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単勝
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2904910月24日 雨 稍重 （2新潟4） 第5日 第1競走 ��2，850�障害3歳以上未勝利
発走9時50分 （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

610 ケンホファヴァルト 牡7鹿 60 熊沢 重文中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー
ブル 472－103：07．5 3．2�

11 エイシンクリック 牡6鹿 60 西谷 誠�栄進堂 坂口 智康 浦河 栄進牧場 478－ 83：08．14 2．0�
58 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 462＋ 23：08．31� 9．3�
22 クラウンディバイダ �7黒鹿60 大庭 和弥�クラウン 天間 昭一 浦河 日の出牧場 468＋ 23：09．57 31．2�
34 � メイショウハチク �6鹿 60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 大北牧場 458＋ 2 〃 クビ 83．6�
57 イーグルフェザー �7鹿 60 小野寺祐太 	社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 486－ 23：09．71	 7．4

45 � シゲルアメジスト 牡4鹿 60 植野 貴也森中 蕃氏 石毛 善彦 浦河 王蔵牧場 496＋ 43：09．8クビ 24．7�
46 ビレッジイーグル 牡3黒鹿58 上野 翔村山 輝雄氏 竹内 正洋 新冠 川島牧場 490－ 63：10．97 52．6�
813 ルグランパントル �8鹿 60 伴 啓太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 83：11．22 46．9
712 ギブアンドテイク �9栗 60 蓑島 靖典嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 476－ 83：11．94 18．0�
814 デアリングアイデア 牡6鹿 60 北沢 伸也宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 450－303：13．8大差 125．1�
69 � サイゴウパワー �4栗 60 高野 和馬西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 田原橋本牧場 450＋ 83：13．9	 386．0�
33 クリノテルチャン 牝3栗 56 草野 太郎栗本 博晴氏 蛯名 利弘 浦河 山田牧場 492＋ 23：14．53	 196．5�
711� ミンナノシャチョウ 牡5鹿 60 黒岩 悠 �ミキハウスHKサービス 服部 利之 新ひだか フジワラフアーム 514－ 6 〃 アタマ 162．5�
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売 得 金
単勝： 17，759，400円 複勝： 20，143，300円 枠連： 6，561，100円
馬連： 25，607，900円 馬単： 15，113，400円 ワイド： 24，008，500円
3連複： 48，741，000円 3連単： 58，032，300円 計： 215，966，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 120円 � 190円 枠 連（1－6） 430円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 210円 �� 440円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 5，120円

票 数

単勝票数 計 177594 的中 � 44240（2番人気）
複勝票数 計 201433 的中 � 51283（1番人気）� 49510（2番人気）� 18819（4番人気）
枠連票数 計 65611 的中 （1－6） 11704（2番人気）
馬連票数 計 256079 的中 �� 45779（1番人気）
馬単票数 計 151134 的中 �� 11126（2番人気）
ワイド票数 計 240085 的中 �� 32860（1番人気）�� 12838（5番人気）�� 13609（4番人気）
3連複票数 計 487410 的中 ��� 27049（2番人気）
3連単票数 計 580323 的中 ��� 8213（6番人気）
上り 1マイル 1：44．9 4F 50．4－3F 38．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケンホファヴァルト �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．9．13 阪神2着

2013．6．8生 牡7鹿 母 エイシンパンジー 母母 レディダンズ 障害：5戦1勝 賞金 16，300，000円

2905010月24日 曇 重 （2新潟4） 第5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

58 アイノファンタジー 牡2鹿 55
54 ☆斎藤 新ライフエンタープライズ� 古賀 史生 新冠 高瀬牧場 454－ 41：55．2 9．9�

712 クロフネミッション 牝2芦 54 木幡 巧也会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 516± 0 〃 クビ 8．2�
22 � デルマミロク 牝2鹿 54 西村 淳也浅沼 廣幸氏 須貝 尚介 米 Don Alberto

Corporation 472± 01：55．83� 9．7�
46 ゼンダンラット 牡2芦 55

54 ☆菊沢 一樹渡邊 善男氏 藤原 辰雄 浦河 大北牧場 454± 01：56．22� 25．3�
33 マイネルタイムリー 牡2青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 日高 荒井ファーム B472＋ 41：56．3� 6．2�
69 ワイディドゥバイ 牡2鹿 55 中井 裕二安田 一彦氏 新谷 功一 新ひだか 平野牧場 478－ 21：56．4� 10．7	
11 カツノエイトゥ 牡2鹿 55

54 ☆菅原 明良勝野産業
 伊藤 伸一 浦河 北光牧場 470－ 2 〃 クビ 370．6�
34 ナムラゴロー 牡2栗 55

53 △亀田 温心奈村 睦弘氏 浜田多実雄 日高 ナカノファーム 472－ 21：57．03� 39．1�
45 キタノシンスケ 牡2鹿 55

52 ▲山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 494＋ 81：57．1	 38．1
57 フ レ ー ゲ ル 牡2鹿 55

52 ▲秋山 稔樹内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 石田牧場 480± 0 〃 アタマ 4．2�
814 ゲンパチボロネーゼ 牡2栗 55 杉原 誠人平野 武志氏 田村 康仁 新ひだか 前川 勝春 468－ 41：57．41	 109．9�
610 ホープケツァール 牝2栗 54 丸田 恭介 �愛馬レーシングクラブ 奥村 武 新ひだか 矢野牧場 464－ 81：57．82� 4．3�
711 ロードバイファル 牡2栗 55 
島 克駿 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 新ひだか 広田牧場 502＋ 41：58．75 24．0�
813 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± 01：59．33� 188．0�
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売 得 金
単勝： 23，547，600円 複勝： 32，770，100円 枠連： 7，726，600円
馬連： 33，930，900円 馬単： 16，813，000円 ワイド： 32，336，600円
3連複： 53，872，100円 3連単： 55，056，400円 計： 256，053，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 340円 � 260円 � 270円 枠 連（5－7） 980円

馬 連 �� 3，820円 馬 単 �� 9，230円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 1，600円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 11，610円 3 連 単 ��� 88，700円

票 数

単勝票数 計 235476 的中 � 20019（6番人気）
複勝票数 計 327701 的中 � 24007（7番人気）� 33596（4番人気）� 32457（5番人気）
枠連票数 計 77266 的中 （5－7） 6054（4番人気）
馬連票数 計 339309 的中 �� 6881（19番人気）
馬単票数 計 168130 的中 �� 1365（42番人気）
ワイド票数 計 323366 的中 �� 7590（16番人気）�� 5124（23番人気）�� 7117（18番人気）
3連複票数 計 538721 的中 ��� 3480（42番人気）
3連単票数 計 550564 的中 ��� 450（331番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．7―50．4―1：03．3―1：15．9―1：28．8―1：41．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイノファンタジー �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2020．8．8 新潟8着

2018．4．28生 牡2鹿 母 ランミネルバ 母母 アクイレジア 4戦1勝 賞金 6，380，000円
〔調教再審査〕 マイネルタイムリー号は，4コーナー手前で外側に逃避したことについて平地調教再審査。

第４回 新潟競馬 第５日



2905110月24日 晴 重 （2新潟4） 第5日 第3競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時55分 （ダート・左）

牝；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

77 プリティインピンク 牝2黒鹿 54
51 ▲山田 敬士新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 414－ 81：12．0 2．7�

88 ビービーダルク 牝2鹿 54
52 ◇藤田菜七子�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 460＋ 61：12．42� 5．1�

22 ジュンコーハク 牝2鹿 54 岩田 望来八木 光博氏 川村 禎彦 新冠 アラキフアーム 460＋ 21：13．57 3．2�
66 インプルーヴ 牝2栗 54

53 ☆菅原 明良石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 新冠 石田牧場 438± 0 〃 クビ 4．9�
44 リアルドリーム 牝2芦 54

53 ☆菊沢 一樹坪野谷和平氏 中野 栄治 様似 堀 弘康 424－121：14．56 84．2�
89 タマモプリズム 牝2鹿 54 長岡 禎仁タマモ	 高橋 亮 日高 スマイルファーム 452－ 41：14．92 41．4

11 エフティエトワール 牝2青鹿54 木幡 初也吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 462± 01：15．21� 14．0�
55 カシノエール 牝2黒鹿54 原田 和真柏木 務氏 田所 秀孝 熊本 本田 土寿 458－141：16．05 118．3�
33 プ レ ゼ ン ト 牝2鹿 54 菱田 裕二下河邉 博氏 青木 孝文 新ひだか 三石川上牧場 454－ 61：16．85 69．7
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売 得 金
単勝： 26，591，000円 複勝： 19，451，600円 枠連： 3，673，500円
馬連： 25，756，800円 馬単： 15，755，900円 ワイド： 21，182，300円
3連複： 34，916，200円 3連単： 69，619，700円 計： 216，947，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（7－8） 580円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 170円 �� 140円 �� 240円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 2，340円

票 数

単勝票数 計 265910 的中 � 80030（1番人気）
複勝票数 計 194516 的中 � 59351（1番人気）� 29060（4番人気）� 37400（3番人気）
枠連票数 計 36735 的中 （7－8） 4851（2番人気）
馬連票数 計 257568 的中 �� 32691（2番人気）
馬単票数 計 157559 的中 �� 9818（4番人気）
ワイド票数 計 211823 的中 �� 29917（2番人気）�� 46720（1番人気）�� 18194（5番人気）
3連複票数 計 349162 的中 ��� 61291（1番人気）
3連単票数 計 696197 的中 ��� 21494（5番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．7―12．3―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―35．0―47．3―59．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 ・（7，8）（2，1，3）6－9－4＝5 4 ・（7，8）（2，1）3，6－9，4＝5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プリティインピンク �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．7．19 福島11着

2018．4．9生 牝2黒鹿 母 ア サ ケ ゴ マ 母母 ソーラーヴィジョン 4戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレゼント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月24日まで平地競走に

出走できない。

2905210月24日 晴 稍重 （2新潟4） 第5日 第4競走 ��3，250�障害3歳以上オープン
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，収得賞金700万円毎1�増
本 賞 13，500，000円 5，400，000円 3，400，000円 2，000，000円 1，350，000円� コースレコード3：28．7良

813 スマートボムシェル 牡8栗 61 植野 貴也大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 508＋143：34．1 9．5�
711 スマートアペックス 牡3青鹿58 難波 剛健大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 478＋ 2 〃 クビ 3．8�
56 メイショウハニー 牝5黒鹿58 平沢 健治松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 まるとみ冨岡牧場 450＋ 63：35．48 3．3�
69 シャリオヴァルト �7鹿 60 蓑島 靖典前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462－ 23：35．82� 54．6�
45 マイネルパラディ �6芦 60 白浜 雄造 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 468＋ 63：35．9クビ 16．0�
812 トーヨーピース 牡6鹿 61 草野 太郎中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 488＋123：36．11� 51．6	
33 ウインスラーヴァ 牡5鹿 60 上野 翔�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 482－ 23：36．31� 32．9

57 タイセイアプローズ 牡8鹿 60 三津谷隼人田中 成奉氏 森田 直行 日高 ナカノファーム 466＋ 23：36．83 21．3�
710 シングルアップ 牡4鹿 60 森 一馬 �シルクレーシング 寺島 良 平取 坂東牧場 544± 03：37．22� 5．1
22 メイショウバイタル 牡5青鹿60 中村 将之松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 508＋ 43：38．58 145．9�
11 メイショウゴウリキ 牡5黒鹿60 小坂 忠士松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 472± 0 （競走中止） 7．5�
68 ディオーネプリンス 牡4鹿 60 熊沢 重文齊藤 雅志氏 森田 直行 新冠 石田牧場 468－ 6 （競走中止） 14．3�
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44 	 カポラヴォーロ �5栗 60 五十嵐雄祐 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀井 雅広 米 Debra Ann
Shehadi 512＋18 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，624，900円 複勝： 25，421，100円 枠連： 8，156，500円
馬連： 26，085，400円 馬単： 13，847，700円 ワイド： 23，951，200円
3連複： 46，996，900円 3連単： 52，575，600円 計： 214，659，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 260円 � 170円 � 140円 枠 連（7－8） 970円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 5，000円

ワ イ ド �� 800円 �� 810円 �� 330円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 21，430円

票 数

単勝票数 差引計 176249（返還計 1992） 的中 � 14798（5番人気）
複勝票数 差引計 254211（返還計 3847） 的中 � 20086（5番人気）� 40062（3番人気）� 54567（1番人気）
枠連票数 差引計 81565（返還計 250） 的中 （7－8） 6452（3番人気）
馬連票数 差引計 260854（返還計 11437） 的中 �� 8774（8番人気）
馬単票数 差引計 138477（返還計 5746） 的中 �� 2077（21番人気）
ワイド票数 差引計 239512（返還計 10249） 的中 �� 7226（7番人気）�� 7133（8番人気）�� 20427（2番人気）
3連複票数 差引計 469969（返還計 38574） 的中 ��� 11691（5番人気）
3連単票数 差引計 525756（返還計 44013） 的中 ��� 1778（60番人気）
上り 1マイル 1：48．0 4F 53．0－3F 39．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートボムシェル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor デビュー 2014．8．10 札幌1着

2012．2．7生 牡8栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 障害：10戦3勝 賞金 37，900，000円
〔競走除外〕 カポラヴォーロ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔競走中止〕 ディオーネプリンス号は，2周目7号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。

メイショウゴウリキ号は，競走中に疾病〔前肢跛行〕を発症したため2周目3コーナーで競走中止。



2905310月24日 雨 稍重 （2新潟4） 第5日 第5競走 ��1，800�2歳未勝利
発走12時15分 （芝・左・外）

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
1：46．5
1：44．5

稍重
良

79 テ ン カ ハ ル 牡2栗 55 藤岡 佑介ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 486＋101：51．7 1．7�
11 ブラウシュヴァルツ 牡2青 55 横山 武史 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 488－ 4 〃 クビ 9．5�
22 コスモオニアシゲ 牡2芦 55

54 ☆菅原 明良 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 446± 01：51．91� 120．8�
710 ニシノカグラ 牝2黒鹿 54

52 △亀田 温心西山 茂行氏 北出 成人 浦河 谷川牧場 400－ 41：52．11� 13．1�
56 トゥーマイフォー 牡2栗 55 �島 克駿小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 452－ 2 〃 アタマ 87．8	
68 マイネルヒッツェ 牡2芦 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 4 〃 ハナ 11．1

67 ショウナンガルーダ 牡2黒鹿55 吉田 隼人国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 天羽牧場 428－ 21：52．2� 18．9�
33 ウインマイソウル 牡2栗 55

52 ▲秋山 稔樹�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 414＋ 21：52．51� 186．3�
44 フェミニンルック 牝2鹿 54 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 414＋ 21：52．71� 34．4
812 サヴァニャン 牝2黒鹿54 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 428＋ 4 〃 クビ 4．3�
811 ブルーホープ 牡2栗 55 原田 和真 �コスモヴューファーム 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 442－ 41：54．08 513．5�
55 フローラーリア 牝2栗 54

51 ▲小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 400－ 81：54．95 605．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 44，412，200円 複勝： 58，402，300円 枠連： 6，845，000円
馬連： 39，630，200円 馬単： 25，789，500円 ワイド： 41，530，900円
3連複： 59，357，300円 3連単： 98，957，400円 計： 374，924，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 1，090円 枠 連（1－7） 590円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，610円 �� 7，390円

3 連 複 ��� 14，900円 3 連 単 ��� 35，530円

票 数

単勝票数 計 444122 的中 � 215220（1番人気）
複勝票数 計 584023 的中 � 267226（1番人気）� 56037（3番人気）� 6685（9番人気）
枠連票数 計 68450 的中 （1－7） 8879（3番人気）
馬連票数 計 396302 的中 �� 43538（2番人気）
馬単票数 計 257895 的中 �� 20492（3番人気）
ワイド票数 計 415309 的中 �� 35161（3番人気）�� 3813（24番人気）�� 1324（35番人気）
3連複票数 計 593573 的中 ��� 2987（36番人気）
3連単票数 計 989574 的中 ��� 2019（103番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．1―37．6―50．3―1：03．3―1：15．9―1：27．6―1：39．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ ン カ ハ ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2020．10．3 中京2着

2018．3．4生 牡2栗 母 ジンジャーパンチ 母母 Nappelon 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔その他〕 ブラウシュヴァルツ号は，最後の直線コースで外側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。

2905410月24日 曇 重 （2新潟4） 第5日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時45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
1：09．1
1：08．5

重
重

710� スワーヴシャルル 牡4黒鹿57 横山 武史�NICKS 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B470± 01：10．2 1．6�
22 バナナボート 牡6栗 57

54 ▲秋山 稔樹田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 448－ 41：10．94 28．6�
33 ミーアシャム 牝3鹿 53 岩田 望来 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B446＋ 21：11．11� 14．9�
79 ダイヤレイジング 牝4栗 55 西村 淳也三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 452－101：11．2� 15．8�
56 アールランペイジ 牡4鹿 57 井上 敏樹前原 敏行氏 伊藤 大士 平取 北島牧場 B494－ 41：11．41 35．0	
68 � カウムディー 牝4黒鹿 55

52 ▲山田 敬士加藤 徹氏 小桧山 悟 新ひだか 本桐牧場 490＋ 21：11．5� 49．4

55 ニルカンタテソーロ 牡3栗 55

54 ☆斎藤 新了德寺健二ホール
ディングス� 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 440＋ 21：11．6� 5．3�

812 バットオールソー 牡5栗 57 石川裕紀人久保田 定氏 大和田 成 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 61：11．7クビ 16．1�

67 ス ト レ ガ 牝3栗 53
52 ☆菊沢 一樹清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 462＋18 〃 クビ 230．2

11 サイクロトロン 牡3鹿 55
53 ◇藤田菜七子金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 アタマ 6．7�
811� アテンコール 牡5鹿 57

54 ▲小林 脩斗齊藤 直信氏 天間 昭一 浦河 冨岡 博一 464＋ 41：11．8クビ 73．8�
44 イイデファイナル 牡6芦 57

55 △亀田 温心松本 俊廣氏 北出 成人 新冠 山岡ファーム 506－ 4 〃 アタマ 37．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，504，400円 複勝： 93，434，300円 枠連： 5，865，900円
馬連： 31，462，300円 馬単： 21，554，600円 ワイド： 34，132，000円
3連複： 50，469，900円 3連単： 83，339，100円 計： 346，762，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 360円 � 360円 枠 連（2－7） 1，870円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 750円 �� 570円 �� 5，270円

3 連 複 ��� 9，010円 3 連 単 ��� 32，510円

票 数

単勝票数 計 265044 的中 � 126276（1番人気）
複勝票数 計 934343 的中 � 709782（1番人気）� 17939（6番人気）� 17434（7番人気）
枠連票数 計 58659 的中 （2－7） 2423（7番人気）
馬連票数 計 314623 的中 �� 13625（6番人気）
馬単票数 計 215546 的中 �� 6121（8番人気）
ワイド票数 計 341320 的中 �� 11947（6番人気）�� 16034（5番人気）�� 1550（43番人気）
3連複票数 計 504699 的中 ��� 4200（32番人気）
3連単票数 計 833391 的中 ��� 1858（100番人気）

ハロンタイム 11．7―10．8―11．2―12．1―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．5―33．7―45．8―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．5
3 8，10，3，2（1，5）（7，12）6（4，11，9） 4 ・（8，10）3，2（1，5）（7，12）6（4，11，9）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�スワーヴシャルル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Redoute’s Choice

2016．2．4生 牡4黒鹿 母 キングスローズ 母母 Nureyev’s Girl 7戦1勝 賞金 14，900，000円
初出走 JRA



2905510月24日 曇 稍重 （2新潟4） 第5日 第7競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13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 7，600，000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
1：56．4
1：56．1

良
良

33 ハギノアップロード 牡4黒鹿57 藤岡 佑介日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 478± 02：04．8 3．3�
89 スパニッシュアート 牝3黒鹿 53

52 ☆菊沢 一樹�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 420＋ 22：04．9� 7．5�
22 バイシュラバナ 牡3栗 55 吉田 隼人草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 476－ 22：05．11� 7．6�
55 � ブライトロージー 牝5栗 55

53 ◇藤田菜七子 �ダイヤモンドファーム 村山 明 千歳 社台ファーム 482＋ 1 〃 アタマ 29．2�
44 ファントムグレイ 牡7芦 57 木幡 巧也山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 B444± 0 〃 クビ 8．9	
88 サングレデクリスト 牡3栗 55 石川裕紀人吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 518－ 42：05．2クビ 8．8

66 レッドアクトレス 牝4栗 55 杉原 誠人 �東京ホースレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 432± 02：05．41� 43．8�
77 プ ル ク ラ 牡4栗 57 岩田 望来金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B466－10 〃 アタマ 7．9�
11 ナリタブレード 牡3黒鹿55 西村 淳也�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 アタマ 3．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 23，251，800円 複勝： 33，042，700円 枠連： 5，318，200円
馬連： 29，603，800円 馬単： 15，331，400円 ワイド： 25，117，800円
3連複： 41，195，800円 3連単： 62，323，100円 計： 235，184，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 180円 � 250円 枠 連（3－8） 730円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 410円 �� 410円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 15，430円

票 数

単勝票数 計 232518 的中 � 55251（1番人気）
複勝票数 計 330427 的中 � 75394（1番人気）� 46380（3番人気）� 28230（7番人気）
枠連票数 計 53182 的中 （3－8） 5616（3番人気）
馬連票数 計 296038 的中 �� 16289（4番人気）
馬単票数 計 153314 的中 �� 4524（5番人気）
ワイド票数 計 251178 的中 �� 16287（2番人気）�� 16243（3番人気）�� 5955（15番人気）
3連複票数 計 411958 的中 ��� 10141（7番人気）
3連単票数 計 623231 的中 ��� 2927（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．0―37．5―50．1―1：02．9―1：15．9―1：28．4―1：40．5―1：52．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F36．4
3 6－4，9，3，5（1，8）7，2 4 6＝4，9（3，5）（1，7，8）2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ハギノアップロード �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Xaar デビュー 2018．7．29 札幌3着

2016．3．3生 牡4黒鹿 母 ウェイクアップマギー 母母 Kalagold 15戦2勝 賞金 35，383，000円

2905610月24日 雨 重 （2新潟4） 第5日 第8競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・直線）（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
53．7
53．7

良
良

612� ワンモアバイト 牝5鹿 55
52 ▲秋山 稔樹�下河辺牧場 武井 亮 日高 下河辺牧場 B440－12 57．2 18．2�

815 ルドラクシャ 牝3鹿 53 長岡 禎仁�ミルファーム 松山 将樹 新冠 村上 雅規 450－ 6 57．73 19．2�
714 ドゥモワゼル 牝6鹿 55

54 ☆斎藤 新小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 476＋ 6 58．02 21．6�
11 ローズオブシャロン 牝3青鹿 53

51 △亀田 温心�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 464± 0 〃 クビ 14．1�

12 グラスレガシー 牝5黒鹿55 木幡 巧也半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B512＋ 2 58．21� 114．1	
47 ス ー ス ー 牝4栗 55

52 ▲小林 脩斗田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 434＋ 6 58．52 100．5

48 � ハ ニ ー リ ン 牝3鹿 53

50 ▲小林 凌大西森 功氏 堀井 雅広 浦河 山春牧場 474－ 2 〃 ハナ 8．2�
59 ヒ バ リ 牝3黒鹿53 岩田 望来�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 428± 0 58．71 6．7�
510 フジマサディープ 牡4鹿 57

54 ▲山田 敬士藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 500＋ 8 〃 クビ 26．5
816� ケイティディライト 牝3鹿 53

51 ◇藤田菜七子瀧本 和義氏 小野 次郎 新冠 北星村田牧場 456± 0 58．8クビ 5．4�
23 ヒ メ サ マ 牝3鹿 53 吉田 隼人廣崎 双葉氏 梅田 智之 平取 清水牧場 424＋ 2 〃 アタマ 62．1�
24 � スターライトキス 牝5栗 55 横山 武史岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 4 59．43� 10．8�
713 ア マ デ ウ ス 牡4黒鹿57 菱田 裕二中西 純穂氏 久保田貴士 平取 川向高橋育

成牧場 B466＋12 59．61� 25．4�
611 ト ラ ン プ 牡5鹿 57 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 446＋ 2 59．81� 9．8�
36 セ ル レ ア 牝3鹿 53

52 ☆菊沢 一樹�パニオロ 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 450＋ 21：00．12 3．9�
35 セイラブミー 牝3黒鹿53 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 466＋ 21：00．52� 62．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，537，500円 複勝： 47，288，700円 枠連： 11，977，700円
馬連： 51，980，000円 馬単： 22，197，000円 ワイド： 51，402，200円
3連複： 105，335，300円 3連単： 99，816，900円 計： 421，535，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，820円 複 勝 � 650円 � 620円 � 660円 枠 連（6－8） 990円

馬 連 �� 13，730円 馬 単 �� 25，410円

ワ イ ド �� 4，500円 �� 3，920円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 36，200円 3 連 単 ��� 318，790円

票 数

単勝票数 計 315375 的中 � 13817（8番人気）
複勝票数 計 472887 的中 � 19287（9番人気）� 20207（8番人気）� 19047（10番人気）
枠連票数 計 119777 的中 （6－8） 9334（1番人気）
馬連票数 計 519800 的中 �� 2934（56番人気）
馬単票数 計 221970 的中 �� 655（105番人気）
ワイド票数 計 514022 的中 �� 2932（60番人気）�� 3371（55番人気）�� 5597（31番人気）
3連複票数 計1053353 的中 ��� 2182（153番人気）
3連単票数 計 998169 的中 ��� 227（1141番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．2―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．4―33．6―45．2

上り4F45．2－3F34．8
勝馬の
紹 介

�ワンモアバイト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スペシャルウィーク

2015．1．24生 牝5鹿 母 スペシャルピース 母母 グローリーティアラ 9戦1勝 賞金 8，200，000円
初出走 JRA

〔発走状況〕 セイラブミー号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
〔制裁〕 アマデウス号の騎手菱田裕二は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・15番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 セイラブミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月24日まで平地競走

に出走できない。



2905710月24日 雨 重 （2新潟4） 第5日 第9競走 ��
��1，800�3歳以上1勝クラス

発走14時15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 7，600，000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

11 キンノマサカリ 牡3黒鹿55 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 484＋141：52．1 2．3�

33 フームスムート 牡3黒鹿55 横山 武史ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 490－ 41：52．73� 2．3�

55 メイショウカムロ 牡3鹿 55
52 ▲小林 脩斗松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 446－ 61：52．91	 22．7�

44 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 B512－ 61：53．11� 7．5�

66 スペースシップ 牡3芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 平取 北島牧場 492－161：53．95 5．2	
22 ラ パ ウ ィ ラ 牡3芦 55

52 ▲秋山 稔樹八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 472－ 21：54．0
 83．9

77 デ フ ィ 牡6鹿 57 長岡 禎仁佐藤 理氏 高橋 康之 新ひだか グランド牧場 518－ 61：57．1大差 42．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 27，981，800円 複勝： 16，415，000円 枠連： 発売なし
馬連： 26，599，000円 馬単： 19，987，500円 ワイド： 19，411，600円
3連複： 35，855，100円 3連単： 103，928，900円 計： 250，178，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 220円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 130円 �� 370円 �� 350円

3 連 複 ��� 540円 3 連 単 ��� 1，660円

票 数

単勝票数 計 279818 的中 � 93473（2番人気）
複勝票数 計 164150 的中 � 52082（1番人気）� 51987（2番人気）
馬連票数 計 265990 的中 �� 89961（1番人気）
馬単票数 計 199875 的中 �� 41294（1番人気）
ワイド票数 計 194116 的中 �� 53435（1番人気）�� 10472（7番人気）�� 10975（6番人気）
3連複票数 計 358551 的中 ��� 49157（3番人気）
3連単票数 計1039289 的中 ��� 45292（5番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―12．7―13．2―12．6―12．6―13．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．3―36．0―49．2―1：01．8―1：14．4―1：27．5―1：39．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キンノマサカリ �

父 メイショウサムソン �


母父 アグネスタキオン デビュー 2019．10．27 京都1着

2017．5．5生 牡3黒鹿 母 クロンヌドール 母母 ハンターズマーク 5戦2勝 賞金 21，226，000円

2905810月24日 雨 重 （2新潟4） 第5日 第10競走 ��
��1，400�

と お か ま ち

十 日 町 特 別
発走14時50分 （芝・左）
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 434，000円 124，000円 62，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

612 アングルティール 牝5黒鹿55 �島 克駿�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社
ノースヒルズ B428－ 61：23．6 6．9�

611 ル ク ル ト 牡3鹿 55 斎藤 新市川義美ホール
ディングス� 吉村 圭司 日高 白井牧場 442± 01：23．81	 33．1�

36 ダンシングチコ 牝5鹿 55 吉田 隼人石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 466－ 41：24．11
 7．8�
510 ブランシェット 牝4黒鹿55 亀田 温心�G1レーシング 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 61：24．31� 56．3�
11 フリークアウト 牝3鹿 53 中井 裕二 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋181：24．4
 14．4�
816 イッツアワターン 牝3黒鹿53 石川裕紀人田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 430＋ 81：24．5� 266．3	
12 ホープホワイト 牝3青鹿53 菅原 明良 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 平取 二風谷ファーム B462＋ 6 〃 クビ 23．1

23 オシリスブレイン 牡3青鹿55 岩田 望来エンジェルレーシング� 田村 康仁 浦河 小島牧場 492＋ 21：24．6クビ 2．4�
815 ソフィアバローズ 牝3鹿 53 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 426－ 81：24．81 54．1�
48 タイキスウォード 牡3栗 55 菊沢 一樹大樹ファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木村 秀則 444－16 〃 クビ 9．4�
35 オーシャンスケイプ 牝4黒鹿55 西村 淳也 シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 436＋12 〃 ハナ 195．4�
59 スズカメジャー 牡6鹿 57 横山 武史永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 490－ 61：24．9クビ 34．6�
24 コミカライズ 牝3青鹿53 藤田菜七子吉田 照哉氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 456＋ 8 〃 クビ 8．0�
713 ヒガシヴァルキリー 牝3青鹿53 丹内 祐次ヤナガワ牧場 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 416－ 41：25．0クビ 12．6�
714� アルファウェーブ 3栗 55 丸山 元気吉田 勝己氏 藤沢 和雄 愛 Athassel House

Stud Ltd B538＋ 21：25．74 34．9�
47 マーヴェラスクイン 牝4鹿 55 杉原 誠人山本又一郎氏 古賀 慎明 新ひだか 木村 秀則 438± 01：26．12� 41．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 40，224，100円 複勝： 62，955，800円 枠連： 18，160，300円
馬連： 74，107，300円 馬単： 30，299，000円 ワイド： 67，654，600円
3連複： 125，538，700円 3連単： 130，439，700円 計： 549，379，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 220円 � 670円 � 260円 枠 連（6－6） 9，430円

馬 連 �� 8，140円 馬 単 �� 10，710円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 700円 �� 2，240円

3 連 複 ��� 18，610円 3 連 単 ��� 98，300円

票 数

単勝票数 計 402241 的中 � 46533（2番人気）
複勝票数 計 629558 的中 � 83378（2番人気）� 20777（10番人気）� 65222（3番人気）
枠連票数 計 181603 的中 （6－6） 1491（26番人気）
馬連票数 計 741073 的中 �� 7048（28番人気）
馬単票数 計 302990 的中 �� 2120（37番人気）
ワイド票数 計 676546 的中 �� 8586（20番人気）�� 26115（5番人気）�� 7567（26番人気）
3連複票数 計1255387 的中 ��� 5059（63番人気）
3連単票数 計1304397 的中 ��� 962（317番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．3―12．0―12．5―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．3―34．6―46．6―59．1―1：11．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．0―3F37．0
3 ・（4，3，14）（1，2，13）（7，15）（6，8）12（5，9，16）10，11 4 4（3，14）（1，2，13）15（6，8）12（5，7，16）9（11，10）

勝馬の
紹 介

アングルティール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gone West デビュー 2017．11．12 京都7着

2015．4．9生 牝5黒鹿 母 グローリーブラッド 母母 Ski Dancer 26戦2勝 賞金 44，434，000円
〔制裁〕 フリークアウト号の騎手中井裕二は，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50，000円。（被害馬：14番）



2905910月24日 雨 重 （2新潟4） 第5日 第11競走 ��
��2，200�新潟牝馬ステークス

発走15時25分 （芝・左）
牝，3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳51�4歳以上
54�，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳51�4歳以上
54�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

56 ウラヌスチャーム 牝5黒鹿56 横山 武史�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 504± 02：15．3 6．3�
22 エスポワール 牝4栗 55 藤岡 佑介近藤 英子氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 480＋ 62：16．57 3．3�
69 パルティアーモ 牝4鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：16．71 4．4�
813	 ミスマンマミーア 牝5栗 54 藤田菜七子吉田 勝利氏 寺島 良 日高 新生ファーム 468± 0 〃 アタマ 8．3�
812 カーロバンビーナ 牝5鹿 54 菅原 明良 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 408－ 82：17．23 137．2	
33 ティグラーシャ 牝4黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 442＋ 2 〃 クビ 8．3

45 ロサグラウカ 牝5黒鹿54 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 アタマ 40．9�
11 シングフォーユー 牝4鹿 54 木幡 巧也 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム 472－ 22：17．3クビ 17．0�
710 コンダクトレス 牝5黒鹿54 岩田 望来 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 クビ 15．6
68 リープフラウミルヒ 牝5黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 62：17．51
 12．1�
711 サトノワルキューレ 牝5鹿 55 西村 淳也 �サトミホースカンパニー 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 474－ 22：17．71� 31．5�
44 フィリアプーラ 牝4鹿 54 菊沢 一樹 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 460＋102：18．01� 23．3�
57 サ ラ ス 牝5鹿 55 島 克駿吉田 照哉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 532＋ 22：23．4大差 64．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 65，613，800円 複勝： 93，620，300円 枠連： 29，187，700円
馬連： 173，084，100円 馬単： 60，010，000円 ワイド： 114，416，000円
3連複： 285，996，900円 3連単： 295，042，600円 計： 1，116，971，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 180円 � 140円 � 140円 枠 連（2－5） 1，080円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，710円

ワ イ ド �� 450円 �� 610円 �� 450円

3 連 複 ��� 2，100円 3 連 単 ��� 10，450円

票 数

単勝票数 計 656138 的中 � 83271（3番人気）
複勝票数 計 936203 的中 � 112434（3番人気）� 182573（2番人気）� 186105（1番人気）
枠連票数 計 291877 的中 （2－5） 20811（3番人気）
馬連票数 計1730841 的中 �� 121192（1番人気）
馬単票数 計 600100 的中 �� 16590（5番人気）
ワイド票数 計1144160 的中 �� 65370（2番人気）�� 46057（5番人気）�� 66283（1番人気）
3連複票数 計2859969 的中 ��� 102079（1番人気）
3連単票数 計2950426 的中 ��� 20463（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．0―24．3―36．3―49．1―1：02．3―1：15．0―1：27．6―1：39．7―1：51．6―2：03．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウラヌスチャーム �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．8．5 新潟1着

2015．3．27生 牝5黒鹿 母 アメジストリング 母母 インフェイヴァー 23戦6勝 賞金 142，287，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月24日まで平地競走に出

走できない。

2906010月24日 雨 重 （2新潟4） 第5日 第12競走 ��
��1，600�

かしわざき

柏 崎 特 別
発走16時00分 （芝・左・外）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：31．5
1：30．3

良
良

11 ウインレフィナード 牡4黒鹿57 丸山 元気�ウイン 畠山 吉宏 浦河 猿橋 義昭 454＋ 41：37．6 4．7�
55 ショウナンパンサー �4鹿 57 西村 淳也国本 哲秀氏 梅田 智之 千歳 社台ファーム 494－ 21：37．7	 40．4�
66 ノーブルアース 牝5黒鹿55 蛯名 正義吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 486＋101：37．91 18．8�
811 ラストヌードル 牡4鹿 57 藤岡 佑介増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 504± 01：38．0	 3．4�
79 カ ラ テ 牡4黒鹿57 菅原 明良小田切 光氏 高橋 祥泰 新冠 中地 康弘 514＋ 6 〃 アタマ 10．5�
67 インテンスライト 牡4鹿 57 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 498＋ 21：38．1クビ 4．5	
33 エピックスター �5鹿 57 藤田菜七子子安 裕樹氏 田村 康仁 平取 清水牧場 444＋ 21：38．31
 9．4

44 トーセンスカイ 牡4黒鹿57 岩田 望来島川 �哉氏 藤原 英昭 洞�湖 レイクヴィラファーム 494－ 41：39．79 6．7�
78 デルマウオッカ 牡5鹿 57 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 千歳 社台ファーム 502＋121：40．12 24．5
22 ライオネルカズマ 牡6鹿 57 菱田 裕二合同会社雅苑興業 宮田 敬介 新ひだか 木村 秀則 B558＋ 41：40．2	 19．1�
810� ヒイロメープル 牡3栗 55 丹内 祐次江馬 由将氏 林 徹 浦河 阿波屋ファーム 476＋131：41．05 184．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，614，900円 複勝： 58，794，100円 枠連： 13，447，500円
馬連： 78，466，300円 馬単： 33，838，500円 ワイド： 61，986，900円
3連複： 107，217，700円 3連単： 138，471，200円 計： 540，837，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 240円 � 1，100円 � 510円 枠 連（1－5） 8，990円

馬 連 �� 11，120円 馬 単 �� 17，590円

ワ イ ド �� 4，830円 �� 1，400円 �� 6，210円

3 連 複 ��� 55，990円 3 連 単 ��� 355，990円

票 数

単勝票数 計 486149 的中 � 81599（3番人気）
複勝票数 計 587941 的中 � 77294（4番人気）� 12172（10番人気）� 28945（8番人気）
枠連票数 計 134475 的中 （1－5） 1158（26番人気）
馬連票数 計 784663 的中 �� 5465（34番人気）
馬単票数 計 338385 的中 �� 1442（63番人気）
ワイド票数 計 619869 的中 �� 3268（41番人気）�� 11687（20番人気）�� 2536（44番人気）
3連複票数 計1072177 的中 ��� 1436（114番人気）
3連単票数 計1384712 的中 ��� 282（676番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．7―12．3―12．7―12．5―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．5―35．2―47．5―1：00．2―1：12．7―1：24．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．1―3F37．4
3 10＝5，2（3，4，7）（6，9）8，11－1 4 10＝5，2（3，7）（4，6，9）8，11－1
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウインレフィナード �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．6．3 東京6着

2016．3．31生 牡4黒鹿 母 タツグレース 母母 カウンティングレインボーズ 23戦3勝 賞金 46，338，000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5日 10月24日（土曜日） 雨時々曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後重
重

競走回数 12回 出走頭数 145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

221，580，000円
8，210，000円
20，970，000円
1，390，000円
25，290，000円
61，674，500円
5，521，500円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
393，663，400円
561，739，300円
116，920，000円
616，314，000円
290，537，500円
517，130，600円
995，492，900円
1，247，602，900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 4，739，400，600円

総入場人員 674名 （有料入場人員 445名）
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