
2906110月25日 晴 重 （2新潟4） 第6日 第1競走 ��
��1，400�2歳未勝利

発走9時50分 （芝・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
1：20．9
1：20．3

稍重
良

69 ダブルスナッチ 牝2鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 406＋ 41：24．2 2．5�

710 アルバリーニョ 牝2鹿 54 菱田 裕二中村 祐子氏 森田 直行 新ひだか ケイアイファーム 438＋ 41：24．52 12．4�
812 シューラヴァラ 牡2黒鹿55 �島 克駿高原 将浩氏 川村 禎彦 新ひだか 千代田牧場 450＋ 81：24．6� 31．7�
22 トーホウディアス 牡2栗 55

53 △亀田 温心東豊物産� 南井 克巳 浦河 有限会社
吉田ファーム 432＋ 21：24．81	 7．8�

11 マイネルニゲラ 牡2鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 石郷岡 五月 494＋ 2 〃 クビ 7．5	

44 ソルフィネット 牝2鹿 54 吉田 隼人水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 422－ 21：25．12 4．8

33 ホノノルーカ 牝2黒鹿 54

53 ☆菅原 明良鈴木 誠氏 林 徹 千歳 社台ファーム 398－ 61：25．3
 38．2�
57 ロケーション 牡2鹿 55 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 浦河小林牧場 476－ 41：25．72� 405．5�
45 ベアフューチャー 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗熊木 浩氏 杉浦 宏昭 浦河 中山牧場 480± 0 〃 クビ 116．2
813 エイシンキンボシ 牡2鹿 55

53 ◇藤田菜七子�栄進堂 石坂 公一 浦河 栄進牧場 434＋ 41：25．91	 14．1�
68 ア ル ビ レ オ 牡2青鹿 55

52 ▲小林 凌大山内 晃氏 林 徹 日高 木部ファーム 484± 01：26．0クビ 141．4�
56 ルイネーション 牝2鹿 54 丸田 恭介鈴木 康弘氏 古賀 史生 浦河 笹地牧場 422－ 21：26．64 262．9�
711 ナムラスパロー 牝2青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 いとう牧場 392－ 41：26．81	 9．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，350，000円 複勝： 42，633，600円 枠連： 7，921，100円
馬連： 42，811，800円 馬単： 21，113，400円 ワイド： 42，008，400円
3連複： 70，799，200円 3連単： 73，816，700円 計： 331，454，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 280円 � 460円 枠 連（6－7） 730円

馬 連 �� 1，840円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，330円 �� 2，390円

3 連 複 ��� 9，360円 3 連 単 ��� 26，930円

票 数

単勝票数 計 303500 的中 � 99705（1番人気）
複勝票数 計 426336 的中 � 118393（1番人気）� 33914（6番人気）� 17667（8番人気）
枠連票数 計 79211 的中 （6－7） 8374（2番人気）
馬連票数 計 428118 的中 �� 17990（8番人気）
馬単票数 計 211134 的中 �� 6348（6番人気）
ワイド票数 計 420084 的中 �� 16738（8番人気）�� 8050（17番人気）�� 4350（30番人気）
3連複票数 計 707992 的中 ��� 5670（37番人気）
3連単票数 計 738167 的中 ��� 1987（98番人気）

ハロンタイム 12．6―10．4―10．9―11．7―12．6―12．9―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．6―23．0―33．9―45．6―58．2―1：11．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダブルスナッチ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．23 新潟3着

2018．5．5生 牝2鹿 母 スナッチマインド 母母 ス ナ ッ チ ド 2戦1勝 賞金 6，900，000円

2906210月25日 雨 不良 （2新潟4） 第6日 第2競走 ��
��1，200�2歳未勝利

発走10時15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

22 � オリンピックデイ 牡2鹿 55 吉田 隼人馬場 幸夫氏 西村 真幸 米 Fred W.
Hertrich III 484－ 21：12．5 2．7�

77 マイネルレスペト 牡2鹿 55
52 ▲秋山 稔樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 B480± 01：12．82 5．3�
89 ミンナノユメツナグ 牡2栗 55 勝浦 正樹�LS.M 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 486± 01：12．9� 30．2�
11 ベストインクラス 牡2鹿 55 宮崎 北斗グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 492± 0 〃 アタマ 8．9�
33 ベルウッドサンキュ 牡2栗 55

54 ☆斎藤 新鈴木 照雄氏 伊藤 大士 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 452± 01：13．0クビ 13．1�

88 リーガルゲイリー 牝2黒鹿 54
53 ☆菊沢 一樹芳賀 滿男氏 青木 孝文 新ひだか フジワラフアーム 440－ 41：13．21 109．5	

44 セ レ ー ジ ャ 牝2鹿 54
53 ☆菅原 明良平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新ひだか 武 牧場 438－ 61：13．73 23．3


66 ハンデンディオーネ 牝2鹿 54
52 ◇藤田菜七子坂田 行夫氏 石毛 善彦 新冠 村上 進治 424＋ 8 〃 クビ 2．8�

55 クロヌサンファン 牡2鹿 55 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 472－ 21：14．55 43．0
（9頭）

売 得 金
単勝： 27，084，600円 複勝： 23，417，300円 枠連： 4，655，600円
馬連： 31，309，600円 馬単： 18，462，600円 ワイド： 25，876，300円
3連複： 42，389，900円 3連単： 72，851，500円 計： 246，047，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 210円 � 530円 枠 連（2－7） 670円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，080円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 3，910円 3 連 単 ��� 12，860円

票 数

単勝票数 計 270846 的中 � 81476（1番人気）
複勝票数 計 234173 的中 � 64991（1番人気）� 27022（4番人気）� 7926（8番人気）
枠連票数 計 46556 的中 （2－7） 5357（2番人気）
馬連票数 計 313096 的中 �� 39960（2番人気）
馬単票数 計 184626 的中 �� 13988（3番人気）
ワイド票数 計 258763 的中 �� 27456（2番人気）�� 5691（16番人気）�� 4372（19番人気）
3連複票数 計 423899 的中 ��� 8122（13番人気）
3連単票数 計 728515 的中 ��� 4104（46番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．1―12．3―12．9―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―33．8―46．1―59．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�オリンピックデイ �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Dansili デビュー 2020．9．26 中京5着

2018．2．18生 牡2鹿 母 Flagstaff 母母 Etoile Montante 2戦1勝 賞金 5，800，000円

第４回 新潟競馬 第６日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



2906310月25日 雨 不良 （2新潟4） 第6日 第3競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走10時45分 （ダート・左）（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� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

11 クォリティタイム 牝3鹿 53 荻野 極�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 富田牧場 476＋ 81：52．8 4．4�
88 メイショウコバコ 牝3栗 53 �島 克駿松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 484－ 21：53．33 30．8�
77 サツキワルツ 牝5鹿 55 丸田 恭介小野 博郷氏 蛯名 利弘 日高 浜本牧場 462－ 2 〃 クビ 4．4�
22 ア ヴ ァ ニ イ 牝3栗 53 吉田 隼人 C．チェン氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 514－ 21：53．61� 3．2�
55 ル ー ア ン 牝4芦 55 小坂 忠士下河辺俊行氏 奥村 豊 日高 下河辺牧場 496＋141：53．7� 5．7�
44 ストラトフォード 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子下河邉 博氏 竹内 正洋 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 488± 01：53．91� 21．7	

66 ルナソルガール 牝3黒鹿 53
52 ☆斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 翔伍 浦河 三嶋牧場 502＋ 41：54．11	 9．5


33 アイスヴィスタ 牝3芦 53 �島 良太村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 468－ 21：54．2クビ 7．6�
89 
 タマモケトル 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹松谷 翔太氏 石栗 龍彦 浦河 信成牧場 442－101：56．6大差 202．3�
（9頭）

売 得 金
単勝： 25，265，300円 複勝： 31，566，400円 枠連： 4，191，400円
馬連： 35，573，400円 馬単： 16，736，900円 ワイド： 27，801，400円
3連複： 46，271，900円 3連単： 71，489，500円 計： 258，896，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 190円 � 550円 � 180円 枠 連（1－8） 5，460円

馬 連 �� 6，550円 馬 単 �� 10，250円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 450円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 6，500円 3 連 単 ��� 42，830円

票 数

単勝票数 計 252653 的中 � 45484（2番人気）
複勝票数 計 315664 的中 � 48681（3番人気）� 11334（8番人気）� 52323（2番人気）
枠連票数 計 41914 的中 （1－8） 594（21番人気）
馬連票数 計 355734 的中 �� 4205（21番人気）
馬単票数 計 167369 的中 �� 1224（40番人気）
ワイド票数 計 278014 的中 �� 4247（21番人気）�� 17041（5番人気）�� 4741（20番人気）
3連複票数 計 462719 的中 ��� 5333（27番人気）
3連単票数 計 714895 的中 ��� 1210（175番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―36．5―49．5―1：01．9―1：14．5―1：27．3―1：39．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クォリティタイム 
�
父 Quality Road 

�
母父 Distorted Humor デビュー 2020．1．13 京都4着

2017．2．14生 牝3鹿 母 ジ プ シ ー 母母 Glia 7戦2勝 賞金 15，800，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 アイスヴィスタ号の騎手�島良太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金100，000円。

2906410月25日 曇 重 （2新潟4） 第6日 第4競走 2，850�障害3歳以上未勝利
発走11時15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

33 ナンヨーイザヨイ 牡4黒鹿60 西谷 誠中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 478＋ 83：07．7 11．7�
610 フリーフリッカー 牡6鹿 60 高田 潤�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482－ 63：08．76 4．7�
57 � マコトガラハッド �7鹿 60 三津谷隼人�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 494－ 23：09．44 2．6�
45 サーブルオール 牡7鹿 60 五十嵐雄祐 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 488－ 43：09．93 5．9�
813 マイティウェイ 牡4黒鹿60 上野 翔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 新ひだか 山際牧場 480－ 63：10．21� 5．1	
814 オウケンブラック 牡9鹿 60 江田 勇亮福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 482－ 63：11．26 21．1

11 ヨコスカダンディー 牡4栗 60 植野 貴也 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 474＋ 43：11．41	 23．4�
69 ウインストラグル 牡6黒鹿60 小坂 忠士�ウイン 加用 正 浦河 大柳ファーム 492＋ 23：11．5� 12．9�
711 ホッコーメヴィウス �4鹿 60 難波 剛健北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 470＋ 23：11．92
 51．2
46 ハイテイブルース 牡3栗 58 小野寺祐太中地賢次郎氏 田島 俊明 新冠 川上牧場 484＋ 63：12．85 319．8�
712 クリノキング �6栗 60 大庭 和弥栗本 守氏 星野 忍 新冠 柏木 一則 496－ 23：14．18 116．5�
34 スマートコマンダー 牡3青鹿58 伴 啓太大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか 静内山田牧場 484＋ 63：14．73
 144．7�
22 トーセンポエム 牡3青 58 草野 太郎島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋103：15．65 276．8�
58 トキノハヤテ 牡3鹿 58 蓑島 靖典田畑 富子氏 星野 忍 浦河 秋場牧場 506＋103：20．7大差 409．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，591，400円 複勝： 23，238，400円 枠連： 7，377，600円
馬連： 28，837，300円 馬単： 15，077，800円 ワイド： 24，882，400円
3連複： 54，026，200円 3連単： 62，970，500円 計： 237，001，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 280円 � 170円 � 130円 枠 連（3－6） 1，750円

馬 連 �� 2，850円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 880円 �� 700円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 25，490円

票 数

単勝票数 計 205914 的中 � 14039（5番人気）
複勝票数 計 232384 的中 � 16288（6番人気）� 34585（2番人気）� 56656（1番人気）
枠連票数 計 73776 的中 （3－6） 3253（7番人気）
馬連票数 計 288373 的中 �� 7817（12番人気）
馬単票数 計 150778 的中 �� 1830（25番人気）
ワイド票数 計 248824 的中 �� 6763（12番人気）�� 8651（7番人気）�� 22506（1番人気）
3連複票数 計 540262 的中 ��� 15800（5番人気）
3連単票数 計 629705 的中 ��� 1791（86番人気）
上り 1マイル 1：45．1 4F 51．2－3F 38．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーイザヨイ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2018．6．17 函館1着

2016．2．24生 牡4黒鹿 母 シャルルヴォア 母母 フリーヴァケイション 障害：1戦1勝 賞金 7，900，000円
〔騎手変更〕 ウインストラグル号の騎手熊沢重文は，第5日第4競走での落馬負傷のため小坂忠士に変更。



2906510月25日 曇 重 （2新潟4） 第6日 第5競走 ��1，600�2歳新馬
発走12時05分 （芝・左・外）

牝；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
1：33．4
1：32．3

良
良

23 エコロデイジー 牝2鹿 54 高倉 稜原村 正紀氏 牧浦 充徳 青森 諏訪牧場 476 ―1：39．8 16．7�
510 ミスティックアイル 牝2鹿 54 菱田 裕二 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 442 ― 〃 ハナ 6．2�
24 ホウオウイクセル 牝2鹿 54 丸田 恭介小笹 芳央氏 高柳 瑞樹 洞�湖 レイクヴィラファーム 422 ―1：40．11� 6．4�
59 ゴルトメーネ 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子犬塚悠治郎氏 小手川 準 新冠 ハクツ牧場 420 ―1：40．42 32．1�
611 テンナイスポイント 牝2鹿 54 蛯名 正義天白 泰司氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 436 ―1：40．5クビ 24．5�
817 コントゥール 牝2黒鹿54 西村 淳也 	キャロットファーム 高柳 大輔 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452 ― 〃 クビ 3．9

36 メイジュスマイル 牝2黒鹿54 �島 克駿荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 スマイルファーム 424 ―1：40．71� 9．2�
47 タマモキラキラボシ 牝2鹿 54 荻野 極タマモ� 中竹 和也 日高 スマイルファーム 428 ―1：40．91� 59．0�
11 メ ラ ニ ー 牝2青鹿54 横山 武史近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 428 ―1：41．21� 4．9
12 エクメディフラワー 牝2鹿 54 井上 敏樹橋本慎太郎氏 深山 雅史 新ひだか 下屋敷牧場 460 ―1：41．51� 323．0�
612 トリプルミリオン 牝2芦 54

51 ▲山田 敬士江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 442 ―1：41．92	 212．9�
818 ハクサンクノイチ 牝2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 中村 雅明 454 ―1：42．0	 75．3�
35 サクセスビリーブ 牝2鹿 54 丹内 祐次小林 章氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 484 ―1：42．21 90．8�
714 プリティワヒネ 牝2栗 54 小崎 綾也横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 504 ― 〃 ハナ 12．8�
816 ブライダルクイーン 牝2芦 54

53 ☆菅原 明良 YTレーシング 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 458 ―1：42．3	 25．8�
715 サンウィンズロー 牝2鹿 54 宮崎 北斗 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 新ひだか 中橋 正 426 ―1：43．25 321．6�
48 キャッチミー 牝2鹿 54 杉原 誠人薪浦 亨氏 武市 康男 新ひだか 高橋 修 488 ―1：43．73 107．5�

（17頭）
713 ラガーイチバン 牝2黒鹿54 勝浦 正樹奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 474 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，758，900円 複勝： 32，827，000円 枠連： 10，858，200円
馬連： 34，361，500円 馬単： 15，909，800円 ワイド： 34，032，800円
3連複： 56，239，600円 3連単： 52，963，000円 計： 263，950，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，670円 複 勝 � 410円 � 230円 � 210円 枠 連（2－5） 1，130円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 11，140円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 1，300円 �� 760円

3 連 複 ��� 9，170円 3 連 単 ��� 64，100円

票 数

単勝票数 差引計 267589（返還計 15021） 的中 � 13508（7番人気）
複勝票数 差引計 328270（返還計 17768） 的中 � 18091（7番人気）� 38127（4番人気）� 44303（3番人気）
枠連票数 計 108582 的中 （2－5） 7421（4番人気）
馬連票数 差引計 343615（返還計 35707） 的中 �� 7256（15番人気）
馬単票数 差引計 159098（返還計 15796） 的中 �� 1071（43番人気）
ワイド票数 差引計 340328（返還計 40459） 的中 �� 5301（19番人気）�� 6652（15番人気）�� 11911（6番人気）
3連複票数 差引計 562396（返還計105431） 的中 ��� 4599（27番人気）
3連単票数 差引計 529630（返還計 93407） 的中 ��� 599（212番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．2―25．2―37．9―50．7―1：03．6―1：15．7―1：27．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．1―3F36．2
3 10（9，14，16，18）（2，3，5，11）（6，4，17）1－12，7，15－8 4 10（9，14）（2，3，5，16，18）11（6，4，17）1－7，12，15－8
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エコロデイジー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ネオユニヴァース 初出走

2018．4．3生 牝2鹿 母 モ モ ト ン ボ 母母 チ ナ ン デ ガ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外・発走状況〕 ラガーイチバン号は，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10分遅延。
キャッチミー号は，枠入り不良。

〔制裁〕 ホウオウイクセル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10，000円。（被害馬：5番）
エコロデイジー号の騎手高倉稜は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ラガーイチバン号は，令和2年10月26日から令和2年11月24日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 エコロナデシコ号・シャイニングパール号・パレドジュスティス号・ヒロシゲハート号・ブーケドフルール号

2906610月25日 曇 重 （2新潟4） 第6日 第6競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時35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

79 ケイアイピハ 牡3栗 55 菱田 裕二亀田 和弘氏 池上 昌和 新冠 新冠橋本牧場 444＋ 41：10．8 7．0�
11 アイムポッシブル 牝3黒鹿53 西村 淳也 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム B476＋ 61：10．9� 3．8�
66 タイガーサイレンス 牡3青鹿55 高倉 稜伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別 敏朗 446＋ 21：11．0� 12．2�
67 ベルアーシュ 牝5芦 55

52 ▲服部 寿希矢野 崇志氏 杉山 晴紀 新冠 松浦牧場 B472－ 4 〃 クビ 5．2�
55 ホウオウモントレー 牝4芦 55 丹内 祐次小笹 芳央氏 矢野 英一 むかわ 市川牧場 506＋ 2 〃 アタマ 5．5�
78 タマモキャペリン 牝4鹿 55

54 ☆菊沢 一樹タマモ	 水野 貴広 新冠 小泉牧場 462－ 61：11．1クビ 9．4

22 テーオーソクラテス 牡3鹿 55 横山 武史小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 41：11．63 7．0�
810 サトノポーラスター �3栗 55 吉田 隼人 	サトミホースカンパニー 大和田 成 千歳 社台ファーム 496± 01：11．92 26．1�
33 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± 01：12．0� 35．5
44 ワルツフォーデビー 牡3栗 55

53 ◇藤田菜七子風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 444＋ 31：12．2� 18．1�
811 ア マ ゾ ニ カ 牝4栗 55

52 ▲秋山 稔樹ディアレストクラブ	 大江原 哲 新ひだか 山野牧場 464＋ 4 〃 アタマ 35．5
（11頭）

売 得 金
単勝： 26，358，500円 複勝： 34，572，600円 枠連： 6，511，600円
馬連： 42，413，800円 馬単： 21，166，000円 ワイド： 37，493，200円
3連複： 63，703，900円 3連単： 73，585，000円 計： 305，804，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 170円 � 330円 枠 連（1－7） 1，100円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 3，930円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，180円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 6，990円 3 連 単 ��� 36，290円

票 数

単勝票数 計 263585 的中 � 29814（5番人気）
複勝票数 計 345726 的中 � 34678（4番人気）� 63349（1番人気）� 23545（7番人気）
枠連票数 計 65116 的中 （1－7） 4574（5番人気）
馬連票数 計 424138 的中 �� 16993（4番人気）
馬単票数 計 211660 的中 �� 4031（13番人気）
ワイド票数 計 374932 的中 �� 12702（6番人気）�� 8063（18番人気）�� 8747（13番人気）
3連複票数 計 637039 的中 ��� 6835（25番人気）
3連単票数 計 735850 的中 ��� 1470（121番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―12．1―11．9―12．8

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．8
3 4（8，9）2（6，7，11）（1，10）（5，3） 4 ・（4，8，9）（2，7）（6，11）（1，5，10）3

勝馬の
紹 介

ケイアイピハ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．12．28 中山1着

2017．3．14生 牡3栗 母 ゾ イ ゾ イ 母母 Angel Puss 4戦2勝 賞金 14，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を12時45分に変更。



2906710月25日 曇 重 （2新潟4） 第6日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時05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

22 キョウエイパラスト 牡3栗 55 横山 武史田中 晴夫氏 中川 公成 様似 スイートフアーム 510＋101：52．1 6．7�
11 エースレイジング 牡3黒鹿55 西村 淳也三浦 勝仁氏 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 452＋101：52．2� 12．0�
33 スズカゴウケツ 牡3鹿 55

54 ☆菅原 明良永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B478＋ 61：52．3� 1．5�
66 サイモンルモンド �3栗 55

54 ☆斎藤 新澤田 昭紀氏 松田 国英 日高 ヤナガワ牧場 438＋ 21：52．4� 14．9�
810 インナーアリュール 牡3鹿 55

52 ▲山田 敬士平井 裕氏 小桧山 悟 日高 白井牧場 474－ 41：52．61� 7．9�
55 メイショウオオタカ 牡4鹿 57 荻野 極松本 好雄氏 藤沢 則雄 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 21：52．7クビ 21．0�
44 サトノスライヴ 牡3黒鹿 55

53 △亀田 温心 	サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B508＋ 2 〃 クビ 19．4

77 � マイネルイヴィンス �4栗 57

54 ▲秋山 稔樹永見 貴昭氏 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B512－ 41：53．44 68．2�
89 ナムラカミカゼ 牡3鹿 55 小崎 綾也奈村 信重氏 村山 明 日高 いとう牧場 480＋121：54．99 18．5�
78 キモンボーイ 牡4鹿 57

55 ◇藤田菜七子小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 514－ 61：55．0� 45．2
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，429，200円 複勝： 73，001，600円 枠連： 6，372，600円
馬連： 36，101，000円 馬単： 22，882，400円 ワイド： 35，691，900円
3連複： 56，670，200円 3連単： 100，880，400円 計： 362，029，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 150円 � 220円 � 110円 枠 連（1－2） 3，690円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 7，070円

ワ イ ド �� 870円 �� 210円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 15，000円

票 数

単勝票数 計 304292 的中 � 35858（2番人気）
複勝票数 計 730016 的中 � 51748（2番人気）� 27272（5番人気）� 498312（1番人気）
枠連票数 計 63726 的中 （1－2） 1337（12番人気）
馬連票数 計 361010 的中 �� 7778（10番人気）
馬単票数 計 228824 的中 �� 2424（19番人気）
ワイド票数 計 356919 的中 �� 8826（11番人気）�� 51049（1番人気）�� 24547（4番人気）
3連複票数 計 566702 的中 ��� 35497（2番人気）
3連単票数 計1008804 的中 ��� 4875（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．6―37．5―50．4―1：02．6―1：14．4―1：26．6―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キョウエイパラスト �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 バ ゴ デビュー 2020．6．6 東京8着

2017．5．5生 牡3栗 母 スプリングミント 母母 タシロスプリング 5戦2勝 賞金 16，000，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時10分に変更。

2906810月25日 曇 重 （2新潟4） 第6日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時35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
1：44．6
1：43．9

良
良

710 モズナガレボシ 牡3芦 55
54 ☆菅原 明良 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 492± 01：49．0 19．2�

56 ケルンキングダム �4鹿 57 �島 克駿谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 440－ 61：49．21� 4．7�

55 ポールトゥウィン 牡3鹿 55
53 △亀田 温心 �カナヤマホール

ディングス 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 500＋141：49．62� 13．1�
33 グランエクセレント 牡3鹿 55 柴山 雄一田畑 利彦氏 石毛 善彦 浦河 高昭牧場 506± 01：49．81	 12．5�
811 ラグビーボーイ 牡3黒鹿55 吉田 隼人齋藤 秀昭氏 勢司 和浩 洞
湖 レイクヴィラファーム 490± 01：50．01 11．9�
812 サマービート 牡3鹿 55 西村 淳也ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460± 0 〃 アタマ 7．7	
67 フィニステール 牡3黒鹿 55

54 ☆斎藤 新金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 日高 白井牧場 468＋ 21：50．31� 4．9


11 ノーエクスキューズ 牡3青鹿55 横山 武史 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：50．72� 2．9�
22 アルマイナンナ 牝3芦 53 菱田 裕二コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 442＋ 61：50．91� 46．5
44 � プ ロ ー ス 牡4栗 57 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 510＋ 2 〃 クビ 93．5�
68 マ ル ボ ル ク 牡3栗 55 丸田 恭介村木 隆氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B508＋ 2 〃 アタマ 31．7�
79 アリスブルー 牝4鹿 55 宮崎 北斗 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 浦河 大北牧場 B474＋201：53．1大差 82．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 30，821，000円 複勝： 42，426，300円 枠連： 8，483，900円
馬連： 41，811，700円 馬単： 20，210，700円 ワイド： 41，104，500円
3連複： 65，586，800円 3連単： 83，763，100円 計： 334，208，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，920円 複 勝 � 550円 � 180円 � 340円 枠 連（5－7） 3，110円

馬 連 �� 5，070円 馬 単 �� 11，170円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 3，340円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 16，360円 3 連 単 ��� 107，670円

票 数

単勝票数 計 308210 的中 � 12811（8番人気）
複勝票数 計 424263 的中 � 17068（8番人気）� 73538（2番人気）� 30613（6番人気）
枠連票数 計 84839 的中 （5－7） 2110（12番人気）
馬連票数 計 418117 的中 �� 6383（19番人気）
馬単票数 計 202107 的中 �� 1356（42番人気）
ワイド票数 計 411045 的中 �� 5957（21番人気）�� 3097（34番人気）�� 9858（14番人気）
3連複票数 計 655868 的中 ��� 3006（61番人気）
3連単票数 計 837631 的中 ��� 564（362番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―11．5―12．4―12．4―12．2―11．9―11．8―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―23．9―35．4―47．8―1：00．2―1：12．4―1：24．3―1：36．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モズナガレボシ �
�
父 グランプリボス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2019．11．17 東京12着

2017．2．4生 牡3芦 母 モズフリムカナイデ 母母 スラボンスカ 16戦1勝 賞金 21，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アリスブルー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年11月25日まで平地競走

に出走できない。



2906910月25日 晴 重 （2新潟4） 第6日 第9競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走14時05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
1：09．1
1：08．5

重
重

44 シンゼンマックス 牡4栗 57
56 ☆菅原 明良原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 アラキフアーム 486－ 41：11．2 2．3�

66 メイショウアマギ 牡4鹿 57 高倉 稜松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 482－10 〃 アタマ 34．2�
33 メイショウゼッケイ 牝4栗 55

54 ☆菊沢 一樹松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 430± 01：11．41� 22．0�
77 ドンマニフィコ 牡3芦 55 菱田 裕二山田 貢一氏 牧浦 充徳 日高 アイズスタッド株式会社 442± 01：11．5クビ 8．1�
11 	 ト ロ イ カ 牡3鹿 55

54 ☆斎藤 新ゴドルフィン 大久保龍志 米 B. P. Walden Jr.
& P. W. Madden B480＋10 〃 クビ 3．3�

22 	 キュウドウクン 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy
Stables, Inc. 474－ 21：11．6クビ 19．6�

89 グランドストローク 牡3黒鹿55 横山 武史 	コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 458＋ 61：12．45 4．5

88 スリーマグナム 牡5鹿 57 柴山 雄一永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 490－ 41：12．82� 42．5�
55 ヴィブラント 牡3鹿 55 西村 淳也 DMMドリームクラブ� 今野 貞一 安平 追分ファーム 510＋ 21：13．01
 32．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，870，500円 複勝： 28，200，400円 枠連： 5，866，200円
馬連： 40，824，200円 馬単： 21，876，100円 ワイド： 29，680，900円
3連複： 54，432，300円 3連単： 98，488，900円 計： 308，239，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 460円 � 360円 枠 連（4－6） 2，750円

馬 連 �� 2，980円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 790円 �� 640円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 7，930円 3 連 単 ��� 29，850円

票 数

単勝票数 計 288705 的中 � 97744（1番人気）
複勝票数 計 282004 的中 � 105403（1番人気）� 10502（7番人気）� 14257（6番人気）
枠連票数 計 58662 的中 （4－6） 1648（10番人気）
馬連票数 計 408242 的中 �� 10615（10番人気）
馬単票数 計 218761 的中 �� 3646（16番人気）
ワイド票数 計 296809 的中 �� 9755（10番人気）�� 12300（6番人気）�� 3214（24番人気）
3連複票数 計 544323 的中 ��� 5144（28番人気）
3連単票数 計 984889 的中 ��� 2392（105番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．1―12．1―12．0―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．6―45．7―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シンゼンマックス �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2018．10．20 京都4着

2016．5．8生 牡4栗 母 スプリングシティ 母母 Seattle Special 16戦2勝 賞金 28，210，000円

2907010月25日 晴 重 （2新潟4） 第6日 第10競走 ��
��2，200�

い わ ふ ね

岩 船 特 別
発走14時40分 （芝・左）
3歳以上，1勝クラス（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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．8
2：09．7

良
良

66 ア ル セ ス ト 牡3黒鹿54 西村 淳也 �シルクレーシング 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 474－ 42：18．0 6．0�

88 ダンディズム �4黒鹿57 小崎 綾也 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 486＋ 62：18．63	 2．5�

44 クルミネイト 牝4鹿 55 菅原 明良 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム B454＋ 82：18．7
 20．3�
55 ベスビアナイト �3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 496＋ 2 〃 アタマ 8．1�
33 ラヴィンジャー 牝4黒鹿55 吉田 隼人丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 414－ 6 〃 クビ 3．3	
22 タイセイモンストル 牡3鹿 54 菱田 裕二田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 480＋ 82：19．12	 6．0

77 � コ ス モ ク ウ 牡3鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 上原 博之 米

Robert Nataf,
Joe Allen &
Tim Thornton

484＋102：19．52	 25．6�
11 � コルドゥーン 牡4青鹿57 島 克駿西 浩明氏 石栗 龍彦 日高 下河辺牧場 452－ 62：20．88 211．5�
89 ブルーアガヴェ 牡4黒鹿57 丸田 恭介金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 新冠 パカパカ
ファーム 458＋ 22：22．18 83．5

（9頭）

売 得 金
単勝： 37，556，600円 複勝： 35，945，900円 枠連： 8，877，600円
馬連： 57，076，300円 馬単： 31，139，200円 ワイド： 43，445，700円
3連複： 77，111，700円 3連単： 140，663，900円 計： 431，816，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 130円 � 330円 枠 連（6－8） 960円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 2，550円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，310円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 22，090円

票 数

単勝票数 計 375566 的中 � 49717（3番人気）
複勝票数 計 359459 的中 � 42934（3番人気）� 93931（1番人気）� 21344（6番人気）
枠連票数 計 88776 的中 （6－8） 7111（4番人気）
馬連票数 計 570763 的中 �� 44257（3番人気）
馬単票数 計 311392 的中 �� 9144（13番人気）
ワイド票数 計 434457 的中 �� 32009（4番人気）�� 7945（15番人気）�� 13046（11番人気）
3連複票数 計 771117 的中 ��� 14203（14番人気）
3連単票数 計1406639 的中 ��� 4615（90番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
13．1―25．9―38．5―51．6―1：04．9―1：17．1―1：29．4―1：41．8―1：54．2―2：05．7

コーナー
通過順位

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

2
4
6（7，9）4，2，1，8，3＝5
6（7，9，2）（4，3）8，1＝5

勝馬の
紹 介

ア ル セ ス ト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．11．2 京都4着

2017．1．26生 牡3黒鹿 母 サダムグランジュテ 母母 シーズライクリオ 11戦1勝 賞金 19，569，000円



2907110月25日 晴 重 （2新潟4） 第6日 第11競走 ��
��1，000�ルミエールオータムダッシュ（Ｌ）

発走15時20分 （芝・直線）
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54�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳54�4歳
以上56�，牝馬2�減，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 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
53．7
53．7

良
良

818	 ヒロイックアゲン 牝6黒鹿54 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 494－ 2 55．7 4．2�
817 カッパツハッチ 牝5鹿 54 吉田 隼人�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 476＋ 2 56．02 5．1�
714 ファストアズエバー 牝4芦 54 
島 良太 �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 476－ 2 56．74 30．6�
715 ゲンキチハヤブサ �8栗 56 小崎 綾也荒井 元明氏 川村 禎彦 日高 サンシャイン

牧場 486－ 2 56．91� 44．7�
12 ジョーマンデリン 牝4芦 54 菱田 裕二上田けい子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 490＋ 8 〃 ハナ 15．8	
36 ビ リ ー バ ー 牝5黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 464－ 2 57．0クビ 9．6

23 ヤマカツマーメイド 牝3鹿 52 斎藤 新山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 476－ 4 57．1 37．1�
713 ダイメイプリンセス 牝7黒鹿59 横山 武史宮本 孝一氏 森田 直行 日高 横井 哲 504± 0 〃 ハナ 10．9�
48 ウインゼノビア 牝4栗 54 丹内 祐次�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 B482－ 2 57．31� 133．0
24 メイショウカズヒメ 牝6鹿 54 西村 淳也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 498－ 6 57．72 69．6�
612 クールティアラ 牝4鹿 54 菅原 明良川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 468－ 2 57．8� 55．2�
35 ショウナンマッシブ 牡6鹿 56 柴山 雄一国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 470－10 〃 クビ 309．2�
59 カイザーメランジェ 牡5鹿 58 亀田 温心友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 486－ 2 57．9� 115．7�
611 ミキノドラマー 牡7鹿 56 菊沢 一樹谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 492＋10 58．0クビ 34．2�
816 ボーンスキルフル 牝5青鹿54 蛯名 正義吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 468＋10 〃 アタマ 3．4�
47 エレナアヴァンティ 牝3鹿 52 丸田 恭介加藤 裕司氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 458＋ 4 58．63� 78．1�
11 イエローマリンバ 牝5青鹿54 
島 克駿松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 448－ 2 58．92 70．6�
510 ハクアイブラック 牡3黒鹿54 藤田菜七子 �H.Iコーポレーション 松永 昌博 新冠 佐藤牧場 528＋22 59．21 12．7�

（18頭）

売 得 金
単勝： 81，251，700円 複勝： 103，767，900円 枠連： 61，864，700円
馬連： 230，327，800円 馬単： 90，346，500円 ワイド： 154，143，300円
3連複： 437，455，000円 3連単： 492，890，700円 計： 1，652，047，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 220円 � 630円 枠 連（8－8） 290円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，570円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 8，140円 3 連 単 ��� 33，200円

票 数

単勝票数 計 812517 的中 � 154759（2番人気）
複勝票数 計1037679 的中 � 183787（2番人気）� 131075（3番人気）� 33361（9番人気）
枠連票数 計 618647 的中 （8－8） 160724（1番人気）
馬連票数 計2303278 的中 �� 202315（2番人気）
馬単票数 計 903465 的中 �� 34730（5番人気）
ワイド票数 計1541433 的中 �� 96350（2番人気）�� 24228（16番人気）�� 16166（24番人気）
3連複票数 計4374550 的中 ��� 40295（20番人気）
3連単票数 計4928907 的中 ��� 10761（86番人気）

ハロンタイム 11．9―10．2―10．8―11．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．1―32．9―43．9

上り4F43．8－3F33．6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

	ヒロイックアゲン �
�
父 ロードアルティマ �

�
母父 ブライアンズタイム

2014．4．23生 牝6黒鹿 母 タイムヒロイン 母母 フ ル ー ト 30戦3勝 賞金 130，560，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 ヤマカツマーメイド号の騎手斎藤新は，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：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イエローマリンバ号・ハクアイブラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年

11月25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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アーヒラ号・ジュニパーベリー号・スノードーナツ号・ポートナイトサイト号

2907210月25日 晴 重 （2新潟4） 第6日 第12競走 ��
��1，800�

と や の

鳥 屋 野 特 別
発走16時00分 （ダート・左）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．10．19以降2．10．18まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

58 ベルダーイメル 牡3鹿 55 吉田 隼人ケーエスHD 本田 優 新冠 川島牧場 454＋ 61：50．8 1．7�
712 カフェプリンス 牡4鹿 55 西村 淳也西川 恭子氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 508－ 21：51．22� 23．4�
34 � グラマラスライフ 牝5黒鹿52 菅原 明良 �シルクレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム B484－ 6 〃 ハナ 19．2�
59 ドゥラリュール 	7栗 55 菊沢 一樹平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 478＋ 61：51．52 51．7�
35 セイユメアカリ 牡3黒鹿53 斎藤 新金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 B454＋ 81：51．6� 33．0�
610 オデュッセイア 牝5栗 52 藤田菜七子吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478－ 21：51．91� 36．1	
713 ベルジュネス 	4鹿 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 畠山 吉宏 新冠 坂元 芳春 B466－ 4 〃 クビ 21．0

814 ショウナンマリオ 牡3黒鹿55 横山 武史�湘南 加藤士津八 浦河 高昭牧場 478－ 81：52．0クビ 2．8�
23 サンレイファイト 牡4栗 54 亀田 温心永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 464－ 21：52．32 61．3�
22 フェイバリット 牡3黒鹿53 山田 敬士島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋121：52．61
 93．2�
46 ア ヴ ァ ン ト 牡6栗 54 菱田 裕二佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：52．7� 80．7�
815 マカオンブラン 牡3鹿 53 �島 克駿關 陽彦氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 498± 0 〃 クビ 16．2�
611 トレイントレイン 牡4黒鹿55 柴山 雄一�MMC 池上 昌和 清水 リトルブルーファーム B508＋ 21：53．12� 73．7�
47 デルマカルヴァドス 牡5鹿 53 井上 敏樹浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 488－201：53．84 346．2�

（14頭）
11 プエルタデルソル 牡6栗 54 荻野 極前田 幸治氏 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 482＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 63，008，600円 複勝： 82，617，000円 枠連： 25，637，900円
馬連： 113，856，800円 馬単： 56，358，600円 ワイド： 90，088，300円
3連複： 178，663，900円 3連単： 272，384，300円 計： 882，615，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 300円 � 270円 枠 連（5－7） 670円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 700円 �� 630円 �� 2，740円

3 連 複 ��� 6，150円 3 連 単 ��� 16，510円

票 数

単勝票数 差引計 630086（返還計 5179） 的中 � 284198（1番人気）
複勝票数 差引計 826170（返還計 11484） 的中 � 353754（1番人気）� 43998（5番人気）� 52572（4番人気）
枠連票数 差引計 256379（返還計 11009） 的中 （5－7） 29352（2番人気）
馬連票数 差引計1138568（返還計 34224） 的中 �� 47576（6番人気）
馬単票数 差引計 563586（返還計 16233） 的中 �� 17871（6番人気）
ワイド票数 差引計 900883（返還計 38550） 的中 �� 33608（7番人気）�� 37925（4番人気）�� 7948（28番人気）
3連複票数 差引計1786639（返還計126925） 的中 ��� 21764（17番人気）
3連単票数 差引計2723843（返還計164435） 的中 ��� 11956（46番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．9―12．8―12．3―12．0―12．1―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．1―37．0―49．8―1：02．1―1：14．1―1：26．2―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベルダーイメル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 スニッツェル デビュー 2019．10．6 京都4着

2017．3．9生 牡3鹿 母 ル リ ニ ガ ナ 母母 ダムドコンパニー 9戦3勝 賞金 36，048，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔競走除外〕 プエルタデルソル号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻4分遅延。

３レース目



（2新潟4）第6日 10月25日（日曜日） 晴一時雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

重
不良後重

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

216，010，000円
4，280，000円
23，170，000円
1，460，000円
25，160，000円
60，789，500円
4，813，500円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
428，346，300円
554，214，400円
158，618，400円
735，305，200円
351，280，000円
586，249，100円
1，203，350，600円
1，596，747，500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 5，614，111，500円

総入場人員 730名 （有料入場人員 495名）



令和2年度 第4回新潟競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 925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

1，236，660，000円
27，180，000円
135，020，000円
8，680，000円
140，200，000円
389，860，000円
31，632，500円
8，880，000円

勝馬投票券売得金
2，457，520，400円
3，232，145，500円
835，083，400円
4，042，363，700円
1，854，415，400円
3，367，303，300円
6，572，296，200円
7，986，287，400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 30，347，415，300円

総入場延人員 4，011名 （有料入場延人員 2，714名）
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