）

若手騎手；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

814 ケ プ ラ ー 牡3鹿 55
54 ☆菊沢 一樹 �カナヤマホール

ディングス 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 472－ 81：10．9 15．4�
815� メイショウハチク 牡5鹿 57

54 ▲三津谷隼人松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 B468－161：11．0� 29．1�
713� モ ハ ー 牝5栗 55 荻野 極北山 敏�氏 上村 洋行 浦河 ヒダカフアーム 488＋ 61：11．21� 4．9�
610� モ テ モ テ 牝3鹿 53

50 ▲団野 大成�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 452－ 41：11．3クビ 47．3	
611 キョウエイオビエド 牡4芦 57

54 ▲大塚 海渡田中 晴夫氏 勢司 和浩 浦河 山口 義彦 484＋22 〃 クビ 57．3

11 � クリノクノイチ 牝4黒鹿 55

54 ☆森 裕太朗栗本 博晴氏 中尾 秀正 日高 日西牧場 456± 01：11．62 159．1�
47 サ マ ニ ー �6青鹿 57

54 ▲菅原 明良井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B478± 01：11．7� 9．2�
46 ドロウアカード 牝5栗 55

52 ▲斎藤 新�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 B464＋101：11．91� 4．0

59 グ ラ ウ ク ス �3栗 55
52 ▲藤田菜七子 �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 61：12．0クビ 3．3�
58 ビーユアヒーロー 牡4青鹿57 木幡 初也 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新冠 飛渡牧場 492＋ 2 〃 クビ 23．8�
34 チ ャ ン ダ ナ 牝3芦 53

50 ▲山田 敬士�ターフ・スポート粕谷 昌央 日高 ナカノファーム 476＋101：12．1� 17．5�
35 アルミューテン 牝5栗 55 井上 敏樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 502－101：12．2� 8．7�
22 スターリバー 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 山田牧場 472＋181：12．62� 182．4�
712� ラッシュバンガード 牡5栗 57 伴 啓太柳内 光子氏 久保田貴士 日高 木村牧場 B454＋ 21：12．7� 251．9�
23 ノボオリエンス 牝3栗 53

52 ☆横山 武史�LS.M 尾関 知人 浦河 高昭牧場 456－ 81：13．02 31．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 26，297，400円 複勝： 32，974，200円 枠連： 10，745，700円
馬連： 40，870，500円 馬単： 19，889，700円 ワイド： 33，208，200円
3連複： 60，988，300円 3連単： 74，803，500円 計： 299，777，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，540円 複 勝 � 440円 � 650円 � 190円 枠 連（8－8） 12，690円

馬 連 �� 15，490円 馬 単 �� 27，170円

ワ イ ド �� 4，720円 �� 1，340円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 15，750円 3 連 単 ��� 124，950円

票 数

単勝票数 計 262974 的中 � 13626（6番人気）
複勝票数 計 329742 的中 � 17841（7番人気）� 11250（9番人気）� 58419（2番人気）
枠連票数 計 107457 的中 （8－8） 656（26番人気）
馬連票数 計 408705 的中 �� 2044（43番人気）
馬単票数 計 198897 的中 �� 549（80番人気）
ワイド票数 計 332082 的中 �� 1775（45番人気）�� 6525（14番人気）�� 4567（20番人気）
3連複票数 計 609883 的中 ��� 2904（56番人気）
3連単票数 計 748035 的中 ��� 434（414番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．7―12．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．5―47．0―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケ プ ラ ー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．2．23 阪神1着

2016．4．9生 牡3鹿 母 スターコレクション 母母 シンコウエトワール 5戦2勝 賞金 13，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 オースミヌーベル号・ルンルンキャット号

2902010月6日 晴 重 （1新潟3） 第2日 第8競走 ��2，500�3歳以上1勝クラス
発走13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

66 メメランタン 牡3芦 54 岩崎 翼本谷 惠氏 武 幸四郎 日高 沖田牧場 532＋162：38．8レコード 4．3�
89 サージュミノル 牡4黒鹿57 藤懸 貴志吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460－102：39．22� 12．5�
77 ショウナンサニー 牡5鹿 57

54 ▲団野 大成国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 474＋ 82：39．51� 11．3�
55 スターリーパレード 牡3鹿 54

51 ▲斎藤 新 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B496＋102：39．6� 7．2�
22 ネ コ マ ヒ カ 牡4栗 57

54 ▲藤田菜七子節 英司氏 山内 研二 新ひだか 原 弘之 522＋122：40．34 14．5�
44 レシプロケイト 牡3栗 54 丸山 元気ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 6 〃 クビ 1．7	
88 ダンツスピリット 牡3黒鹿 54

53 ☆森 裕太朗山元 哲二氏 山内 研二 日高 賀張中川牧場 B484± 02：41．68 13．9

11 ワイルドグラス 	5鹿 57 丹内 祐次長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 460－162：46．0大差 99．3�

（8頭）
33 
 スズヨブラック 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士鈴木与四郎氏 松永 康利 浦河 栄進牧場 480－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，617，700円 複勝： 24，391，900円 枠連： 5，746，300円
馬連： 24，741，900円 馬単： 18，271，600円 ワイド： 19，797，900円
3連複： 33，063，700円 3連単： 72，356，000円 計： 222，987，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 180円 � 280円 � 290円 枠 連（6－8） 1，250円

馬 連 �� 2，200円 馬 単 �� 4，000円

ワ イ ド �� 720円 �� 740円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 35，370円

票 数

単勝票数 差引計 246177（返還計 4540） 的中 � 45410（2番人気）
複勝票数 差引計 243919（返還計 6698） 的中 � 40400（2番人気）� 20963（4番人気）� 20457（5番人気）
枠連票数 差引計 57463（返還計 2691） 的中 （6－8） 3541（6番人気）
馬連票数 差引計 247419（返還計 14547） 的中 �� 8701（8番人気）
馬単票数 差引計 182716（返還計 8591） 的中 �� 3421（15番人気）
ワイド票数 差引計 197979（返還計 15517） 的中 �� 7150（9番人気）�� 7000（10番人気）�� 4156（14番人気）
3連複票数 差引計 330637（返還計 38860） 的中 ��� 4022（21番人気）
3連単票数 差引計 723560（返還計 74044） 的中 ��� 1483（106番人気）

ハロンタイム 7．3―11．8―11．9―13．0―12．5―12．4―13．2―13．1―12．6―12．5―13．2―12．6―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．3―19．1―31．0―44．0―56．5―1：08．9―1：22．1―1：35．2―1：47．8―2：00．3―2：13．5―2：26．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．0―3F38．5
1
�
9，4，8（1，6）－7，5－2・（9，4）5，6－（7，8）－2＝1

2
�
9，4，8（1，6）（7，5）－2・（9，4）（6，5）－7－（2，8）＝1

勝馬の
紹 介

メメランタン �

父 ク ロ フ ネ �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．3．9 阪神3着

2016．4．28生 牡3芦 母 メメビーナス 母母 ウェディングダイヤ 10戦1勝 賞金 19，000，000円
〔競走除外〕 スズヨブラック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔両後肢挫創〕を発症したため競走除外。発走

時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 スズヨブラック号は，令和元年10月7日から令和元年11月5日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔その他〕 ワイルドグラス号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



2902110月6日 晴 良 （1新潟3） 第2日 第9競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時15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

11 トーセングラン 牡3鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ
スティファーム 422＋ 22：00．7 15．6�

34 � クリノオスマン �5栗 57 嶋田 純次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 日西牧場 456＋10 〃 ハナ 6．0�
59 アマネセール 牡3青鹿 55

52 ▲団野 大成 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 492＋142：01．12� 6．4�
23 ジャストアジゴロ 牡3黒鹿 55

52 ▲斎藤 新原 	子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 444－ 82：01．2� 2．6�
611 ウインインペリアル 牡4栗 57 柴山 雄一	ウイン 
島 一歩 新冠 コスモヴューファーム 504＋16 〃 クビ 51．8

58 テンペスタージ 牡3鹿 55

52 ▲菅原 明良	G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 456－ 22：01．3� 11．6�
712 アースドラゴン 牡3鹿 55

52 ▲藤田菜七子松山 増男氏 根本 康広 浦河 アイオイファーム 476＋ 6 〃 クビ 10．2�
815 レッドジェニファー 牝3栗 53 川須 栄彦 	東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 436± 02：01．4クビ 14．1
713 ロードブレス 牡3黒鹿55 中井 裕二 	ロードホースクラブ 奥村 豊 浦河 市川牧場 502± 02：01．5� 29．8�
814 バイキングクラップ 牡3鹿 55 石川裕紀人 �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：01．6� 12．8�
22 マイネルセリオン 牡3栗 55 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 石郷岡 雅樹 B456－ 22：02．13 30．6�
610 ロゼフェニックス 牡4黒鹿57 勝浦 正樹髙橋 信博氏 高橋 義博 新冠 上井農場 422－ 4 〃 ハナ 38．1�
35 フラッシュスタイル 牡4黒鹿57 柴田 善臣嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 500－ 62：02．31� 83．8�
47 リ ッ キ ー 牡4芦 57 吉田 隼人市川義美ホール

ディングス	 吉村 圭司 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 2 〃 クビ 39．7�
46 � コンゴウトシオー 牡5青鹿 57

54 ▲小林 凌大田畑 利彦氏 伊藤 伸一 浦河 梅田牧場 462＋ 22：05．0大差 209．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 29，504，300円 複勝： 41，461，000円 枠連： 14，042，500円
馬連： 52，272，000円 馬単： 24，158，900円 ワイド： 41，110，300円
3連複： 74，248，700円 3連単： 91，754，000円 計： 368，551，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 330円 � 200円 � 200円 枠 連（1－3） 3，720円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 9，390円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 1，250円 �� 730円

3 連 複 ��� 5，880円 3 連 単 ��� 55，200円

票 数

単勝票数 計 295043 的中 � 15125（8番人気）
複勝票数 計 414610 的中 � 28744（6番人気）� 57469（2番人気）� 56207（3番人気）
枠連票数 計 140425 的中 （1－3） 2923（16番人気）
馬連票数 計 522720 的中 �� 11730（9番人気）
馬単票数 計 241589 的中 �� 1929（35番人気）
ワイド票数 計 411103 的中 �� 9223（10番人気）�� 8286（13番人気）�� 14878（4番人気）
3連複票数 計 742487 的中 ��� 9462（13番人気）
3連単票数 計 917540 的中 ��� 1205（153番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―35．3―47．5―1：00．6―1：13．6―1：26．5―1：38．0―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F34．2
3 6，1，7，2，8（4，9）10（11，5）（3，15）（13，14）－12 4 6，1（2，7）（8，9）（4，10）（11，5）（3，15）（13，14）－12

勝馬の
紹 介

トーセングラン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2018．6．23 東京3着

2016．4．2生 牡3鹿 母 スタイルアンドクラス 母母 Pipalong 9戦1勝 賞金 17，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時20分に変更。

2902210月6日 晴 良 （1新潟3） 第2日 第10競走 ��
��1，800�

あ わ し ま

粟 島 特 別
発走14時50分 （芝・左・外）
3歳以上，1勝クラス（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 364，000円 104，000円 52，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

33 エピックスター �4鹿 57 藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 442－ 21：47．5 16．0�
44 エテレインミノル 牡5鹿 57 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 浦河 杵臼牧場 500± 01：47．6	 4．5�
810 ナスノシンフォニー 牝4栗 55 吉田 隼人�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 486＋ 41：47．91
 2．5�
11 マイネルミュトス 牡3青 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム 468－ 21：48．11� 4．7�
66 ブラゾンダムール 牡4黒鹿57 横山 武史�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 486＋ 61：48．2
 17．1	
55 ピ ノ ク ル 牡3黒鹿55 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 492＋ 4 〃 ハナ 4．5

78 グレルグリーン 牡3黒鹿55 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 448－ 61：48．52 17．3�
77 ダイイチターミナル 牡5鹿 57 嘉藤 貴行�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 448－ 21：48．6	 61．2
89 � オーケーブロッサム 牝3青 53 小坂 忠士小野 建氏 奥村 豊 米 Orpendale

& Chelston 480± 01：49．66 91．0�
（9頭）

22 ナンヨープランタン 牡4黒鹿57 秋山真一郎中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 454－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 35，020，900円 複勝： 35，606，800円 枠連： 8，299，700円
馬連： 53，284，500円 馬単： 28，590，000円 ワイド： 37，075，700円
3連複： 64，135，700円 3連単： 113，377，500円 計： 375，390，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 350円 � 150円 � 150円 枠 連（3－4） 2，600円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 7，120円

ワ イ ド �� 930円 �� 930円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，820円 3 連 単 ��� 37，090円

票 数

単勝票数 差引計 350209（返還計 7040） 的中 � 17499（5番人気）
複勝票数 差引計 356068（返還計 6931） 的中 � 19071（7番人気）� 67535（3番人気）� 69833（1番人気）
枠連票数 差引計 82997（返還計 3854） 的中 （3－4） 2468（11番人気）
馬連票数 差引計 532845（返還計 28140） 的中 �� 12526（15番人気）
馬単票数 差引計 285900（返還計 13105） 的中 �� 3011（30番人気）
ワイド票数 差引計 370757（返還計 16919） 的中 �� 9668（15番人気）�� 9748（14番人気）�� 28624（5番人気）
3連複票数 差引計 641357（返還計 69763） 的中 ��� 12583（20番人気）
3連単票数 差引計1133775（返還計103691） 的中 ��� 2216（139番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―11．9―12．2―12．2―11．9―11．3―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．2―25．0―36．9―49．1―1：01．3―1：13．2―1：24．5―1：35．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エピックスター �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2018．1．13 中山1着

2015．2．16生 �4鹿 母 ラッキーレディ 母母 ネヴァーピリオド 9戦2勝 賞金 19，864，000円
〔競走除外〕 ナンヨープランタン号は，疾病〔外傷性鼻出血〕のため装鞍所で競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 オーケーブロッサム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年12月6日まで平地競走に出走

できない。



2902310月6日 晴 良 （1新潟3） 第2日 第11競走 ��
��1，400�

しんえつ

信越ステークス（Ｌ）
発走15時25分 （芝・左）
3歳以上，30．10．6以降1．9．29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 25，000，000円 10，000，000円 6，300，000円 3，800，000円 2，500，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

12 ア ル ー シ ャ 牝4芦 53 丸山 元気 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 438－ 41：21．3 5．5�
36 プールヴィル 牝3鹿 52 秋山真一郎吉田 照哉氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 418＋ 2 〃 ハナ 4．9�
59 デアレガーロ 牝5鹿 55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 482± 0 〃 クビ 5．3�
510 メイケイダイハード 牡4鹿 53 勝浦 正樹名古屋競馬� 中竹 和也 浦河 浦河小林牧場 536± 01：21．4� 26．6�
612 エントシャイデン 牡4芦 54 中谷 雄太前田 幸治氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 474＋ 61：21．61� 7．5	
47 アンコールプリュ 牝4黒鹿53 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：21．7クビ 12．2

11 ミュゼエイリアン 	7鹿 55 木幡 初也菊地 祐司氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 484± 0 〃 クビ 64．3�
817 リバティハイツ 牝4鹿 54 丸田 恭介 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 452－ 81：21．8
 9．5�
816 キャプテンペリー 	6栗 54 柴田 善臣千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 492＋ 2 〃 クビ 27．7
35 タイムトリップ 牡5黒鹿54 柴山 雄一中村 祐子氏 菊川 正達 浦河 鵜木 唯義 498－ 61：21．9クビ 21．3�
611 ツーエムマイスター 牡7黒鹿53 藤懸 貴志水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456± 0 〃 ハナ 13．8�
23 トウショウドラフタ 牡6栗 54 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 488＋ 61：22．0
 62．9�
713 ディープダイバー 牡3黒鹿54 石川裕紀人�ノースヒルズ 大久保龍志 新冠 平山牧場 450－ 21：22．42
 13．2�
48 タマモブリリアン 牝6黒鹿52 加藤 祥太タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 484± 01：22．61� 170．1�
24 キングハート 牡6鹿 56 横山 和生増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 498＋18 〃 クビ 25．0�
815 サフランハート 牡6鹿 53 菊沢 一樹海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 456－ 61：23．13 199．7�
714 ヴ ェ ネ ト 牡7鹿 53 荻野 極 �サンデーレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 21：23．2
 69．2�
（17頭）

売 得 金
単勝： 54，796，000円 複勝： 75，223，000円 枠連： 40，934，100円
馬連： 187，294，200円 馬単： 68，391，100円 ワイド： 110，627，300円
3連複： 311，479，000円 3連単： 363，733，500円 計： 1，212，478，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 190円 � 200円 枠 連（1－3） 1，220円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 600円 �� 630円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 10，960円

票 数

単勝票数 計 547960 的中 � 78722（3番人気）
複勝票数 計 752230 的中 � 99810（2番人気）� 108166（1番人気）� 97071（3番人気）
枠連票数 計 409341 的中 （1－3） 25956（4番人気）
馬連票数 計1872942 的中 �� 93350（2番人気）
馬単票数 計 683911 的中 �� 16757（5番人気）
ワイド票数 計1106273 的中 �� 47029（1番人気）�� 44798（3番人気）�� 46682（2番人気）
3連複票数 計3114790 的中 ��� 99833（1番人気）
3連単票数 計3637335 的中 ��� 24048（5番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．9―11．7―12．1―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．7―33．6―45．3―57．4―1：09．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 11－10，6（1，4，14，15）（5，9）（8，7）13（2，17）（3，16）12 4 11－10，6（1，4，14，15）（5，9，7）（8，2，13）（3，17）（16，12）

勝馬の
紹 介

ア ル ー シ ャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tapit デビュー 2017．11．25 東京2着

2015．2．1生 牝4芦 母 ザ ズ ー 母母 Rhumb Line 10戦5勝 賞金 90，305，000円

2902410月6日 晴 重 （1新潟3） 第2日 第12競走 ��1，800�
す が な だ け

菅 名 岳 特 別
発走16時00分 （ダート・左）

牝，3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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 � コースレコード

中央レコード
1：49．5
1：47．6

稍重
重

815 グレースゼット 牝3芦 53 川須 栄彦�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 512＋ 21：50．1 4．1�
610 シンコーメグチャン 牝4鹿 55 斎藤 新豊原 正嗣氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三石橋本牧場 482＋ 21：50．31� 20．7�
46 � グラマラスライフ 牝4黒鹿55 丸山 元気 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム B478＋ 81：50．61� 6．2�
34 ナ ム ラ キ ヌ 牝4鹿 55 石川裕紀人奈村 睦弘氏 高橋 義忠 日高 いとう牧場 466－ 4 〃 クビ 45．3�
713 ミラクルブラッド 牝4鹿 55 柴山 雄一芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 444－ 6 〃 ハナ 22．2�
59 シネマソングス 牝4黒鹿55 吉田 隼人 	グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 436＋ 61：50．7	 18．1

611 ショーカノン 牝5鹿 55 秋山真一郎吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム 516＋ 61：51．01� 34．0�
712 フラッシングジェム 牝3青鹿53 嘉藤 貴行 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 478－ 41：51．1	 5．5�
11 アオイテソーロ 牝5黒鹿55 丹内 祐次了德寺健二ホール

ディングス	 加藤士津八 安平 ノーザンファーム 494－ 21：51．31� 6．0
47 キャンディスイート 牝3鹿 53 宮崎 北斗吉田 千津氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 454＋ 21：51．4	 17．9�
35 ケイツーリラ 牝4青鹿55 黛 弘人楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 444＋ 41：51．61	 15．4�
23 タイトロープウィン 牝3栗 53 柴田 善臣浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 432＋ 21：52．45 16．2�
58 ミ ラ ビ リ ア 牝4栗 55 藤田菜七子 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド B470－ 21：52．5	 18．6�
22 ケールダンセール 牝4芦 55 荻野 極名古屋友豊	 池添 学 安平 ノーザンファーム 524＋221：53．13	 24．6�
814 デルニエオール 牝4栗 55 横山 武史 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 420± 01：58．2大差 36．8�
（15頭）

売 得 金
単勝： 46，124，300円 複勝： 63，549，000円 枠連： 26，778，600円
馬連： 103，359，400円 馬単： 40，203，000円 ワイド： 72，525，000円
3連複： 159，606，000円 3連単： 195，961，300円 計： 708，106，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 210円 � 560円 � 230円 枠 連（6－8） 2，740円

馬 連 �� 4，890円 馬 単 �� 7，560円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 820円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 11，810円 3 連 単 ��� 64，160円

票 数

単勝票数 計 461243 的中 � 89392（1番人気）
複勝票数 計 635490 的中 � 90364（1番人気）� 24413（10番人気）� 75583（4番人気）
枠連票数 計 267786 的中 （6－8） 7560（16番人気）
馬連票数 計1033594 的中 �� 16351（19番人気）
馬単票数 計 402030 的中 �� 3988（23番人気）
ワイド票数 計 725250 的中 �� 9893（24番人気）�� 23596（5番人気）�� 7826（32番人気）
3連複票数 計1596060 的中 ��� 10130（34番人気）
3連単票数 計1959613 的中 ��� 2214（183番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．1―34．8―47．5―59．9―1：12．3―1：25．1―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレースゼット �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2019．4．20 京都13着

2016．2．16生 牝3芦 母 アトムチェリー 母母 アトムプリンセス 6戦3勝 賞金 27，829，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルニエオール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年11月6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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 レイナデルビエント号
（非抽選馬） 5頭 アスターストーリー号・キコクイーン号・クリノヴィクトリア号・ダンツチョイス号・ディーズフェイク号

３レース目



（1新潟3）第2日 10月6日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 164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

210，080，000円
1，290，000円
22，290，000円
1，540，000円
23，190，000円
66，564，000円
4，994，600円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
353，513，800円
456，618，300円
165，185，400円
676，606，800円
308，130，800円
492，667，600円
1，052，642，100円
1，331，040，800円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，836，405，600円

総入場人員 10，817名 （有料入場人員 9，131名）
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