
2903710月17日 曇 不良 （3新潟5） 第4日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50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

813 イチゴキネンビ 牡2鹿 55 丹内 祐次合同会社ノルディック小桧山 悟 日高 碧雲牧場 470＋101：11．9 3．0�
46 ナ ム ラ ビ バ 牝2鹿 54 菊沢 一樹奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 ナカノファーム 466－181：12．53� 16．3�
58 � ブラヴィーノ 牡2栗 55 藤井勘一郎岡田 牧雄氏 石坂 公一 米

Jay Goodwin, Lu-
cas Marquardt &
Rick Smith

424－ 61：12．71� 7．4�
22 カフジペンタゴン 牡2鹿 55 �島 克駿加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460－ 41：13．33� 3．8�
610 シゲルカンガルー 牡2鹿 55

52 ▲小林 凌大森中 蕃氏 藤沢 則雄 浦河 三好牧場 476＋ 6 〃 クビ 60．1�
57 ワンダークレイモア 牡2黒鹿55 加藤 祥太山本 能成氏 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 478－ 2 〃 アタマ 7．9�
711 グラスサーシャ 牝2鹿 54

50 ★永島まなみ半沢	 尾形 和幸 新ひだか 静内フジカワ牧場 432± 01：13．61� 50．3

34 レ セ ダ 牝2栗 54 西村 淳也藤沼 利夫氏 高柳 大輔 新冠 ハクレイファーム 422± 01：13．7� 6．4�
33 ウインタースイート 牝2栗 54 杉原 誠人	ミルファーム 伊藤 伸一 日高 春木ファーム 410± 0 〃 クビ 114．5�
45 カンタルーパ 牝2鹿 54

52 ◇藤田菜七子村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 434＋ 81：13．8� 17．1
814 ユアマイホープ 牡2鹿 55 嶋田 純次	ミルファーム 岩戸 孝樹 浦河 ミルファーム B480＋141：14．01� 169．0�
712 シ ン ソ ー ブ 牝2栗 54

52 △秋山 稔樹栗山 良子氏 上原 博之 平取 北島牧場 460－161：14．11 184．5�
69 モステニーレ 牝2鹿 54

51 ▲横山 琉人�ORTEGA 大江原 哲 日高 佐々木 康治 438＋ 61：16．2大差 122．5�
11 プ ラ ス ツ ー 牡2鹿 55

52 ▲松本 大輝西村新一郎氏 和田 雄二 浦河 鵜木 唯義 430＋ 21：16．62 228．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，666，600円 複勝： 32，271，000円 枠連： 8，299，200円
馬連： 39，394，000円 馬単： 19，441，200円 ワイド： 36，334，400円
3連複： 64，639，600円 3連単： 69，010，900円 計： 294，056，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 290円 � 230円 枠 連（4－8） 1，150円

馬 連 �� 1，720円 馬 単 �� 2，800円

ワ イ ド �� 650円 �� 550円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 4，420円 3 連 単 ��� 23，680円

票 数

単勝票数 計 246666 的中 � 66140（1番人気）
複勝票数 計 322710 的中 � 73797（1番人気）� 24149（6番人気）� 33009（5番人気）
枠連票数 計 82992 的中 （4－8） 5557（6番人気）
馬連票数 計 393940 的中 �� 17693（8番人気）
馬単票数 計 194412 的中 �� 5207（12番人気）
ワイド票数 計 363344 的中 �� 14439（8番人気）�� 17728（6番人気）�� 6063（20番人気）
3連複票数 計 646396 的中 ��� 10944（17番人気）
3連単票数 計 690109 的中 ��� 2112（92番人気）

ハロンタイム 12．0―11．0―11．7―12．7―12．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．0―34．7―47．4―59．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．2
3 ・（7，11）（2，8）（3，10）13，14（5，12）6，9，4，1 4 ・（7，11）（2，8）（13，3，10）－（5，12，14）－6－4，9，1

勝馬の
紹 介

イチゴキネンビ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．9．11 中山4着

2019．4．7生 牡2鹿 母 イチゴアミーラ 母母 サイレントラヴ 3戦1勝 賞金 6，970，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モステニーレ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月17日まで平地競走

に出走できない。
プラスツー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年12月17日まで平地競走に
出走できない。

2903810月17日 曇 重 （3新潟5） 第4日 第2競走 1，200�2歳未勝利
発走10時15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
1：08．7
1：07．5

良
良

69 ウインマーベル 牡2栗 55 丹内 祐次�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B456－ 21：11．0 8．1�
813 ルナエルモッサ 牝2栗 54

52 ◇藤田菜七子岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 422－ 21：11．42� 9．6�
710 ダイヴトゥブルー 牡2栗 55

54 ☆亀田 温心�須野牧場 加用 正 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 468＋ 21：11．5クビ 119．1�

56 クリノマジン 牡2鹿 55 斎藤 新栗本 守氏 高橋 義忠 浦河 高昭牧場 434－101：11．6� 3．8�
44 コズミックフロスト 牝2鹿 54 �島 克駿ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 21：11．81� 5．4	
22 バーニングアイズ 牝2黒鹿 54

50 ★永島まなみ岡田 牧雄氏 森田 直行 浦河 笹島 智則 416＋ 2 〃 クビ 34．3

11 ローズブルーム 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 伊藤 大士 日高 賀張中川牧場 438± 01：12．0� 8．8�
711 コスモプルエバ 牝2栗 54 横山 和生 �ビッグレッドファーム 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 21：12．85 5．9
812 シルバーサドル 牡2鹿 55

52 ▲小林 脩斗 �スピードファーム加藤 和宏 新冠 スピードフアーム 416＋ 81：13．11� 107．7�
45 スマイルムーン 牝2栗 54 西村 淳也青山 洋一氏 牧浦 充徳 日高 リコーファーム 420－181：13．84 8．5�
68 カシノコマンド 牝2芦 54

52 △秋山 稔樹柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 426＋ 41：14．43� 15．7�
57 スナノヨウセイ 牝2黒鹿54 中井 裕二村田 哲朗氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 426± 01：14．61� 395．5�
33 アニーアイル 牝2鹿 54 柴田 善臣日向 英二氏 本間 忍 新ひだか 松田牧場 460－12 〃 ハナ 247．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，371，200円 複勝： 39，876，200円 枠連： 7，944，800円
馬連： 44，270，300円 馬単： 19，109，700円 ワイド： 39，750，200円
3連複： 67，646，800円 3連単： 73，598，500円 計： 321，567，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 810円 複 勝 � 290円 � 360円 � 1，610円 枠 連（6－8） 2，330円

馬 連 �� 3，500円 馬 単 �� 6，530円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 6，970円 �� 13，490円

3 連 複 ��� 86，430円 3 連 単 ��� 325，350円

票 数

単勝票数 計 293712 的中 � 30340（4番人気）
複勝票数 計 398762 的中 � 39234（4番人気）� 30740（7番人気）� 5625（10番人気）
枠連票数 計 79448 的中 （6－8） 2636（11番人気）
馬連票数 計 442703 的中 �� 9800（19番人気）
馬単票数 計 191097 的中 �� 2193（36番人気）
ワイド票数 計 397502 的中 �� 9909（18番人気）�� 1444（40番人気）�� 742（52番人気）
3連複票数 計 676468 的中 ��� 587（117番人気）
3連単票数 計 735985 的中 ��� 164（582番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．4―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―47．1―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ウインマーベル �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．6．20 札幌3着

2019．5．8生 牡2栗 母 コスモマーベラス 母母 ロ モ ー ラ 6戦1勝 賞金 10，520，000円
〔制裁〕 クリノマジン号の騎手斎藤新は，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：4番）

ルナエルモッサ号の騎手藤田菜七子は，最後の直線コースで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〕 カシノコマンド号・スナノヨウセイ号・アニーアイル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和3年11月17日まで平地競走に出走できない。

第５回 新潟競馬 第４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



2903910月17日 曇 重 （3新潟5） 第4日 第3競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時40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
2：01．3
1：58．9

良
良

711 ナニハサテオキ 牡2鹿 55 藤井勘一郎 �キャピタル・システム 村山 明 日高 株式会社
目黒牧場 474± 02：06．0 19．3�

58 プレシャスソウル 牡2鹿 55
54 ☆泉谷 楓真飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 450＋ 6 〃 クビ 7．5�

22 マイネルオーサム 牡2鹿 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 466＋ 22：06．1� 10．4�

46 アーブルチム 牝2青鹿 54
53 ☆富田 暁福盛 訓之氏 長谷川浩大 千歳 社台ファーム 452＋ 22：06．31� 60．9�

610� ブ ラ カ ー 牡2栗 55 西村 淳也ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 J. S. Bolger 452＋ 22：06．72� 8．7�
45 シ ズ オ ウ 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 440± 02：06．91� 82．1	
57 サイモンハミング 牝2栗 54

53 ☆亀田 温心澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 448－ 2 〃 アタマ 33．7

712 シ タ ゴ コ ロ 牡2黒鹿 55

52 ▲小林 脩斗内田 玄祥氏 奥平 雅士 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 438± 02：07．11 16．1�

11 テイエムクロマル 牡2黒鹿 55
53 △秋山 稔樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 476－ 62：07．31� 97．5�

813 ヴァラダムドラー 牝2鹿 54 �島 克駿 サンデーレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 534＋ 22：07．51� 3．5�
33 カシノジュピター 牡2鹿 55 酒井 学柏木 務氏 天間 昭一 浦河 荻伏三好フ

アーム 492＋122：07．61 6．5�
69 マイムマイム 牝2青鹿 54

51 ▲横山 琉人ミルファーム 小島 茂之 新ひだか 高橋 義浩 408－ 62：08．23� 18．5�

814 ララパラプリュイ 牝2栗 54 横山 和生フジイ興産� 田中 博康 浦河 ヒダカフアーム 444＋ 4 〃 クビ 6．2�
（法942）

34 ケイティマジック 牡2鹿 55 内田 博幸瀧本 和義氏 清水 英克 浦河 フクオカファーム 460－ 42：08．41� 66．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，870，100円 複勝： 40，539，400円 枠連： 10，597，800円
馬連： 38，796，400円 馬単： 17，444，400円 ワイド： 43，224，900円
3連複： 67，075，000円 3連単： 64，375，600円 計： 310，923，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 430円 � 240円 � 340円 枠 連（5－7） 2，300円

馬 連 �� 5，350円 馬 単 �� 12，220円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 2，590円 �� 940円

3 連 複 ��� 17，250円 3 連 単 ��� 140，570円

票 数

単勝票数 計 288701 的中 � 12642（9番人気）
複勝票数 計 405394 的中 � 22725（8番人気）� 49467（4番人気）� 30445（6番人気）
枠連票数 計 105978 的中 （5－7） 3568（11番人気）
馬連票数 計 387964 的中 �� 5617（22番人気）
馬単票数 計 174444 的中 �� 1070（52番人気）
ワイド票数 計 432249 的中 �� 7191（21番人気）�� 4189（37番人気）�� 12103（8番人気）
3連複票数 計 670750 的中 ��� 2916（68番人気）
3連単票数 計 643756 的中 ��� 332（537番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．2―50．0―1：03．4―1：16．3―1：29．1―1：41．6―1：53．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F36．9
1
3
・（6，14）3，10（5，12）13（1，7）8，9，11－2，4・（6，10，13，4）14（3，12，2）（8，7）（5，9）11，1

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

勝馬の
紹 介

ナニハサテオキ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2021．8．15 小倉6着

2019．4．13生 牡2鹿 母 ファーマジェンヌ 母母 オンワードテティス 3戦1勝 賞金 5，870，000円
〔制裁〕 プレシャスソウル号の騎手泉谷楓真は，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：2番・

6番）

2904010月17日 曇 不良 （3新潟5） 第4日 第4競走 2，500�3歳以上1勝クラス
発走11時10分 （ダート・左）

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

88 サダムラピュタ 牡6黒鹿 57
54 ▲小沢 大仁大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B468－ 82：39．7 7．7�

89 ローズボウル 牡3鹿 54 武藤 雅 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 504± 02：39．91� 2．0�
55 ヤマノマタカ 牡4鹿 57 丹内 祐次澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 B478＋ 42：40．11� 4．3�
11 � ナスノコウラン 牡5鹿 57

56 ☆富田 暁�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 B518＋ 42：40．52� 100．4�

33 リオンドール 牡3黒鹿54 内田 博幸 	社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム B522± 02：40．6� 6．2

77 ハーツシンフォニー 牡4青鹿 57

56 ☆泉谷 楓真 DMMドリームクラブ� 辻 哲英 日高 下河辺牧場 B476＋ 42：40．92 26．5�
22 ヨドノドリーム 牡4鹿 57 �島 克駿海原 聖一氏 谷 潔 浦河 林農場 488± 02：41．21� 63．5�
66 クリノクラール 牡3鹿 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 武 英智 日高 永村 侑 492＋ 22：41．94 7．0
44 クールファイブ 牡3鹿 54 酒井 学大塚 亮一氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム B478± 03：00．8大差 31．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，872，800円 複勝： 36，595，800円 枠連： 5，838，800円
馬連： 31，825，500円 馬単： 19，515，900円 ワイド： 28，395，500円
3連複： 48，877，400円 3連単： 83，112，000円 計： 281，033，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 150円 � 110円 � 120円 枠 連（8－8） 520円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 2，000円

ワ イ ド �� 240円 �� 380円 �� 170円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 5，660円

票 数

単勝票数 計 268728 的中 � 27666（5番人気）
複勝票数 計 365958 的中 � 43882（4番人気）� 121848（1番人気）� 75490（2番人気）
枠連票数 計 58388 的中 （8－8） 8585（3番人気）
馬連票数 計 318255 的中 �� 36876（3番人気）
馬単票数 計 195159 的中 �� 7302（7番人気）
ワイド票数 計 283955 的中 �� 28983（3番人気）�� 16014（6番人気）�� 48163（1番人気）
3連複票数 計 488774 的中 ��� 53909（2番人気）
3連単票数 計 831120 的中 ��� 10642（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．6―19．1―31．5―45．2―58．4―1：11．4―1：25．3―1：38．5―1：50．1―2：02．2―2：15．1―2：27．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サダムラピュタ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Bernardini デビュー 2017．7．16 函館3着

2015．3．20生 牡6黒鹿 母 アートスタジオ 母母 Atelier 32戦2勝 賞金 43，200，000円
〔その他〕 クールファイブ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。



2904110月17日 曇 重 （3新潟5） 第4日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時00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
1：08．7
1：07．5

良
良

23 ラインアルテア 牡2黒鹿 55
53 △秋山 稔樹大澤 繁昌氏 武藤 善則 日高 日高大洋牧場 476 ―1：11．4 18．7�

510 ネ レ イ ド 牝2鹿 54
53 ☆亀田 温心�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 440 ― 〃 クビ 7．4�

713 モンローテソーロ 牡2栗 55 �島 克駿了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 浦河 谷口牧場 474 ―1：11．61� 4．1�

815 ララペティアン 牝2栗 54 柴田 善臣フジイ興産� 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 480 ―1：11．81� 9．9�
（法942）

816� バーニーフォールズ 牝2鹿 54
53 ☆富田 暁ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Tom & Ger-

aldine Molan 450 ―1：12．01� 21．4	
59 ウインオワーズ 牡2鹿 55 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 462 ―1：12．21� 34．4

611 ペイシャフラガール 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大北所 直人氏 松永 康利 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 406 ― 〃 ハナ 51．1�

612 ダ ル ダ ヌ ス 牡2鹿 55 斎藤 新�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 522 ―1：12．51� 14．9�

48 サラフィエル 牡2栗 55 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム 430 ―1：12．71� 38．3
47 エ ス リ ー ア 牝2鹿 54 中井 裕二中村 智幸氏 岩戸 孝樹 日高 道見牧場 418 ―1：12．8� 45．1�
24 ウインチャチャ 牝2鹿 54

51 ▲松本 大輝�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 440 ―1：13．12 24．0�
36 デルマシルフ 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁浅沼 廣幸氏 畑端 省吾 日高 白井牧場 458 ―1：13．95 7．3�
35 フクチャンクイーン 牝2黒鹿54 菱田 裕二福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 422 ―1：14．0クビ 6．6�
714 アルドゥエンナ 牝2青鹿54 武藤 雅 �キャロットファーム 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 442 ―1：14．32 10．5�
12 プリンアラモード 牝2鹿 54

51 ▲小林 脩斗田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 船越牧場 408 ―1：14．51� 88．0�
11 キキノロザリオ 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 琉人鹽田 久義氏 南田美知雄 新ひだか 神垣 道弘 376 ―1：18．5大差 112．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，256，000円 複勝： 35，705，200円 枠連： 12，577，400円
馬連： 38，189，100円 馬単： 17，323，600円 ワイド： 37，931，000円
3連複： 66，486，400円 3連単： 60，106，800円 計： 295，575，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 500円 � 230円 � 180円 枠 連（2－5） 3，160円

馬 連 �� 6，980円 馬 単 �� 16，040円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 1，440円 �� 560円

3 連 複 ��� 9，500円 3 連 単 ��� 69，060円

票 数

単勝票数 計 272560 的中 � 12332（8番人気）
複勝票数 計 357052 的中 � 15140（9番人気）� 41931（4番人気）� 61016（1番人気）
枠連票数 計 125774 的中 （2－5） 3075（16番人気）
馬連票数 計 381891 的中 �� 4239（30番人気）
馬単票数 計 173236 的中 �� 810（66番人気）
ワイド票数 計 379310 的中 �� 4092（31番人気）�� 6612（15番人気）�� 18446（1番人気）
3連複票数 計 664864 的中 ��� 5247（25番人気）
3連単票数 計 601068 的中 ��� 631（207番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―12．2―11．7―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラインアルテア �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 メイショウボーラー 初出走

2019．3．29生 牡2黒鹿 母 ヤサカオディール 母母 ヴァドヴィーツェ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ネレイド号の騎手藤田菜七子は，第2競走での負傷のため亀田温心に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キキノロザリオ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年11月17日まで平地競

走に出走できない。

2904210月17日 曇 不良 （3新潟5） 第4日 第6競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時30分 （ダート・左）

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
1：09．1
1：08．5

重
重

813 ゴールデンプルーフ 牝3鹿 53 �島 克駿 �サンデーレーシング 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 490＋ 41：11．0 4．2�
814� エ ナ ホ ー プ 牝7黒鹿55 酒井 学宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 502－ 2 〃 クビ 21．7�
11 � チャーミングアクト 牝4鹿 55 �島 良太橋本 浩氏 飯田 雄三 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－ 41：11．1クビ 2．4�
711 チェスナットロール 牝4栗 55 菱田 裕二田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 神垣 道弘 462＋ 41：11．52� 97．3�
46 エコロマンボ 牝3鹿 53 西村 淳也原村 正紀氏 牧浦 充徳 日高 藤本ファーム 512－ 4 〃 ハナ 30．0�
610 ノーブルハーバー 牝3鹿 53 丹内 祐次吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 日高 スウィング

フィールド牧場 450－ 81：11．71� 31．0	
57 イマジンヨウコ 牝3鹿 53

52 ☆富田 暁薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 B460－ 41：11．91� 6．5

45 エヴァジョーネ 牝4黒鹿55 横山 和生 �社台レースホース安田 翔伍 千歳 社台ファーム B428± 01：12．0� 10．1�
58 ルシャリーブル 牝3栗 53

50 ▲小沢 大仁�日進牧場 鈴木 孝志 浦河 日進牧場 434＋ 8 〃 アタマ 12．0�
712� カテドラルロック 牝4栗 55

52 ▲小林 凌大ライオンレースホース 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 430－ 41：12．1� 235．7�
33 メイショウカイト 牝3黒鹿 53

50 ▲松本 大輝松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 村下 明博 456＋181：12．52� 18．2�
34 シンシアハート 牝3芦 53

51 △秋山 稔樹 ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 高山牧場 420－ 21：12．6� 21．5�

69 メイショウデージー 牝3鹿 53
52 ☆亀田 温心松本 好雄氏 浅見 秀一 浦河 林 孝輝 506＋221：13．02� 27．8�

22 デルマサファイア 牝4青鹿55 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 日高 ファニーヒルファーム 464－ 6 （競走中止） 63．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，554，300円 複勝： 34，135，900円 枠連： 7，965，700円
馬連： 37，452，200円 馬単： 15，291，300円 ワイド： 34，425，600円
3連複： 65，615，200円 3連単： 72，785，300円 計： 295，225，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 400円 � 150円 枠 連（8－8） 4，040円

馬 連 �� 4，050円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 320円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 28，430円

票 数

単勝票数 計 275543 的中 � 51318（2番人気）
複勝票数 計 341359 的中 � 58221（2番人気）� 16239（8番人気）� 70239（1番人気）
枠連票数 計 79657 的中 （8－8） 1525（14番人気）
馬連票数 計 374522 的中 �� 7159（15番人気）
馬単票数 計 152913 的中 �� 1874（24番人気）
ワイド票数 計 344256 的中 �� 7219（15番人気）�� 31419（1番人気）�� 8023（13番人気）
3連複票数 計 656152 的中 ��� 14476（7番人気）
3連単票数 計 727853 的中 ��� 1856（79番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．6―12．6―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．4―47．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ゴールデンプルーフ �
�
父 トーセンジョーダン �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2020．8．23 小倉7着

2018．1．22生 牝3鹿 母 リビングプルーフ 母母 プルーフオブラヴ 9戦2勝 賞金 20，000，000円
〔競走中止〕 デルマサファイア号は，競走中に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。



2904310月17日 曇 不良 （3新潟5） 第4日 第7競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （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

66 コンソレーション 牡3青 55 嶋田 純次伊東 純一氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：50．6 2．4�
11 ロ ス コ フ 牡3鹿 55

54 ☆亀田 温心吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 490＋ 41：51．34 4．2�
77 シュルレアリスト 牡3鹿 55 横山 和生�G1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 440± 01：51．51� 3．1�
55 メイショウカムロ 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗松本 和子氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 446－ 61：51．6クビ 21．3�
33 アイスヴィスタ 牝4芦 55 �島 良太村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 482＋101：51．7� 41．7�
44 メイショウカスガ 牝5栗 55

52 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 信岡牧場 484－ 4 〃 クビ 57．3	
22 ダノンハイファイブ 牡3鹿 55 藤井勘一郎�ダノックス 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 472－ 61：52．44 61．5

88 � ア ク イ ー ル 牝3栗 53

49 ★永島まなみ�ノースヒルズ 高橋 康之 米 North Hills
Co. Limited 476＋ 61：52．5	 39．0�

89 エイシンリヒト 牡3黒鹿55 西村 淳也�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 468＋ 41：53．56 6．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，500，900円 複勝： 27，342，700円 枠連： 4，664，900円
馬連： 30，913，100円 馬単： 18，694，500円 ワイド： 26，539，500円
3連複： 51，443，700円 3連単： 84，442，900円 計： 274，542，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（1－6） 650円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 210円 �� 160円 �� 190円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 2，260円

票 数

単勝票数 計 305009 的中 � 98569（1番人気）
複勝票数 計 273427 的中 � 92151（1番人気）� 40941（3番人気）� 60754（2番人気）
枠連票数 計 46649 的中 （1－6） 5552（3番人気）
馬連票数 計 309131 的中 �� 40105（3番人気）
馬単票数 計 186945 的中 �� 14104（4番人気）
ワイド票数 計 265395 的中 �� 29005（3番人気）�� 44327（1番人気）�� 34219（2番人気）
3連複票数 計 514437 的中 ��� 94373（1番人気）
3連単票数 計 844429 的中 ��� 26984（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―12．2―12．8―12．5―12．4―13．3―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―22．8―35．0―47．8―1：00．3―1：12．7―1：26．0―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．9
1
3
9（1，8）－7，4，5－3（2，6）・（9，8）（1，7）（5，4）（3，6）2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コンソレーション 
�
父 モ ー リ ス 

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2020．8．8 新潟4着

2018．5．4生 牡3青 母 アイスドール 母母 ビスクドール 11戦2勝 賞金 20，800，000円
〔騎手変更〕 シュルレアリスト号の騎手藤田菜七子は，第2競走での負傷のため横山和生に変更。

2904410月17日 曇 不良 （3新潟5） 第4日 第8競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

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

610 サトノアポロン �3鹿 55 斎藤 新 �サトミホースカンパニー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480－ 21：10．8 3．1�
711 スマートルミエール 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁大川 徹氏 田中 克典 新ひだか 飛野牧場 B452＋10 〃 クビ 6．4�
34 グランドストローク 牡4黒鹿57 武藤 雅 �コスモヴューファーム 水野 貴広 浦河 藤春 修二 474± 01：11．01� 7．2�
712 クラーロイメル 牝3青鹿 53

49 ★永島まなみケーエスHD 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 440＋ 41：11．31� 34．0�
33 ヴァルゴスピカ 牝4鹿 55

53 △秋山 稔樹岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 日高 本間牧場 440－ 81：11．51� 8．7	
69 ワルツフォーデビー 牡4栗 57

54 ▲松本 大輝風早 信昭氏 森 秀行 日高 坪田 信作 452－ 61：11．6� 46．7

814 アイアムイチオシ 牡4鹿 57

54 ▲小林 脩斗堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 534＋ 8 〃 クビ 8．5�
813� トーセンアマンダ 牝3鹿 53 菊沢 一樹Mr．ホース 南田美知雄 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋ 11：11．91� 47．2�
45 トレッファー 牝4栗 55 荻野 極 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 442＋161：12．0� 27．2
22 スリーモーリス 牡3鹿 55

54 ☆富田 暁永井商事� 橋田 満 浦河 辻 牧場 534＋10 〃 クビ 24．6�
57 ミーアシャム 牝4鹿 55 	島 克駿 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B452－ 61：12．1� 19．6�
46 ミヤコシスター 牝4鹿 55

54 ☆泉谷 楓真若草クラブ 浅見 秀一 むかわ 真壁 信一 492＋121：12．31 101．9�
58 � レッドルピナス 牝4鹿 55 西村 淳也 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 426＋ 2 〃 アタマ 11．1�
11 ヒ ヤ 牡3鹿 55 川又 賢治山口 正行氏 	島 一歩 日高 若林 順一 456＋ 21：12．61� 9．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，876，700円 複勝： 33，654，000円 枠連： 9，369，300円
馬連： 40，547，100円 馬単： 19，112，000円 ワイド： 40，047，300円
3連複： 70，719，200円 3連単： 78，706，400円 計： 319，032，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 190円 � 220円 枠 連（6－7） 1，010円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 490円 �� 520円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 11，730円

票 数

単勝票数 計 268767 的中 � 68683（1番人気）
複勝票数 計 336540 的中 � 71899（1番人気）� 43217（2番人気）� 34445（5番人気）
枠連票数 計 93693 的中 （6－7） 7147（4番人気）
馬連票数 計 405471 的中 �� 26544（2番人気）
馬単票数 計 191120 的中 �� 8605（1番人気）
ワイド票数 計 400473 的中 �� 21732（1番人気）�� 20385（2番人気）�� 8334（15番人気）
3連複票数 計 707192 的中 ��� 18798（2番人気）
3連単票数 計 787064 的中 ��� 4863（1番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―12．4―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―46．4―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノアポロン �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Super Saver デビュー 2020．7．25 新潟2着

2018．4．4生 �3鹿 母 ファイナルディシジョン 母母 Palangana 10戦2勝 賞金 22，770，000円
〔騎手変更〕 トーセンアマンダ号の騎手藤田菜七子は，第2競走での負傷のため菊沢一樹に変更。



2904510月17日 曇 重 （3新潟5） 第4日 第9競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走14時05分 （芝・左・外）

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
1：43．8

良
良

23 ルーツドール 牝4黒鹿55 西村 淳也 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 540＋241：48．5 8．4�
817 レディアリエス 牝3鹿 53 �島 克駿 �友駿ホースクラブ 橋口 慎介 新ひだか 幌村牧場 482＋ 41：48．92� 6．6�
816 フィアスプライド 牝3青鹿53 横山 和生ゴドルフィン 国枝 栄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488－ 41：49．0クビ 11．0�
714 サンフローリス 牝3栗 53 嶋田 純次桑畑 �信氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 434＋ 41：49．1� 14．2	
47 シーニックウェイ 牝3鹿 53 菱田 裕二ゴドルフィン 武 幸四郎 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486＋101：49．2クビ 4．2

11 � パリスデージー 牝4黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 安平 ノーザンファーム 428＋ 6 〃 クビ 54．2�
12 ヴァンデスプワール 牝3黒鹿53 柴山 雄一 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 424＋ 81：49．41� 19．9�
612 ブライズルーム 牝3黒鹿 53

51 △秋山 稔樹�ヤナガワ牧場 竹内 正洋 日高 ヤナガワ牧場 438± 01：49．5� 64．0
35 エレフセリア 牝3黒鹿 53

50 ▲小林 脩斗 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 41：49．61 54．6�

611 ルヴァンノワール 牝3鹿 53 酒井 学 Viridian Keiba Club 庄野 靖志 様似 富田 恭司 428－ 21：49．7� 15．4�
48 スクウェアセイル 牝3鹿 53

52 ☆富田 暁 �キャロットファーム 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 452± 01：49．8� 40．7�
713� マックスブロケイド 牝5鹿 55 小牧 太田所 英子氏 笹田 和秀 新冠 高橋 忍 428＋ 41：49．9� 261．7�
815 エトワールマタン 牝3鹿 53 内田 博幸丹羽久一郎氏 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 436＋ 61：50．21� 16．8�
510 エンジェルサークル 牝4黒鹿55 斎藤 新吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B444＋ 61：50．41� 10．5�
36 � ニ ー ニ ャ 牝4芦 55

54 ☆泉谷 楓真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 496－101：50．61� 33．8�

24 アインゲーブング 牝3鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 438－101：50．91� 5．0�

59 ジューンアクア 牝4芦 55
51 ★永島まなみ吉川 潤氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 474＋ 81：51．11� 164．7�

（17頭）

売 得 金
単勝： 38，444，100円 複勝： 57，578，900円 枠連： 16，112，000円
馬連： 62，004，800円 馬単： 26，578，300円 ワイド： 61，636，100円
3連複： 113，290，800円 3連単： 118，728，200円 計： 494，373，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 320円 � 210円 � 330円 枠 連（2－8） 540円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 8，450円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 2，580円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 15，580円 3 連 単 ��� 68，310円

票 数

単勝票数 計 384441 的中 � 36612（4番人気）
複勝票数 計 575789 的中 � 44148（5番人気）� 82260（3番人気）� 42058（6番人気）
枠連票数 計 161120 的中 （2－8） 22726（1番人気）
馬連票数 計 620048 的中 �� 10140（19番人気）
馬単票数 計 265783 的中 �� 2359（33番人気）
ワイド票数 計 616361 的中 �� 8540（23番人気）�� 6081（33番人気）�� 10772（16番人気）
3連複票数 計1132908 的中 ��� 5452（56番人気）
3連単票数 計1187282 的中 ��� 1260（215番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―35．3―47．4―1：00．1―1：12．9―1：24．6―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F35．6
3 9，8（2，15）（3，5，12）（1，11，17）（4，10）16－13（6，7）14 4 9，8，2（3，15）（5，12）（1，4，10，11，17）（13，16）（6，7）14

勝馬の
紹 介

ルーツドール �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Green Tune デビュー 2019．11．16 東京1着

2017．1．26生 牝4黒鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 4戦2勝 賞金 14，600，000円
〔騎手変更〕 ルヴァンノワール号の騎手藤田菜七子は，第2競走での負傷のため酒井学に変更。
〔制裁〕 ブライズルーム号の騎手秋山稔樹は，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30，000円。（被害馬：11番・

10番）

2904610月17日 曇 重 （3新潟5） 第4日 第10競走 ��1，000�
いなびかり

稲 光 特 別
発走14時40分 （芝・直線）

3歳以上，1勝クラス；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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

816 マウンテンムスメ 牝3栗 53 菱田 裕二西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 454－ 6 56．1 2．3�
713 ホーキーポーキー 牝3栗 53 嶋田 純次�ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 458＋ 4 56．2� 8．7�
815 サンライズシューズ 牝3栗 53 小崎 綾也呉本 昌時氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 2 56．52 12．1�
36 テ セ ウ ス 牡3青鹿55 杉原 誠人�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 444＋18 56．6� 20．7�
510 ハクサンタマテバコ 牝3栗 53 武藤 雅河﨑 五市氏 武藤 善則 新ひだか 田湯牧場 442－ 4 56．7� 3．0�
23 エ イ リ ア ス �4鹿 57 	島 克駿 �サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478± 0 57．01� 62．5	
48 シ シ オ ウ �7鹿 57 小林 脩斗 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 棚川 光男 480± 0 57．1� 62．9�
714
 プレミアムコマチ 牝5鹿 55 酒井 学�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 426－ 6 〃 ハナ 55．8�
11 ショウナンバービー 牝4鹿 55 内田 博幸�湘南 田中 剛 日高 森永牧場 514＋10 57．31� 29．7
612
 モメチョッタ 牝5黒鹿55 長岡 禎仁清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 460－ 2 57．62 38．8�
817
 ルーナセレナータ 牝5黒鹿55 秋山 稔樹吉田 好雄氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 440－13 〃 クビ 30．9�
35 クリノアンカーマン �4鹿 57 横山 琉人栗本 博晴氏 伊藤 伸一 様似 様似渡辺牧場 462－ 8 58．02� 221．5�
24 
 エンジェルティアラ 牝4栗 55 西村 淳也 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 岡田スタツド B476－ 6 58．53 147．9�
59 
 スズカローレル 牝6鹿 55 泉谷 楓真永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 442＋ 6 58．6� 60．8�
611 ウキウキホリデー 牝3芦 53 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 470＋12 〃 クビ 16．4�
47 ラルゲッツァ 牝4栗 55 亀田 温心 �社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 6 58．7クビ 63．9�
12 キングドンドルマ 牡6青鹿57 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 伊藤 伸一 日高 船越牧場 466－ 2 59．01� 297．6�

（17頭）

売 得 金
単勝： 42，336，500円 複勝： 44，110，500円 枠連： 23，232，100円
馬連： 91，561，200円 馬単： 40，499，600円 ワイド： 71，030，500円
3連複： 178，680，200円 3連単： 205，683，800円 計： 697，134，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 210円 � 310円 枠 連（7－8） 620円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 440円 �� 460円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，760円 3 連 単 ��� 11，330円

票 数

単勝票数 計 423365 的中 � 143653（1番人気）
複勝票数 計 441105 的中 � 112452（1番人気）� 50076（3番人気）� 28890（4番人気）
枠連票数 計 232321 的中 （7－8） 28876（2番人気）
馬連票数 計 915612 的中 �� 68813（3番人気）
馬単票数 計 404996 的中 �� 17873（5番人気）
ワイド票数 計 710305 的中 �� 43579（3番人気）�� 40585（4番人気）�� 13189（13番人気）
3連複票数 計1786802 的中 ��� 48500（5番人気）
3連単票数 計2056838 的中 ��� 13160（19番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―10．8―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．4―33．2―44．4

上り4F44．2－3F33．7
勝馬の
紹 介

マウンテンムスメ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2020．8．8 札幌2着

2018．2．13生 牝3栗 母 ヤ マ ガ ー ル 母母 スガノグラスワン 13戦2勝 賞金 27，416，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 マウンテンムスメ号の騎手藤田菜七子は，第2競走での負傷のため菱田裕二に変更。



2904710月17日 曇 重 （3新潟5） 第4日 第11競走 ��
��1，400�

しんえつ

信越ステークス（Ｌ）
発走15時20分 （芝・左）
3歳以上，2．10．17以降3．10．10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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

818 ドナウデルタ 牝5鹿 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 456＋ 61：21．8 8．3�
612 インターミッション 牝4黒鹿52 嶋田 純次�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 424＋141：21．9� 91．9�
510 ダディーズビビッド 牡3鹿 53 竹之下智昭田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 506＋ 61：22．0� 13．3�
48 ホープフルサイン 牡5黒鹿54 柴田 善臣 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 B496－ 61：22．1	 16．6�
714 デュープロセス 牡5栗 57 横山 和生ゴドルフィン 安田 隆行 英 Godolphin 478＋ 2 〃 クビ 27．7	
36 ザイツィンガー 牡5芦 54 菱田 裕二永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 430＋ 21：22．2クビ 8．5

817 アイラブテーラー 牝5黒鹿54 川又 賢治中西 浩一氏 河内 洋 浦河 富菜牧場 458－ 4 〃 クビ 23．0�
12 ルッジェーロ 
6黒鹿55 武藤 雅村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B512＋ 2 〃 ハナ 8．9�
611 キ ル ロ ー ド 
6鹿 56．5 内田 博幸エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 B504± 01：22．3	 6．4
11 ブランノワール 牝5鹿 53 富田 暁 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 クビ 22．4�
713 カリオストロ 牝4鹿 52 亀田 温心 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム B458＋ 61：22．72� 35．3�
59 イ ベ リ ス 牝5鹿 55 酒井 学前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 472－101：23．12� 20．2�
47 ヨ ハ ン 牡5鹿 53 藤井勘一郎サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 日高 下河辺牧場 438＋ 21：23．52� 112．2�
35 アクアミラビリス 牝5鹿 53 泉谷 楓真 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 436＋ 41：23．6	 7．8�
23 スマイルカナ 牝4芦 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新ひだか 木田牧場 436－ 2 〃 クビ 6．0�
24 � ロンドンテソーロ 牡5栗 55 小沢 大仁了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 愛 Roundhill Stud &
J. S. Investments 516－ 21：23．81� 77．0�

715 ビオグラフィー 牝4鹿 53 荻野 極 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム B488＋ 41：23．9クビ 15．5�
816 キ タ イ 牝5鹿 52 秋山 稔樹西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 522＋ 6 〃 クビ 52．2�

（18頭）

売 得 金
単勝： 82，019，300円 複勝： 105，113，800円 枠連： 49，645，200円
馬連： 240，228，500円 馬単： 80，041，200円 ワイド： 168，649，300円
3連複： 413，878，300円 3連単： 398，925，000円 計： 1，538，500，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 310円 � 1，840円 � 380円 枠 連（6－8） 1，490円

馬 連 �� 49，830円 馬 単 �� 69，720円

ワ イ ド �� 11，650円 �� 1，930円 �� 17，690円

3 連 複 ��� 178，600円 3 連 単 ��� 1，099，690円

票 数

単勝票数 計 820193 的中 � 78560（4番人気）
複勝票数 計1051138 的中 � 96445（4番人気）� 13067（16番人気）� 75757（7番人気）
枠連票数 計 496452 的中 （6－8） 25685（5番人気）
馬連票数 計2402285 的中 �� 3736（111番人気）
馬単票数 計 800412 的中 �� 861（193番人気）
ワイド票数 計1686493 的中 �� 3697（101番人気）�� 22991（22番人気）�� 2430（120番人気）
3連複票数 計4138783 的中 ��� 1738（438番人気）
3連単票数 計3989250 的中 ��� 263（2570番人気）

ハロンタイム 12．2―10．3―11．0―11．8―12．4―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―22．5―33．5―45．3―57．7―1：09．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ドナウデルタ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．9．9 阪神2着

2016．2．9生 牝5鹿 母 ドナウブルー 母母 ドナブリーニ 16戦6勝 賞金 127，380，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 サンライズオネスト号・ハーフバック号・ビッククインバイオ号・ムーンチャイム号・メイショウチタン号
（非抽選馬） 2頭 ボンセルヴィーソ号・レインボーフラッグ号

2904810月17日 曇 重 （3新潟5） 第4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）

3歳以上，2勝クラス；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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

67 セイクリッドゲイズ 牡3鹿 55 斎藤 新 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 500＋101：49．6 21．9�
810 レプンカムイ 牡3黒鹿55 �島 克駿前田 葉子氏 橋口 慎介 青森 村上 幹夫 482± 01：49．81� 1．6�
79 ルドンカズマ 牡4鹿 57 亀田 温心合同会社雅苑興業 杉山 晴紀 浦河 高昭牧場 B496＋ 41：50．33 56．7�
44 ゴールドフレーム �5栗 57 横山 和生外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 480＋ 61：50．72	 17．6�
66 テイエムホイッスル 牡4栗 57 中井 裕二竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか グランド牧場 486－ 21：50．91	 46．3�
33 オーヴァーネクサス 牡4鹿 57 富田 暁 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 松下 武士 新冠 須崎牧場 500± 01：51．64 7．0

11 スギノマジェスティ 牡3栗 55 内田 博幸杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 466＋10 〃 アタマ 9．1�
55 リリーミニスター �4芦 57 宮崎 北斗土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 468－ 21：51．81� 21．1�
78 ジーマックス 牡4鹿 57 柴田 善臣佐野 信幸氏 中舘 英二 日高 豊洋牧場 530＋ 61：52．12 39．7
811 ウエストンバート 牡3鹿 55 泉谷 楓真�ターフ・スポート吉岡 辰弥 浦河 谷川牧場 526＋ 41：52．52	 12．4�
22 ロードシュトローム 牡3鹿 55 西村 淳也 	ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか ケイアイファーム 502＋141：53．77 11．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 52，010，100円 複勝： 109，777，900円 枠連： 18，407，900円
馬連： 91，091，900円 馬単： 52，999，600円 ワイド： 75，078，100円
3連複： 141，460，900円 3連単： 258，351，900円 計： 799，178，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 320円 � 110円 � 790円 枠 連（6－8） 970円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 630円 �� 7，080円 �� 900円

3 連 複 ��� 11，030円 3 連 単 ��� 105，340円

票 数

単勝票数 計 520101 的中 � 18988（8番人気）
複勝票数 計1097779 的中 � 41903（7番人気）� 654399（1番人気）� 14359（11番人気）
枠連票数 計 184079 的中 （6－8） 14706（4番人気）
馬連票数 計 910919 的中 �� 45103（7番人気）
馬単票数 計 529996 的中 �� 8055（16番人気）
ワイド票数 計 750781 的中 �� 31920（7番人気）�� 2559（52番人気）�� 21724（10番人気）
3連複票数 計1414609 的中 ��� 9614（41番人気）
3連単票数 計2583519 的中 ��� 1778（252番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―12．2―12．4―11．9―12．2―13．2―12．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．1―35．3―47．7―59．6―1：11．8―1：25．0―1：37．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．8
1
3
2，3（10，11）1，8，5，9＝7－6－4・（2，3）（10，11）5（1，8）9－（7，4）6

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

勝馬の
紹 介

セイクリッドゲイズ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．1．24 小倉7着

2018．1．25生 牡3鹿 母 ファンタジックアイ 母母 フ ァ ン ジ カ 6戦2勝 賞金 23，418，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ルドンカズマ号の調教師杉山晴紀は，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。

３レース目



（3新潟5）第4日 10月17日（日曜日） 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 166頭 本 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

210，600，000円
26，270，000円
1，560，000円
24，590，000円
69，710，000円
4，565，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
436，778，600円
596，701，300円
174，655，100円
786，274，100円
346，051，300円
663，042，400円
1，349，813，500円
1，567，827，300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 5，921，143，600円

総入場人員 3，689名 （有料入場人員 1，877名）
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