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2902510月17日 曇 良 （2新潟4） 第3日 第1競走 2，850�障害3歳以上未勝利
発走9時50分（番組第4競走を順序変更） （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：01．4良

710 インシュラー �6鹿 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 456－143：06．0 2．6�
812 コ ー ン ス ス 牡5鹿 60 植野 貴也加藤 誠氏 森田 直行 日高 沖田牧場 518＋ 43：07．38 23．8�
68 タガノファジョーロ 牡4鹿 60 北沢 伸也八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 464－ 23：07．62 17．4�
11 バイオレントブロー �5黒鹿60 白浜 雄造 �キャロットファーム 佐々木晶三 むかわ 上水牧場 484－ 23：07．7� 2．5�
813 メイショウキタグニ 牡5黒鹿60 難波 剛健松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 480± 03：07．8� 44．0�
69 キ ー パ ン チ 牡3鹿 58 熊沢 重文北前孔一郎氏 宮 徹 新冠 中本牧場 470＋123：09．39 33．7	
57 ヤサカリベルテ 牡4栗 60 上野 翔志邑 宣彦氏 水野 貴広 新冠 小泉牧場 468＋ 83：09．4� 5．5

56 ブルーガーディアン 牡8黒鹿60 大庭 和弥 �YGGホースクラブ 星野 忍 新ひだか 加野牧場 498－143：10．25 13．0�
44 グリニッチヴィレジ 牝7黒鹿58 蓑島 靖典 �コロンバスサークル 天間 昭一 新ひだか 岡田スタツド 450－143：10．52 70．7
711 メメランタン 牡4芦 60 西谷 誠本谷 惠氏 谷 潔 日高 沖田牧場 534＋ 43：13．5大差 34．5�
33 � ア イ ア ス �4栗 60 伴 啓太畑 末廣郎氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 520＋123：14．35 245．7�
45 テイエムリボー 牡5青鹿60 黒岩 悠竹園 正繼氏 武 英智 平取 清水牧場 508＋ 83：15．25 42．6�
22 ラ パ ウ ィ ラ 牡3芦 58 草野 太郎八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 474＋18 〃 アタマ 174．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，193，800円 複勝： 17，093，500円 枠連： 6，594，200円
馬連： 24，787，400円 馬単： 14，383，900円 ワイド： 21，922，100円
3連複： 46，435，100円 3連単： 55，104，300円 計： 200，514，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 530円 � 420円 枠 連（7－8） 1，590円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 4，970円

ワ イ ド �� 960円 �� 1，040円 �� 3，980円

3 連 複 ��� 15，650円 3 連 単 ��� 58，230円

票 数

単勝票数 計 141938 的中 � 42384（2番人気）
複勝票数 計 170935 的中 � 40402（2番人気）� 6785（6番人気）� 8902（5番人気）
枠連票数 計 65942 的中 （7－8） 3199（4番人気）
馬連票数 計 247874 的中 �� 5631（11番人気）
馬単票数 計 143839 的中 �� 2170（16番人気）
ワイド票数 計 219221 的中 �� 6009（8番人気）�� 5530（10番人気）�� 1365（33番人気）
3連複票数 計 464351 的中 ��� 2225（45番人気）
3連単票数 計 551043 的中 ��� 686（157番人気）
上り 1マイル 1：44．2 4F 51．0－3F 38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インシュラー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Nureyev デビュー 2017．1．29 東京1着

2014．4．11生 �6鹿 母 アイルドフランス 母母 Stella Madrid 障害：4戦1勝 賞金 14，200，000円
〔制裁〕 アイアス号の調教師古賀史生は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

2902610月17日 曇 良 （2新潟4） 第3日 第2競走 1，800�2歳未勝利
発走10時25分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．0
1：50．9

重
不良

811 ホールシバン 牡2鹿 55 岩田 望来ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 496－ 81：54．7 4．4�

710 クリノクラール 牡2鹿 55 吉田 隼人栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 482－121：55．55 4．8�
67 ノーティーガール 牝2栗 54 横山 武史藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 白井牧場 472＋ 21：55．6� 2．5�
22 コ タ 牡2青鹿55 中井 裕二小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B454－ 21：56．55 68．3�
33 ウ ル ピ カ 牡2鹿 55 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 浜本牧場 504＋ 21：56．6クビ 7．0�
56 クレイジーエックス 牡2青鹿 55

53 △亀田 温心深見 富朗氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 452± 01：57．23� 24．7�
44 ベルザキャット 牝2栗 54 西村 太一	ミルファーム 高橋 文雅 新ひだか 岡田牧場 432－ 21：57．3� 290．1

11 ウイングウインド 牡2鹿 55 藤井勘一郎	宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 462± 01：57．93� 59．7�
55 スタンドバイユー �2青 55

52 ▲秋山 稔樹堀口 晴男氏 稲垣 幸雄 日高 日西牧場 444＋ 2 〃 アタマ 356．7�
812 ニシノレガシー 牡2青鹿 55

53 ◇藤田菜七子西山 茂行氏 長谷川浩大 日高 沖田牧場 512－ 41：58．0� 25．6
79 カ ガ ブ ル ー 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大香川 憲次氏 大江原 哲 新冠 ハシモトフアーム 464＋121：58．42� 33．8�
68 マイネルボーダレス 牡2鹿 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 浜口牧場 430＋ 41：59．88 11．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，869，100円 複勝： 30，048，800円 枠連： 5，099，300円
馬連： 34，347，100円 馬単： 17，456，000円 ワイド： 27，023，500円
3連複： 47，501，700円 3連単： 59，368，900円 計： 247，714，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 150円 � 110円 枠 連（7－8） 740円

馬 連 �� 940円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 330円 �� 190円 �� 260円

3 連 複 ��� 660円 3 連 単 ��� 5，240円

票 数

単勝票数 計 268691 的中 � 50373（2番人気）
複勝票数 計 300488 的中 � 48897（2番人気）� 42450（4番人気）� 93535（1番人気）
枠連票数 計 50993 的中 （7－8） 5278（4番人気）
馬連票数 計 343471 的中 �� 28032（4番人気）
馬単票数 計 174560 的中 �� 6532（8番人気）
ワイド票数 計 270235 的中 �� 18384（4番人気）�� 41614（1番人気）�� 25885（3番人気）
3連複票数 計 475017 的中 ��� 53405（1番人気）
3連単票数 計 593689 的中 ��� 8210（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．3―37．1―50．1―1：02．8―1：15．5―1：28．4―1：41．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホールシバン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 Hard Spun デビュー 2020．9．13 中山3着

2018．3．13生 牡2鹿 母 サ マ リ ー ズ 母母 ミスアドーラブル 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルボーダレス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月17日まで平

地競走に出走できない。

第４回 新潟競馬 第３日



2902710月17日 曇 良 （2新潟4） 第3日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時55分 （ダート・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000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 ヒットガール 牝2栗 54
53 ☆斎藤 新トライスターレーシング 松下 武士 新ひだか 西村牧場 484－ 21：12．9 5．1�

611 タ ガ ノ ペ カ 牝2鹿 54
52 ◇藤田菜七子八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 502＋ 41：13．11 4．5�
59 アイリーライフ 牝2鹿 54 横山 武史 �YGGホースクラブ 武井 亮 日高 下河辺牧場 464－ 21：13．31� 4．8�
610 ユメノシラベ 牝2栗 54 岩田 望来諸江 幸祐氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 490－ 21：13．51� 13．1�
11 トランザクト 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 B492－ 81：13．6� 6．0�
46 ラスティネイル 牝2芦 54

51 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 442－ 21：13．91� 98．7	
712 イロエンピツ 牝2黒鹿54 古川 吉洋内田 玄祥氏 大根田裕之 熊本 本田 土寿 454－ 41：14．11� 8．2

23 ジオパークマグマ 牡2鹿 55

53 △菅原 明良小関 勝紀氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 442＋ 21：14．31� 12．3�
34 ミ ラ ク ル 牝2鹿 54 西村 淳也�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 444＋ 2 〃 ハナ 31．3�
47 キ テ ィ ラ 牝2栗 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 清水 英克 新ひだか 畠山牧場 440－ 8 〃 クビ 33．6
22 ハンデンローズ 牝2栗 54 柴田 善臣坂田 行夫氏 土田 稔 新冠 村上 進治 476＋ 21：14．72� 128．2�
814 サイタオフェーリア 牝2青 54 木幡 初也サイタグローバル 杉浦 宏昭 新冠 柏木 一則 432－ 21：14．8クビ 33．0�
58 ブ リ ス ク 牡2栗 55

54 ☆菊沢 一樹平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 476－ 41：15．01� 307．4�
815 セ ン ナ リ 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 486－101：15．21� 432．5�
35 テンシノココロ 牡2栗 55

53 △亀田 温心 COCORO組合 佐々木晶三 新冠 佐藤牧場 446＋ 61：15．62� 159．2�
（15頭）

売 得 金
単勝： 32，775，200円 複勝： 39，145，900円 枠連： 7，506，600円
馬連： 41，178，000円 馬単： 19，349，100円 ワイド： 40，820，400円
3連複： 63，859，200円 3連単： 68，970，100円 計： 313，604，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 180円 � 170円 枠 連（6－7） 540円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 530円 �� 590円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 12，790円

票 数

単勝票数 計 327752 的中 � 54431（3番人気）
複勝票数 計 391459 的中 � 48438（4番人気）� 57407（3番人気）� 64116（2番人気）
枠連票数 計 75066 的中 （6－7） 10764（1番人気）
馬連票数 計 411780 的中 �� 25483（4番人気）
馬単票数 計 193491 的中 �� 6155（6番人気）
ワイド票数 計 408204 的中 �� 19534（3番人気）�� 17377（6番人気）�� 22670（2番人気）
3連複票数 計 638592 的中 ��� 22037（2番人気）
3連単票数 計 689701 的中 ��� 3908（18番人気）

ハロンタイム 11．9―10．9―11．7―12．8―12．2―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．8―34．5―47．3―59．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒットガール �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 サウスヴィグラス デビュー 2020．7．4 阪神8着

2018．2．26生 牝2栗 母 タイヨウガデテキタ 母母 コパノジャーノー 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔発走状況〕 テンシノココロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 テンシノココロ号は，発走調教再審査。

2902810月17日 曇 良 （2新潟4） 第3日 第4競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走11時25分（番組第1競走を順序変更） （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000円 3，200，000円 2，000，000円 1，200，000円 790，000円� コースレコード3：01．4良

22 キャプテンペリー �7栗 60 五十嵐雄祐千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 514＋ 23：07．0 3．6�
810 オレンジオレンジ 牝4鹿 58 黒岩 悠飯田 良枝氏 平田 修 新ひだか 千代田牧場 458± 03：07．1� 1．8�
78 ホウオウアクセル 牡4栗 60 北沢 伸也小笹 芳央氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 446－ 8 〃 アタマ 7．9�
811 ゲインスプレマシー �4鹿 60 伴 啓太 �サンデーレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 478－ 43：07．52� 7．4�
55 ボランテレオ 牡4鹿 60 熊沢 重文近藤 克麿氏 森田 直行 浦河 信岡牧場 504－ 83：08．03 76．0�
66 モッズストーン �4栗 60 上野 翔吉田 和美氏 武井 亮 新ひだか 畠山牧場 492＋ 2 〃 アタマ 31．4	
67 インザムード �3青鹿58 難波 剛健三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460－ 83：08．31� 56．1

79 ニシノオクタゴン 牡5青鹿60 江田 勇亮西山 茂行氏 田村 康仁 日高 西山牧場 482＋ 43：08．93� 19．5�
33 	 ブルベアカーキ 牡4鹿 60 草野 太郎森中 蕃氏 和田 勇介 新ひだか 沼田 照秋 B542－ 43：09．32� 32．2�
44 シングンハート 牝4黒鹿58 金子 光希伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 444－ 43：10．910 80．0
11 ラブオナヴィータ 牝3鹿 56 蓑島 靖典由井健太郎氏 尾関 知人 浦河 梅田牧場 450± 03：12．28 140．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，169，700円 複勝： 15，811，700円 枠連： 5，477，700円
馬連： 21，927，700円 馬単： 13，762，000円 ワイド： 18，280，200円
3連複： 38，467，300円 3連単： 54，471，800円 計： 188，368，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（2－8） 380円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 210円 �� 350円 �� 220円

3 連 複 ��� 760円 3 連 単 ��� 3，500円

票 数

単勝票数 計 201697 的中 � 44342（2番人気）
複勝票数 計 158117 的中 � 30955（2番人気）� 45858（1番人気）� 22613（4番人気）
枠連票数 計 54777 的中 （2－8） 11027（2番人気）
馬連票数 計 219277 的中 �� 36254（1番人気）
馬単票数 計 137620 的中 �� 8754（3番人気）
ワイド票数 計 182802 的中 �� 23353（1番人気）�� 11846（5番人気）�� 22064（2番人気）
3連複票数 計 384673 的中 ��� 37754（1番人気）
3連単票数 計 544718 的中 ��� 11254（4番人気）
上り 1マイル 1：46．1 4F 51．0－3F 38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キャプテンペリー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2015．7．11 福島1着

2013．4．15生 �7栗 母 メイグレイス 母母 サンシャインステラ 障害：3戦1勝 賞金 9，890，000円



2902910月17日 曇 良 （2新潟4） 第3日 第5競走 ��1，400�2歳新馬
発走12時15分 （芝・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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

818 ムーンビード 牝2鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース友道 康夫 千歳 社台ファーム 462 ―1：23．5 4．8�
23 メイショウツツジ 牝2黒鹿54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 428 ―1：23．6� 7．4�
48 ジャストザビアンカ 牝2青鹿54 西村 淳也ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 新ひだか 前田ファーム 440 ―1：23．81� 6．3�
612 ワ ザ モ ノ 牡2鹿 55 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 498 ―1：23．9� 13．7�
611 キ ャ ン ビ ー 牡2黒鹿55 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 浦河 市川フアーム 486 ―1：24．11� 48．4	
12 サンフィニティ 牝2鹿 54 横山 武史 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 422 ― 〃 ハナ 7．0

816 シーチェンジ 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子吉田 晴哉氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420 ― 〃 ハナ 11．7�

510 タマモコレクト 牡2鹿 55 熊沢 重文タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 476 ―1：24．2� 85．7�
715 デストゥリエーレ 牡2青鹿55 丸田 恭介ライオンレースホース� 池上 昌和 浦河 秋場牧場 456 ― 〃 クビ 35．1
24 ワンズワード 牡2栗 55 木幡 初也鈴木 芳夫氏 杉浦 宏昭 様似 清水 誠一 458 ―1：24．3� 17．4�
47 ムラサメマル 牡2鹿 55 柴田 善臣高橋 文男氏 尾形 和幸 日高 藤本ファーム 448 ―1：24．51� 27．8�
11 ジェットセッター 牡2鹿 55 藤井勘一郎野村 茂雄氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 458 ― 〃 アタマ 14．6�
714 リュウノエルヴィス 牡2芦 55 勝浦 正樹蓑島 竜一氏 小野 次郎 新ひだか 藤川フアーム 466 ― 〃 クビ 13．2�
817 マザーフェイヴァー 牝2鹿 54 川又 賢治�ターフ・スポート上原 博之 浦河 笹地牧場 422 ―1：24．71 63．7�
59 チャルコパイライト 牡2鹿 55 荻野 極高橋 文男氏 宗像 義忠 平取 赤石牧場 436 ―1：24．8� 128．5�
36 ゴヨウマツミッチー 牡2黒鹿 55

52 ▲秋山 稔樹�川島牧場 蛯名 利弘 新冠 川島牧場 438 ― 〃 ハナ 128．6�
713 スカイカンナ 牝2鹿 54

52 △菅原 明良小島 俊治氏 栗田 徹 浦河 辻 牧場 440 ―1：25．11� 24．4�
35 � マイサンライズ 牝2黒鹿54 柴山 雄一�和田牧場 和田正一郎 米

Chad Austin
Reed & Hill ’n’
Dale Farms

526 ―1：29．9大差 58．2�
（18頭）

売 得 金
単勝： 27，335，200円 複勝： 34，628，400円 枠連： 11，540，600円
馬連： 36，377，400円 馬単： 15，929，700円 ワイド： 38，363，900円
3連複： 62，887，600円 3連単： 62，232，200円 計： 289，295，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 210円 � 190円 枠 連（2－8） 1，010円

馬 連 �� 2，290円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 770円 �� 700円 �� 670円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 19，240円

票 数

単勝票数 計 273352 的中 � 46789（1番人気）
複勝票数 計 346284 的中 � 56580（1番人気）� 39696（4番人気）� 46171（2番人気）
枠連票数 計 115406 的中 （2－8） 8823（2番人気）
馬連票数 計 363774 的中 �� 12306（6番人気）
馬単票数 計 159297 的中 �� 3045（7番人気）
ワイド票数 計 383639 的中 �� 12698（5番人気）�� 13980（4番人気）�� 14781（1番人気）
3連複票数 計 628876 的中 ��� 11804（3番人気）
3連単票数 計 622322 的中 ��� 2345（7番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―12．3―12．1―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．4―34．9―47．2―59．3―1：11．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ムーンビード �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Northern Afleet 初出走

2018．3．16生 牝2鹿 母 イブニングジュエル 母母 Jewel of the Night 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 マイサンライズ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 マイサンライズ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイサンライズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月17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10頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）10頭 インワンシティング号・キャッチミー号・コスモヴィテス号・サンウィンズロー号・ジェネレイトヒート号・

テンナイスポイント号・ハイフォース号・ミエノベルル号・ミスティックアイル号・ヨッシャー号

2903010月17日 曇 良 （2新潟4） 第3日 第6競走 2，500�3歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．8
2：38．6

重
不良

810 ウインダークローズ 牡3青鹿54 丹内 祐次�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 482＋142：40．1 6．3�
66 タガノキングロード 牡3黒鹿 54

53 ☆斎藤 新八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476± 02：41．69 5．0�

78 チ ェ ー ロ 牡3黒鹿54 柴山 雄一�GET NEXT 奥村 豊 浦河 辻 牧場 484＋ 42：41．7クビ 18．6�
22 イシュタルゲート 牡4鹿 57 吉田 隼人吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 512－ 42：42．34 5．2�
67 セ ロ シ ア 牡4黒鹿57 西村 淳也�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社

ノースヒルズ B472－ 42：42．93� 3．8�
79 グッドリドゥンス 牡3栗 54 柴田 善臣林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 476＋ 22：43．11 9．1	
44 トモジャタイクーン 牡5鹿 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新冠 新冠橋本牧場 502－ 4 〃 クビ 33．5

55 ファンタスティック 牡4栗 57 藤井勘一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム 474± 02：43．84 11．1�
11 マジックウォリアー 牡3鹿 54 �島 克駿吉田 晴哉氏 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 510－ 42：44．43� 8．7�
33 トゥプエデス 牡4黒鹿57 川又 賢治佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 452± 0 〃 ハナ 51．1
811 ユウキビバワンダー �7栗 57 佐久間寛志雪本 秀樹氏 藤沢 則雄 日高 日西牧場 514－122：46．3大差 43．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 21，382，500円 複勝： 31，393，800円 枠連： 5，845，500円
馬連： 29，531，600円 馬単： 13，716，000円 ワイド： 27，439，000円
3連複： 43，623，100円 3連単： 54，040，500円 計： 226，972，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 230円 � 200円 � 560円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 840円 �� 2，390円 �� 1，510円

3 連 複 ��� 11，280円 3 連 単 ��� 50，550円

票 数

単勝票数 計 213825 的中 � 26948（4番人気）
複勝票数 計 313938 的中 � 38597（4番人気）� 45650（2番人気）� 12065（8番人気）
枠連票数 計 58455 的中 （6－8） 7666（1番人気）
馬連票数 計 295316 的中 �� 12783（6番人気）
馬単票数 計 137160 的中 �� 2744（14番人気）
ワイド票数 計 274390 的中 �� 8717（12番人気）�� 2879（27番人気）�� 4644（23番人気）
3連複票数 計 436231 的中 ��� 2899（44番人気）
3連単票数 計 540405 的中 ��� 775（207番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．1―18．6―30．1―43．6―57．2―1：10．6―1：24．2―1：37．7―1：49．9―2：01．8―2：14．1―2：26．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインダークローズ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．9．22 阪神12着

2017．3．17生 牡3青鹿 母 ベ リ ー フ 母母 ダイアモンドコア 15戦2勝 賞金 21，902，000円
〔その他〕 ユウキビバワンダー号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。



2903110月17日 曇 良 （2新潟4） 第3日 第7競走 1，800�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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

55 サンレイファイト 牡4栗 57
55 △亀田 温心永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 466＋ 21：53．9 14．9�

67 キースローガン 牡3栗 55 �島 克駿北前孔一郎氏 川村 禎彦 浦河 浦河小林牧場 470－ 81：54．22 6．5�
811� パープルヒビキ 牡5栗 57 岩田 望来中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 514－10 〃 アタマ 5．9�
22 ルクスムンディー 牡5鹿 57

55 ◇藤田菜七子前田 幸治氏 寺島 良 むかわ 上水牧場 B518± 01：54．52 11．6�
66 クラウドスケープ 牡4黒鹿 57

55 △菅原 明良下河辺俊行氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 486± 01：54．81� 16．1�
11 マテラサンオウ 牡4黒鹿57 西村 淳也大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 442＋ 2 〃 アタマ 4．7�
79 ナムラタイガー 牡3鹿 55

52 ▲秋山 稔樹奈村 信重氏 鈴木 孝志 浦河 木村牧場 526＋101：54．9クビ 2．8	
33 ハットルヴァン 牡3黒鹿 55

54 ☆菊沢 一樹服部 邦繁氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 494＋101：55．0� 13．2

810 アララトテソーロ 牡4栗 57 川又 賢治了德寺健二ホール

ディングス� 和田 雄二 浦河 笹島 政信 486＋ 41：55．1� 81．3�
44 ホウオウジョーカー 牡3青鹿 55

54 ☆斎藤 新小笹 芳央氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B508－ 81：55．73� 18．4
78 � トライゲッター �4黒鹿57 井上 敏樹畑佐 博氏 伊藤 大士 浦河 中島牧場 490－101：55．91	 75．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 23，204，800円 複勝： 30，532，100円 枠連： 5，393，600円
馬連： 31，205，900円 馬単： 15，564，600円 ワイド： 30，922，700円
3連複： 45，826，500円 3連単： 56，976，900円 計： 239，627，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 330円 � 220円 � 280円 枠 連（5－6） 3，550円

馬 連 �� 4，930円 馬 単 �� 12，810円

ワ イ ド �� 1，270円 �� 950円 �� 520円

3 連 複 ��� 10，800円 3 連 単 ��� 100，260円

票 数

単勝票数 計 232048 的中 � 12389（7番人気）
複勝票数 計 305321 的中 � 22315（7番人気）� 40113（3番人気）� 27973（4番人気）
枠連票数 計 53936 的中 （5－6） 1175（16番人気）
馬連票数 計 312059 的中 �� 4898（24番人気）
馬単票数 計 155646 的中 �� 911（54番人気）
ワイド票数 計 309227 的中 �� 6025（18番人気）�� 8181（12番人気）�� 15942（5番人気）
3連複票数 計 458265 的中 ��� 3180（45番人気）
3連単票数 計 569769 的中 ��� 412（379番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．5―36．9―49．9―1：03．0―1：15．2―1：28．1―1：40．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンレイファイト �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．17 函館14着

2016．2．10生 牡4栗 母 スズカフローラ 母母 ブリイジースズカ 22戦2勝 賞金 23，650，000円

2903210月17日 曇 良 （2新潟4） 第3日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・左・外）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

711 フジマサリアル 牝3青鹿53 柴田 善臣藤原 正一氏 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 524＋201：47．9 9．2�
814 マリノジュリア 牝4黒鹿55 西村 淳也�クラウン 稲垣 幸雄 日高 クラウン日高牧場 450－ 41：48．0� 20．6�
57 ハローキャンディ 牝3鹿 53

50 ▲小林 脩斗中西 純穂氏 久保田貴士 浦河 浦河小林牧場 432＋ 4 〃 ハナ 21．9�
46 ブランシュフルール 牝3栗 53 横山 武史 �サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 2 〃 クビ 12．9�
813 レミニシェンザ 牝3鹿 53 長岡 禎仁 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：48．1� 6．3	
69 � フォーチュンリング 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 田中 清隆 安平 ノーザンファーム 450＋ 21：48．2� 17．9

45 スパングルドスター 牝3鹿 53 岩田 望来 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 444＋ 81：48．3� 3．4�
11 � パルスレート 牝4鹿 55

52 ▲秋山 稔樹坂本 守孝氏 星野 忍 安平 ノーザンファーム 466－ 21：48．4クビ 270．6�
712 エイシンロード 牝4黒鹿 55

53 ◇藤田菜七子�栄進堂 奥村 豊 日高 オリオンファーム 488± 0 〃 クビ 9．4
58 ア エ ロ ー ザ 牝3鹿 53

51 △亀田 温心ゴドルフィン 池上 昌和 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 404－101：48．5クビ 188．9�

610 レットミーアウト 牝3黒鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 41：48．6� 32．4�

22 アドマイヤミモザ 牝3黒鹿53 吉田 隼人近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 486＋161：48．81 4．3�
34 ドナキアーロ 牝3鹿 53 蛯名 正義山田 貢一氏 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 448－121：48．9� 14．6�
33 � スズカローレル 牝5鹿 55 菱田 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 426＋101：49．96 46．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，360，600円 複勝： 42，803，700円 枠連： 7，835，300円
馬連： 41，228，200円 馬単： 17，578，500円 ワイド： 38，815，600円
3連複： 62，690，900円 3連単： 70，627，200円 計： 310，940，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 380円 � 730円 � 560円 枠 連（7－8） 1，130円

馬 連 �� 9，970円 馬 単 �� 17，160円

ワ イ ド �� 3，410円 �� 2，510円 �� 3，400円

3 連 複 ��� 38，760円 3 連 単 ��� 196，180円

票 数

単勝票数 計 293606 的中 � 25502（4番人気）
複勝票数 計 428037 的中 � 31882（6番人気）� 14783（10番人気）� 19823（8番人気）
枠連票数 計 78353 的中 （7－8） 5331（5番人気）
馬連票数 計 412282 的中 �� 3202（45番人気）
馬単票数 計 175785 的中 �� 768（74番人気）
ワイド票数 計 388156 的中 �� 2931（50番人気）�� 4012（38番人気）�� 2933（49番人気）
3連複票数 計 626909 的中 ��� 1213（154番人気）
3連単票数 計 706272 的中 ��� 261（781番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．4―36．3―48．5―1：00．6―1：12．7―1：23．9―1：35．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フジマサリアル �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2019．7．6 福島1着

2017．4．1生 牝3青鹿 母 メジロヒラリー 母母 メジロドーベル 2戦2勝 賞金 14，600，000円



2903310月17日 曇 良 （2新潟4） 第3日 第9競走 1，200�3歳以上1勝クラス
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 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．5

重
重

22 プ ラ イ ム �4鹿 57 吉田 隼人 �カナヤマホール
ディングス 坂口 智康 浦河 酒井牧場 476± 01：11．1 3．8�

46 デンコウリジエール 牡3鹿 55 蛯名 正義田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 472＋ 81：12．16 4．8�
813 タケルラスティ 牡3栗 55 横山 武史森 保彦氏 矢作 芳人 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 2 〃 クビ 2．5�
58 ヒロノトウリョウ 牡4鹿 57 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 新冠 新冠伊藤牧場 498＋ 6 〃 アタマ 8．6�
11 トーセンリズム 牡3黒鹿55 丹内 祐次島川 �哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－121：12．2クビ 66．1	
34 ウェーブガイア 牝5栗 55 川又 賢治万波 健二氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 462＋ 81：12．41� 25．7

57 メイショウヤシャ 牡4栗 57

55 △亀田 温心松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 468± 01：12．61 71．7�
33 シャイニーズラン 牡3鹿 55 岩田 望来田畑 利彦氏 森田 直行 日高 浜本牧場 446－121：12．7� 22．2�
814� ウエスタンマリーヤ 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 486－101：12．91 70．6
712 ジーガーローレンス 牝4鹿 55

53 △菅原 明良�ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 B506＋ 61：13．85 210．4�
45 メイショウカッサイ 牡3栗 55 西村 淳也松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 446－ 2 〃 ハナ 65．8�
610 ダディフィンガー 牡4鹿 57 柴田 善臣野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 B500＋ 21：14．01� 73．4�
711� スマイルプリティ 牝6鹿 55

52 ▲秋山 稔樹臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 496－ 61：14．32 12．0�
69 � タイキワンダラス 牡3青鹿 55

52 ▲小林 脩斗�大樹ファーム 松永 康利 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ B452＋ 21：15．910 38．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，171，600円 複勝： 38，893，700円 枠連： 8，226，500円
馬連： 48，783，000円 馬単： 21，918，100円 ワイド： 45，568，200円
3連複： 75，524，400円 3連単： 95，166，400円 計： 365，251，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 170円 � 120円 枠 連（2－4） 1，580円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 460円 �� 270円 �� 260円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 7，780円

票 数

単勝票数 計 311716 的中 � 64596（2番人気）
複勝票数 計 388937 的中 � 64168（2番人気）� 48106（4番人気）� 98276（1番人気）
枠連票数 計 82265 的中 （2－4） 4024（7番人気）
馬連票数 計 487830 的中 �� 30421（4番人気）
馬単票数 計 219181 的中 �� 6365（9番人気）
ワイド票数 計 455682 的中 �� 22706（5番人気）�� 45519（2番人気）�� 47984（1番人気）
3連複票数 計 755244 的中 ��� 57485（1番人気）
3連単票数 計 951664 的中 ��� 8867（14番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．4―12．1―12．0―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．2―46．3―58．3

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

勝馬の
紹 介

プ ラ イ ム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Red Ransom デビュー 2018．9．16 中山2着

2016．4．2生 �4鹿 母 シエルルージュ 母母 Raisonnable 9戦2勝 賞金 22，700，000円
〔制裁〕 メイショウカッサイ号の騎手西村淳也は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タイキワンダラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月17日まで平地競

走に出走できない。
※メイショウヤシャ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

2903410月17日 曇 良 （2新潟4） 第3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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：44．6
1：43．9

良
良

56 リメンバーメモリー 牡3鹿 55 吉田 隼人前田 晋二氏 佐々木晶三 千歳 社台ファーム 470＋ 61：47．4 6．4�
44 アメリカンウェイク 牝4鹿 55 西村 淳也 �キャロットファーム 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 502－101：47．71� 3．9�
57 レインカルナティオ 牡3鹿 55 菅原 明良 �サンデーレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 498＋18 〃 ハナ 11．3�
68 コスモミローディア 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 470－ 81：48．02 20．4�
710 アークロイヤル 牝4栗 55 中井 裕二原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 424－ 2 〃 アタマ 41．6�
45 ヒルノエドワード 牡3黒鹿55 古川 吉洋	ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 484＋12 〃 クビ 3．6

812� ニシノゲンセキ 牡5黒鹿57 勝浦 正樹成田 隆好氏 杉浦 宏昭 むかわ 清水ファーム 482－ 21：48．1	 19．4�
69 トウカイオルデン 牡5鹿 57 柴田 善臣内村 正則氏 菊川 正達 新ひだか 平野牧場 472－ 41：48．2クビ 13．8�
33 ハギノアグレッシブ 
5栗 57 �島 良太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B480－ 21：48．3� 122．8
11 エコロブラッサム 牝3鹿 53 藤田菜七子原村 正紀氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 464＋ 41：48．4� 15．2�
813� チェスターコート 牡4栗 57 藤井勘一郎佐々木雄二氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 440－19 〃 ハナ 93．3�
711 シャワークライム 牝4黒鹿55 柴山 雄一吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 454＋101：48．72 19．5�
22 ロッタチャンセズ 牝3鹿 53 岩田 望来	G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 384± 01：49．01� 6．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，793，000円 複勝： 49，526，200円 枠連： 16，262，100円
馬連： 63，003，300円 馬単： 27，725，800円 ワイド： 52，715，500円
3連複： 100，648，400円 3連単： 112，752，300円 計： 459，426，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 230円 � 160円 � 330円 枠 連（4－5） 440円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，350円 �� 900円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 38，320円

票 数

単勝票数 計 367930 的中 � 45900（3番人気）
複勝票数 計 495262 的中 � 55513（3番人気）� 93712（1番人気）� 32861（6番人気）
枠連票数 計 162621 的中 （4－5） 28259（1番人気）
馬連票数 計 630033 的中 �� 30843（3番人気）
馬単票数 計 277258 的中 �� 5774（10番人気）
ワイド票数 計 527155 的中 �� 23187（3番人気）�� 9668（18番人気）�� 15014（7番人気）
3連複票数 計1006484 的中 ��� 11018（24番人気）
3連単票数 計1127523 的中 ��� 2133（123番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．9―12．4―12．3―12．1―11．3―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．7―35．6―48．0―1：00．3―1：12．4―1：23．7―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．0
3 1，4（3，11，12）7（2，6）8，10，13，5，9 4 ・（1，4）（3，11）（7，12）6（2，8）10（13，5）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リメンバーメモリー �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Lord of England デビュー 2019．6．23 阪神8着

2017．1．28生 牡3鹿 母 フ ィ オ ド ラ 母母 Forever Nice 11戦2勝 賞金 20，163，000円



2903510月17日 曇 良 （2新潟4） 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，2勝クラス（1000万円以下）；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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

818 ファストアズエバー 牝4芦 55 西田雄一郎 �グリーンファーム牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 478＋ 8 55．5 4．4�

715 ク ラ シ コ 牡8鹿 57 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム B512± 0 55．6� 5．7�
713� マリノスピカ 牝4栗 55 藤井勘一郎和田 志保氏 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 482＋ 4 55．7� 33．4�
36 ポートナイトサイト 牝5栗 55 岩田 望来ライオンレースホース� 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 482－ 6 55．8� 4．5�
12 ジュニパーベリー 牝3鹿 53 嶋田 純次�ミルファーム 手塚 貴久 浦河 ミルファーム B462＋ 2 55．9クビ 8．5	
816 ア ゴ ベ イ 牝4鹿 55 横山 武史ゴドルフィン 尾関 知人 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B452＋ 2 56．11 11．1

47 ア ー ヒ ラ 牝5芦 55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 448＋ 4 〃 ハナ 22．2�
714 ア ド レ 牝4鹿 55 菊沢 一樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 462－ 4 〃 ハナ 80．1�
817 ヤマニンベリンダ 牝6黒鹿55 小林 脩斗土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 470± 0 56．2� 11．7
59 コンピレーション 	6黒鹿57 斎藤 新 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 482＋ 6 〃 クビ 18．0�
23 
 ズ ア ー 牡6鹿 57 西村 淳也吉田 和美氏 池添 学 米 Lane’s End

Bloodstock 508－12 56．3� 10．5�
35 コパノピエール 牡6鹿 57 亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 6 56．51� 125．8�
24 リッチクレマチス 牝3青 53 藤田菜七子長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 444± 0 56．6� 31．0�
612 ナ イ ス ド ゥ 牝5栗 55 丹内 祐次田畑 利彦氏 清水 英克 浦河 浦河日成牧場 448＋ 4 56．7� 222．8�
611 クリノビッグサージ 牝4栗 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 南井 克巳 青森 諏訪牧場 502＋ 8 56．91� 24．5�
11 スノードーナツ 牝6黒鹿55 菅原 明良�ミルファーム 石毛 善彦 日高 野島牧場 504＋12 57．0� 193．7�
510 フジマサアクトレス 牝7鹿 55 柴田 善臣藤原 正一氏 菊川 正達 浦河 酒井牧場 B464－ 8 57．1� 154．3�
48 ト ッ カ ー タ 牡5黒鹿57 柴山 雄一門野 重雄氏 和田 雄二 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 4 57．52� 156．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 52，781，100円 複勝： 70，995，600円 枠連： 41，073，000円
馬連： 155，305，600円 馬単： 55，999，100円 ワイド： 107，361，600円
3連複： 280，273，400円 3連単： 278，659，800円 計： 1，042，449，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 170円 � 190円 � 700円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，980円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 8，920円 3 連 単 ��� 30，320円

票 数

単勝票数 計 527811 的中 � 94724（1番人気）
複勝票数 計 709956 的中 � 125876（1番人気）� 108990（2番人気）� 19441（12番人気）
枠連票数 計 410730 的中 （7－8） 62838（1番人気）
馬連票数 計1553056 的中 �� 108676（1番人気）
馬単票数 計 559991 的中 �� 21745（1番人気）
ワイド票数 計1073616 的中 �� 64690（1番人気）�� 13318（25番人気）�� 10849（32番人気）
3連複票数 計2802734 的中 ��� 23561（25番人気）
3連単票数 計2786598 的中 ��� 6662（66番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―10．6―10．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．0―43．5

上り4F43．5－3F33．1
勝馬の
紹 介

ファストアズエバー �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Tiznow デビュー 2018．7．29 小倉3着

2016．4．5生 牝4芦 母 ラヴアズギフト 母母 Fast as Light 18戦3勝 賞金 50，246，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マリノディアナ号

2903610月17日 曇 良 （2新潟4） 第3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，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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

812 ラキャラントシス 牝3栗 53 藤田菜七子�山王飯店 鈴木 伸尋 日高 奥山 博 474－ 81：35．4 14．2�
55 セイイーグル �6鹿 57 吉田 隼人 �吉澤ホールディングス 石坂 正 千歳 社台ファーム 442－ 2 〃 クビ 13．0�
33 エアロロノア 牡3鹿 55 �島 克駿 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 500＋101：35．5クビ 4．7�
22 ショコラブリアン 牝3栗 53 黛 弘人木村 直人氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 524－ 61：35．6� 3．5�
67 � ザスリーサーティ 牡5青鹿57 菅原 明良諸江 幸祐氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：35．7� 26．7�
811 ジーナスイート 牝5芦 55 横山 武史 	シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 446＋ 6 〃 ハナ 5．1

79 ダノンフォーチュン 牡5鹿 57 斎藤 新�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 524－ 41：35．8� 9．5�
68 グレンフィナン �5鹿 57 柴田 善臣�G1レーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B490－ 4 〃 ハナ 74．3�
710 リーディングパート 牝3鹿 53 岩田 望来 	キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 424－ 21：36．01	 5．0
56 アックアアルタ 牝4青鹿55 西村 淳也 	サンデーレーシング 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B470－ 21：36．31� 101．5�
11 スズカキング 牡3鹿 55 菱田 裕二永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 458－ 61：36．72� 19．8�
44 フ ェ ル カ ド 牡3青鹿55 川又 賢治 	キャロットファーム 角田 晃一 千歳 社台ファーム 464－ 21：36．91	 240．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，049，700円 複勝： 66，965，300円 枠連： 17，630，900円
馬連： 82，177，900円 馬単： 35，257，300円 ワイド： 64，081，800円
3連複： 121，728，600円 3連単： 149，324，600円 計： 589，216，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，420円 複 勝 � 430円 � 270円 � 190円 枠 連（5－8） 2，950円

馬 連 �� 8，280円 馬 単 �� 14，960円

ワ イ ド �� 2，260円 �� 1，390円 �� 710円

3 連 複 ��� 13，120円 3 連 単 ��� 96，480円

票 数

単勝票数 計 520497 的中 � 29182（7番人気）
複勝票数 計 669653 的中 � 35177（7番人気）� 62070（5番人気）� 107319（2番人気）
枠連票数 計 176309 的中 （5－8） 4629（13番人気）
馬連票数 計 821779 的中 �� 7686（29番人気）
馬単票数 計 352573 的中 �� 1767（53番人気）
ワイド票数 計 640818 的中 �� 7045（28番人気）�� 11690（20番人気）�� 24373（7番人気）
3連複票数 計1217286 的中 ��� 6954（49番人気）
3連単票数 計1493246 的中 ��� 1122（342番人気）

ハロンタイム 13．1―11．5―12．1―12．9―11．9―10．9―10．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．6―36．7―49．6―1：01．5―1：12．4―1：23．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F33．9
3 2（4，11）（5，12）10（6，7）9（1，8）3 4 ・（2，4，11）（6，5，12）10，7，9（1，8）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラキャラントシス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ファンタスティックライト デビュー 2019．10．27 東京6着

2017．3．26生 牝3栗 母 スプレンダー 母母 ブロードチョイス 8戦2勝 賞金 22，250，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。



（2新潟4）第3日 10月17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 162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

189，300，000円
1，730，000円
22，690，000円
1，620，000円
20，940，000円
67，533，000円
5，871，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
368，086，300円
467，838，700円
138，485，300円
609，853，100円
268，640，100円
513，314，500円
989，466，200円
1，117，695，000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 4，473，379，200円

総入場人員 683名 （有料入場人員 453名）
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