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2900110月15日 曇 良 （4新潟4） 第1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

33 アストラエンブレム �9鹿 60 五十嵐雄祐 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 484＋ 43：06．1 3．0�
11 セルリアンルネッタ 牡3鹿 58

56 ▲小牧加矢太�イクタ 高橋 康之 日高 長谷川 一男 460＋ 43：06．73� 12．6�
44 アームストロング 牡4黒鹿60 草野 太郎塩田 清氏 南田美知雄 日高 浜本 幸雄 496± 03：07．12� 2．2�
66 アースブレイブ �5青鹿60 江田 勇亮松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 富田牧場 470＋103：07．2� 6．0�
810 カイトレッド 牝5鹿 58 上野 翔本田 恒雄氏 和田 雄二 日高 道見牧場 B474＋ 83：07．94 22．6�
67 � シーザワールド 牡9鹿 60 大江原 圭村岡 曉憲氏 的場 均 日高 山際 辰夫 512－ 23：08．96 27．5	
78 ヨコスカダンディー 牡6栗 60 小野寺祐太 �高木競走馬育成牧場 清水 英克 新冠 浜口牧場 466－ 43：09．0	 55．0

22 ザ ヴ ォ ー グ 牡3栗 58 中村 将之 �静内白井牧場 加用 正 新ひだか 静内白井牧場 514＋ 63：09．21 12．5�
811� ヴィオマージュ 牡4鹿 60 北沢 伸也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石坂 公一 新ひだか 岡田スタツド 506＋143：09．94 50．8
79 シゲルアライグマ 牡3栗 58 植野 貴也森中 蕃氏 浅野洋一郎 新冠 中央牧場 504＋ 63：15．4大差 119．3�
55 ホッコーライデン 牡8黒鹿60 蓑島 靖典北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 B544＋103：17．4大差 29．4�
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売 得 金
単勝： 12，307，800円 複勝： 15，867，000円 枠連： 4，709，700円
馬連： 22，721，400円 馬単： 11，461，900円 ワイド： 18，998，500円
3連複： 46，650，500円 3連単： 54，758，300円 計： 187，475，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 210円 � 110円 枠 連（1－3） 2，260円

馬 連 �� 2，320円 馬 単 �� 3，240円

ワ イ ド �� 560円 �� 220円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 9，280円

票 数

単勝票数 計 123078 的中 � 32348（2番人気）
複勝票数 計 158670 的中 � 31438（2番人気）� 11884（4番人気）� 54794（1番人気）
枠連票数 計 47097 的中 （1－3） 1611（8番人気）
馬連票数 計 227214 的中 �� 7580（7番人気）
馬単票数 計 114619 的中 �� 2646（10番人気）
ワイド票数 計 189985 的中 �� 7659（6番人気）�� 26361（1番人気）�� 10546（4番人気）
3連複票数 計 466505 的中 ��� 23352（2番人気）
3連単票数 計 547583 的中 ��� 4276（21番人気）
上り 1マイル 1：42．8 4F 49．8－3F 37．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アストラエンブレム �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2015．7．5 中京2着

2013．4．6生 �9鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 障害：2戦1勝 賞金 7，900，000円

2900210月15日 曇 良 （4新潟4） 第1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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：53．0
1：50．9

重
不良

58 サノノエスポ 牝2栗 54 丹内 祐次佐野 信幸氏 中野 栄治 日高 豊洋牧場 424－ 21：55．1 36．4�
59 モーメントキャッチ 牡2鹿 55

51 ★今村 聖奈 �YGGホースクラブ 武井 亮 新ひだか 藤沢牧場 500± 01：55．31� 6．5�
712 アクションプラン 牡2黒鹿 55

54 ☆秋山 稔樹関田 光男氏 池上 昌和 新ひだか 木下牧場 496＋101：55．51 293．5�
34 サ グ ア ロ 牡2栗 55

53 △松本 大輝飯田 貴大氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 B520＋ 41：55．6� 2．2�
47 シリンガバルガリス 牡2栗 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484＋141：56．13 5．8	
46 トーホウキザン 牡2栗 55

51 ★永島まなみ東豊物産� 高橋 康之 日高 竹島 幸治 468＋ 21：56．42 42．7

610 プラチナジュビリー 牝2鹿 54 杉原 誠人大塚 亮一氏 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 486－ 2 〃 アタマ 11．4�
611 ハ ガ ネ 牡2鹿 55 斎藤 新佐藤 守宏氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 454＋ 41：56．61� 39．7�
815 パーティーキング 牡2芦 55 菊沢 一樹田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新冠 有限会社 大

作ステーブル B462± 01：56．8� 20．0
713 リネンマンボ 牡2芦 55

52 ▲原 優介戸山 光男氏 粕谷 昌央 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 450＋ 61：57．11� 17．6�

22 カミノモラド 牡2鹿 55 勝浦 正樹 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム B528± 01：57．2� 80．7�

11 ナックダンス 牝2黒鹿54 古川 吉洋小松 欣也氏 杉浦 宏昭 新冠 森永 聡 476－ 2 〃 ハナ 8．3�
35 ミルキーシャワー 牝2芦 54

50 ★古川 奈穂吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 426＋101：57．3� 265．4�
814 アカサンピン 牝2栗 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 484＋ 21：58．78 264．2�
23 テイケイヴォーグ 牡2鹿 55 田中 健兼松 忠男氏 荒川 義之 新ひだか 有限会社PRIDE ROCK 468＋ 42：01．9大差 350．8�
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売 得 金
単勝： 34，134，900円 複勝： 41，249，800円 枠連： 8，423，300円
馬連： 40，815，800円 馬単： 18，177，800円 ワイド： 41，885，800円
3連複： 66，358，200円 3連単： 66，922，100円 計： 317，967，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，640円 複 勝 � 800円 � 230円 � 5，320円 枠 連（5－5） 6，560円

馬 連 �� 6，770円 馬 単 �� 20，220円

ワ イ ド �� 2，180円 �� 37，630円 �� 16，870円

3 連 複 ��� 301，620円 3 連 単 ��� 2，109，500円

票 数

単勝票数 計 341349 的中 � 7955（8番人気）
複勝票数 計 412498 的中 � 12391（9番人気）� 59914（2番人気）� 1720（14番人気）
枠連票数 計 84233 的中 （5－5） 994（22番人気）
馬連票数 計 408158 的中 �� 4672（23番人気）
馬単票数 計 181778 的中 �� 674（59番人気）
ワイド票数 計 418858 的中 �� 5050（24番人気）�� 284（87番人気）�� 635（68番人気）
3連複票数 計 663582 的中 ��� 165（247番人気）
3連単票数 計 669221 的中 ��� 23（1475番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．7―13．1―12．5―12．6―13．0―13．3―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．9―36．6―49．7―1：02．2―1：14．8―1：27．8―1：41．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．9―3F40．3
1
3
4，6（1，8）（2，3，10）（11，12）13（5，14）－9－7，15・（4，8）10，6－（11，1）2（13，12）9，7，14（5，3）15

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

勝馬の
紹 介

サノノエスポ �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2022．7．2 福島5着

2020．4．8生 牝2栗 母 シックファイター 母母 インヴァイト 4戦1勝 賞金 7，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイケイヴォーグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月15日まで平地

競走に出走できない。

第４回 新潟競馬 第１日



2900310月15日 曇 良 （4新潟4） 第1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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

良
不良

35 トラネスハープ 牝2黒鹿 54
50 ★今村 聖奈谷川 昭雄氏 武井 亮 安平 ノーザンファーム 420－121：14．2 2．3�

34 アスターチェンチ 牡2栗 55
53 ◇藤田菜七子加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 508± 01：14．3� 8．9�

58 リアルマーヴェル 牡2芦 55
52 ▲原 優介小林 博雄氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478＋ 8 〃 クビ 313．2�

46 スングリダンダン 牝2栗 54 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 426＋ 21：14．61� 35．8�
23 � エコロディアナ 牝2黒鹿 54

52 △松本 大輝原村 正紀氏 森 秀行 米 Breed
First LLC 460＋ 61：14．7� 8．2�

815 ヒャクマンボルト 牡2鹿 55 丹内 祐次小菅 誠氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 494＋ 41：14．91� 3．0	
611 アスクトゥマッチ 牡2栗 55

53 △横山 琉人廣崎 利洋氏 中舘 英二 平取 株式会社
ASK STUD 430＋ 81：15．21� 31．9


22 クリノヒーロー 牡2栗 55 森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 460＋ 61：15．3� 34．5�
814 ヤマタケアオイバラ 牡2鹿 55 岩部 純二山中 和子氏 萱野 浩二 日高 前野牧場 442＋ 41：15．4クビ 59．8�
610 ツクバセイヴァー 牝2栗 54 黛 弘人細谷 武史氏 和田 雄二 浦河 荻伏三好フ

アーム 400＋ 21：15．61� 351．7
59 カシノスターリング 牡2栗 55

54 ☆秋山 稔樹柏木 務氏 天間 昭一 宮崎 田上 雄二 466＋ 81：15．7クビ 25．2�
11 スマートミラージュ 牝2栗 54

50 ★永島まなみ大川 徹氏 音無 秀孝 浦河 桑田牧場 446＋ 6 〃 クビ 22．6�
712 マーゴットピア 牝2青鹿54 伊藤 工真前田 良平氏 伊坂 重信 新ひだか 前田ファーム 444＋ 81：15．8� 186．8�
713 フィーバーヒュー 牝2黒鹿 54

51 ▲佐々木大輔�ORTEGA 大江原 哲 日高 藤本 直弘 416－101：16．43� 305．2�
47 ク ニ 牝2鹿 54

52 △小林 脩斗森 恭彦氏 小桧山 悟 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 402－ 41：17．25 193．8�
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売 得 金
単勝： 32，617，300円 複勝： 34，346，400円 枠連： 10，770，700円
馬連： 38，056，100円 馬単： 19，398，500円 ワイド： 40，241，300円
3連複： 69，597，000円 3連単： 75，043，000円 計： 320，070，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 320円 � 3，150円 枠 連（3－3） 1，100円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 510円 �� 6，750円 �� 15，440円

3 連 複 ��� 37，150円 3 連 単 ��� 105，230円

票 数

単勝票数 計 326173 的中 � 115724（1番人気）
複勝票数 計 343464 的中 � 95978（1番人気）� 24231（4番人気）� 1919（13番人気）
枠連票数 計 107707 的中 （3－3） 7563（3番人気）
馬連票数 計 380561 的中 �� 29874（2番人気）
馬単票数 計 193985 的中 �� 8003（3番人気）
ワイド票数 計 402413 的中 �� 22532（2番人気）�� 1462（47番人気）�� 635（64番人気）
3連複票数 計 695970 的中 ��� 1405（80番人気）
3連単票数 計 750430 的中 ��� 517（290番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．9―12．8―12．8―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―35．2―48．0―1：00．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．9―3F39．0
3 5，6，3，9（2，11，15）（10，14）4（1，12）－8，13－7 4 5，6－3（9，15）（2，11）（4，10）14－1（12，8）13，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

トラネスハープ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2022．6．12 函館3着

2020．3．7生 牝2黒鹿 母 ボ シ ン シ ェ 母母 Hatoof 5戦1勝 賞金 11，700，000円

2900410月15日 曇 良 （4新潟4） 第1日 第4競走 2，850�障害3歳以上未勝利
発走11時25分 （芝・外内）

負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，900，000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

66 スーパーフェイバー 牡4黒鹿60 小野寺祐太�G1レーシング 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 502± 03：04．8 3．0�

55 リ ア ム 牡5鹿 60 草野 太郎 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 536＋ 43：05．11� 2．2�
44 トップウイナー 牡6栗 60 中村 将之�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 472＋12 〃 クビ 5．5�
33 タマモワカムシャ �3鹿 58

56 ▲小牧加矢太タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 468＋ 33：05．52� 14．3�
78 モーニングアヤメ 牝4栗 58 蓑島 靖典今 朝光氏 浅野洋一郎 浦河 高村牧場 446± 03：06．03� 26．0	
89 ヒストリアノワール �4黒鹿60 大江原 圭 �シルクレーシング 嘉藤 貴行 安平 ノーザンファーム 442＋103：06．42� 61．6

77 シゲルタヌキ 牡3鹿 58 植野 貴也森中 蕃氏 服部 利之 浦河 三好牧場 472－ 43：07．03� 14．4�
810 プレイヤーサムソン �9鹿 60 五十嵐雄祐嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 470± 03：09．3大差 19．4�
22 � クリノサンシャイン 牝5鹿 58 上野 翔栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 上井農場 450－ 63：10．78 29．4
11 � プリンセスララア 牝5栗 58 大庭 和弥青山 郁代氏 的場 均 日高 中川 哲也 B416＋ 2 （競走中止） 87．4�
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売 得 金
単勝： 17，992，100円 複勝： 17，543，500円 枠連： 5，568，300円
馬連： 23，037，400円 馬単： 13，095，400円 ワイド： 20，202，000円
3連複： 45，195，500円 3連単： 61，948，300円 計： 204，582，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 110円 � 160円 枠 連（5－6） 340円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 160円 �� 350円 �� 320円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，860円

票 数

単勝票数 計 179921 的中 � 47372（2番人気）
複勝票数 計 175435 的中 � 41804（2番人気）� 45807（1番人気）� 21511（3番人気）
枠連票数 計 55683 的中 （5－6） 12351（1番人気）
馬連票数 計 230374 的中 �� 53534（1番人気）
馬単票数 計 130954 的中 �� 11990（2番人気）
ワイド票数 計 202020 的中 �� 39048（1番人気）�� 12598（3番人気）�� 14002（2番人気）
3連複票数 計 451955 的中 ��� 46492（2番人気）
3連単票数 計 619483 的中 ��� 15685（4番人気）
上り 1マイル 1：43．9 4F 50．6－3F 37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スーパーフェイバー �
�
父 Super Saver �

�
母父 My Golden Song デビュー 2020．10．17 京都12着

2018．2．12生 牡4黒鹿 母 ザガールインザットソング 母母 Belle of the Band 障害：4戦1勝 賞金 11，900，000円
〔競走中止〕 プリンセスララア号は，2周目4号障害〔ハードル〕着地時に転倒したため競走中止。



2900510月15日 曇 良 （4新潟4） 第1日 第5競走 1，600�2歳新馬
発走12時15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
1：33．3
1：32．3

良
良

713 フ ィ レ ッ ト 牝2黒鹿 54
52 △横山 琉人 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 484 ―1：35．2 3．8�

817 オーグメントコード 牝2芦 54 丸山 元気 �社台レースホース鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 452 ― 〃 クビ 6．3�
23 アンスリウム 牝2鹿 54

52 △松本 大輝 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484 ―1：35．3� 11．2�

815 ルージュミシェル 牝2黒鹿54 荻野 極 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 432 ―1：35．4� 16．0�
24 フラワートゥループ 牝2鹿 54 菱田 裕二吉田 晴哉氏 高橋 義忠 安平 追分ファーム 440 ― 〃 ハナ 24．1	
11 チュウワスプリング 牝2鹿 54 伊藤 工真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 406 ―1：35．93 36．9

714 スマイリングウェイ 牝2栗 54

53 ☆秋山 稔樹�ターフ・スポート大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 424 ― 〃 クビ 18．9�
36 アイラブユー 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 蛯名 利弘 日高 三輪牧場 424 ―1：36．0� 121．8�
35 テ ル テ 牝2黒鹿 54

50 ★今村 聖奈榊原源一郎氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 432 ―1：36．31� 8．1
816 デイジーロック 牝2芦 54 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 浦河 酒井牧場 462 ―1：36．51� 89．7�
510 コ ト シ ロ 牝2鹿 54 丹内 祐次平川 浩之氏 尾形 和幸 日高 川島 正広 484 ― 〃 ハナ 12．6�
612 ナウズザタイム 牝2青鹿54 斎藤 新村上龍太郎氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468 ―1：36．61 28．7�
12 キ ト リ 牝2鹿 54 西村 淳也近藤 英子氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 476 ―1：36．91� 9．0�
59 クルチェット 牝2黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 DMMドリームクラブ� 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム 440 ― 〃 クビ 13．4�
48 タイセイアリオス 牝2青鹿 54

51 ▲原 優介田中 成奉氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 430 ―1：37．0クビ 24．7�
611 マロンルピナス 牝2栗 54

51 ▲佐々木大輔プレミアムレースホース 菊川 正達 日高 広富牧場 430 ― 〃 クビ 142．6�
47 クリノルージュ 牝2鹿 54 荻野 琢真栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 402 ―1：39．1大差 202．1�

（17頭）

売 得 金
単勝： 32，523，300円 複勝： 39，301，700円 枠連： 12，648，100円
馬連： 39，151，900円 馬単： 18，764，000円 ワイド： 44，709，700円
3連複： 70，473，300円 3連単： 65，228，500円 計： 322，800，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 200円 � 260円 枠 連（7－8） 700円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，300円

ワ イ ド �� 460円 �� 660円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 13，600円

票 数

単勝票数 計 325233 的中 � 71687（1番人気）
複勝票数 計 393017 的中 � 84167（1番人気）� 47750（2番人気）� 32809（5番人気）
枠連票数 計 126481 的中 （7－8） 13842（1番人気）
馬連票数 計 391519 的中 �� 25302（1番人気）
馬単票数 計 187640 的中 �� 6110（1番人気）
ワイド票数 計 447097 的中 �� 26328（1番人気）�� 17383（2番人気）�� 9152（10番人気）
3連複票数 計 704733 的中 ��� 13759（2番人気）
3連単票数 計 652285 的中 ��� 3475（2番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．7―12．4―12．2―11．4―11．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―23．8―35．5―47．9―1：00．1―1：11．5―1：22．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．1
3 4，15（1，12，17）（3，13）（2，14，16）－（6，5）（8，11）（9，10）7 4 4，15（12，17）1（3，13）（2，16）14，5，6（8，11）－（9，10）－7

勝馬の
紹 介

フ ィ レ ッ ト �
�
父 エピファネイア �

�
母父 マンハッタンカフェ 初出走

2020．3．29生 牝2黒鹿 母 ル ア ン ジ ュ 母母 サッカーマム 1戦1勝 賞金 7，000，000円

2900610月15日 曇 良 （4新潟4） 第1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）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．8
2：38．6

重
不良

810 マイネルオーサム 牡3鹿 54 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 B464± 02：43．6 4．5�

78 ダノンピーカブー 牡3芦 54 菱田 裕二�ダノックス 大久保龍志 千歳 社台ファーム 464－102：43．91� 3．9�
22 イシュタルゲート 牡6鹿 57 西村 淳也吉田 勝己氏 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム B518－ 82：44．64 6．4�
55 デュアルレインボー 牡3鹿 54

53 ☆亀田 温心近藤 洋司氏 清水 久詞 新ひだか 幌村牧場 498＋102：45．13� 10．4�
44 イーサンバーニング 牡3鹿 54 武藤 雅国本 勇氏 中野 栄治 浦河 山春牧場 504＋ 42：45．2クビ 4．1�
811 テーオーインパクト 牡3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 タニグチ牧場 494－ 82：45．41� 101．2	
79 スパニッシュアート 牝5黒鹿55 菊沢 一樹�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 422－ 82：45．71� 68．4

67 ゲ ー テ �3鹿 54 秋山真一郎�キーファーズ 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 470－ 22：45．8� 48．5�
66 マテンロウスタイル 牡4黒鹿57 古川 吉洋寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 512－ 8 〃 ハナ 12．8�
33 セレブレイトガイズ 牡3黒鹿 54

50 ★今村 聖奈大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B482－ 62：46．01 7．6
11 サ ク ラ ロ ワ 牡4黒鹿57 丸山 元気�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 B532－ 62：49．7大差 30．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 26，132，300円 複勝： 32，066，300円 枠連： 5，553，600円
馬連： 33，156，900円 馬単： 14，742，000円 ワイド： 31，217，100円
3連複： 54，861，100円 3連単： 60，542，800円 計： 258，272，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 140円 � 160円 � 170円 枠 連（7－8） 680円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，790円

ワ イ ド �� 390円 �� 430円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，770円 3 連 単 ��� 7，830円

票 数

単勝票数 計 261323 的中 � 45993（3番人気）
複勝票数 計 320663 的中 � 63978（1番人気）� 49469（3番人気）� 45581（4番人気）
枠連票数 計 55536 的中 （7－8） 6262（1番人気）
馬連票数 計 331569 的中 �� 35156（1番人気）
馬単票数 計 147420 的中 �� 6155（6番人気）
ワイド票数 計 312171 的中 �� 21186（3番人気）�� 18751（4番人気）�� 12897（8番人気）
3連複票数 計 548611 的中 ��� 23225（5番人気）
3連単票数 計 605428 的中 ��� 5602（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500� 1，700� 1，900� 2，100� 2，300�
7．4―19．6―32．6―46．5―1：00．1―1：13．3―1：26．7―1：40．3―1：53．0―2：05．2―2：17．9―2：30．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルオーサム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Street Boss デビュー 2021．9．26 中山9着

2019．3．21生 牡3鹿 母 オーサムボス 母母 Caftan 9戦2勝 賞金 16，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクラロワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月15日まで平地競走に

出走できない。
※出走取消馬 ノアペルーサ号（疾病〔左前挫跖〕のため）



2900710月15日 曇 良 （4新潟4） 第1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）

若手騎手；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

11 エピプランセス 牝3栗 53 西村 淳也 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 434－ 22：01．3 2．8�
814 マイネルジャッカル 牡4鹿 57

54 ▲原 優介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西田雄一郎 清水 小野瀬 竜馬 470－ 22：01．5� 59．9�

712 トーセンシエロ 牝3鹿 53 武藤 雅島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 414－14 〃 アタマ 7．2�

610 ヤマニンループ 牡3鹿 55
54 ☆泉谷 楓真土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 424－ 42：01．71� 3．8	

22 サトノディーバ 牝4黒鹿 55
51 ★古川 奈穂 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 496－ 22：01．8� 67．0


69 ロードオブシャドウ 牡3鹿 55
53 △小林 脩斗飯塚 知一氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 516＋ 62：01．9クビ 17．9�

58 エイカイロイヤル 牡4鹿 57
54 ▲鷲頭 虎太二木 英実氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 454± 0 〃 クビ 16．3�

813� タイセイアーサー 牡4芦 57 斎藤 新田中 成奉氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 480－ 22：02．0クビ 27．3
57 テーオーラファエロ �4芦 57

53 ★今村 聖奈小笹 公也氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 456－ 22：02．21� 7．7�
711 ジャンヌノツルギ 牝3鹿 53

51 △松本 大輝岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 上井農場 454± 0 〃 クビ 174．8�
33 リ ニ ュ ー 牡3鹿 55 菊沢 一樹 �コスモヴューファーム 清水 英克 新冠 コスモヴューファーム B442± 02：02．4� 13．1�
34 クトゥネシリカ 牡3黒鹿 55

53 △横山 琉人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 22：02．5� 17．9�

45 � ノーザンピーク 牡4鹿 57
54 ▲佐々木大輔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 堀内 岳志 浦河 辻 牧場 474－112：03．13� 63．6�
46 ピースオブマインド 牝3鹿 53

52 ☆亀田 温心廣崎 智子氏 久保田貴士 平取 株式会社
ASK STUD 450＋ 82：04．810 29．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，348，900円 複勝： 36，075，000円 枠連： 8，581，500円
馬連： 34，689，300円 馬単： 14，995，900円 ワイド： 37，678，600円
3連複： 56，979，800円 3連単： 60，915，700円 計： 277，264，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 960円 � 240円 枠 連（1－8） 3，060円

馬 連 �� 6，170円 馬 単 �� 10，310円

ワ イ ド �� 2，290円 �� 460円 �� 4，670円

3 連 複 ��� 12，630円 3 連 単 ��� 53，990円

票 数

単勝票数 計 273489 的中 � 76642（1番人気）
複勝票数 計 360750 的中 � 88203（1番人気）� 6902（11番人気）� 37131（3番人気）
枠連票数 計 85815 的中 （1－8） 2167（12番人気）
馬連票数 計 346893 的中 �� 4355（21番人気）
馬単票数 計 149959 的中 �� 1090（35番人気）
ワイド票数 計 376786 的中 �� 4042（27番人気）�� 23356（2番人気）�� 1953（48番人気）
3連複票数 計 569798 的中 ��� 3381（41番人気）
3連単票数 計 609157 的中 ��� 818（179番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―12．4―12．6―13．0―13．3―12．4―10．7―10．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．4―36．8―49．4―1：02．4―1：15．7―1：28．1―1：38．8―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F33．2
3 5（6，9）（1，2，12）（4，10，13）（11，14）7（3，8） 4 5（6，9）（1，2）12（4，10，13，14）11（7，8）3

勝馬の
紹 介

エピプランセス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．11．21 阪神3着

2019．4．26生 牝3栗 母 サングレアル 母母 ビ ワ ハ イ ジ 7戦2勝 賞金 20，920，000円

2900810月15日 晴 良 （4新潟4） 第1日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・左）

負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：49．2
1：47．6

不良
重

711 ニシノボルテージ 牡3鹿 55 杉原 誠人西山 茂行氏 田村 康仁 新冠 中山 高鹿康 B454± 01：53．7 159．8�
710 タイセイマーベル 牡4栗 57 西村 淳也田中 成奉氏 池上 昌和 日高 オリオンファーム B484－ 41：53．91� 7．8�
22 ハイラブハンター 牡4鹿 57 古川 吉洋服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 492＋ 81：54．11 22．9�
69 � モ デ ィ カ 牝3鹿 51

49 △松本 大輝吉田 和美氏 石坂 公一 豪 Kia Ora
Stud Pty Ltd B490＋ 8 〃 アタマ 2．0�

812 トーセンマーク 牡4栗 57 菊沢 一樹島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム B518＋ 8 〃 ハナ 58．0�

68 セイカフォルゴーレ 牡3栗 55
53 △横山 琉人久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 488－101：55．9大差 28．9	

33 サパテアール 牡3青鹿55 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 浦河 桑田フアーム B510－ 2 〃 クビ 6．4�
11 クリノレジェンド 牡3黒鹿55 田中 健栗本 博晴氏 荒川 義之 日高 木村牧場 514＋ 81：56．11 85．7�
57 サムハンター 牡4栗 57 丸山 元気駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 492＋101：56．2� 9．8�
45 オ ス テ リ ア 牡3栗 55 斎藤 新 吉澤ホールディングス 宮本 博 新ひだか 広田牧場 496± 0 〃 クビ 45．8�
813� モズブーナー 牝3鹿 53

49 ★今村 聖奈 キャピタル・システム 音無 秀孝 米 Alpha Delta
Stables, LLC B484＋101：56．62 6．0�

44 ハイアーグレード 牝5栗 55 荻野 琢真下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 460－ 61：58．09 61．2�
56 タイキスパルタン 牡3芦 55 菱田 裕二
大樹ファーム 辻野 泰之 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 506± 01：58．1クビ 19．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，206，100円 複勝： 38，671，500円 枠連： 7，869，100円
馬連： 40，661，000円 馬単： 18，490，700円 ワイド： 39，468，000円
3連複： 61，498，400円 3連単： 74，531，300円 計： 315，396，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 15，980円 複 勝 � 2，580円 � 220円 � 420円 枠 連（7－7） 24，690円

馬 連 �� 39，630円 馬 単 �� 94，340円

ワ イ ド �� 10，070円 �� 17，140円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 135，650円 3 連 単 ��� 964，910円

票 数

単勝票数 計 342061 的中 � 1712（13番人気）
複勝票数 計 386715 的中 � 3228（13番人気）� 55923（3番人気）� 23811（6番人気）
枠連票数 計 78691 的中 （7－7） 247（32番人気）
馬連票数 計 406610 的中 �� 795（57番人気）
馬単票数 計 184907 的中 �� 147（117番人気）
ワイド票数 計 394680 的中 �� 992（58番人気）�� 581（70番人気）�� 9208（13番人気）
3連複票数 計 614984 的中 ��� 340（185番人気）
3連単票数 計 745313 的中 ��� 56（1140番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．5―13．0―12．5―12．3―13．3―13．3―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．8―48．8―1：01．3―1：13．6―1：26．9―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．4―3F40．1
1
3
7，8，9（6，5，3）10（4，13）2－1－11－12・（7，8）9－3－（5，10）（6，2）13－1（4，11，12）

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

勝馬の
紹 介

ニシノボルテージ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 Dominus デビュー 2021．8．21 新潟7着

2019．2．10生 牡3鹿 母 セイウンチャーム 母母 Sea Bloom 8戦2勝 賞金 12，800，000円



2900910月15日 晴 良 （4新潟4） 第1日 第9競走 2，000�
ま つ は ま

松 浜 特 別
発走14時15分 （芝・左・外）

牝，3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � 基準タイム

中央レコード
1：56．4
1：56．1

良
良

812 エーデルブルーメ 牝3鹿 53 西村 淳也 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 480＋102：00．5 2．5�
45 エコルフリューゲル 牝3栗 53 勝浦 正樹鈴木 昌樹氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 464± 02：00．71� 8．1�
22 エバーシャドネー 牝3鹿 53 今村 聖奈宇田 豊氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 452＋ 2 〃 クビ 3．6�
813 オーソレミオ 牝3青鹿53 古川 吉洋�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 442－ 62：00．8� 6．9�
69 エレフセリア 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �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 448＋ 62：01．33 23．1	
68 ゴールドローズ 牝3芦 53 秋山真一郎�髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 460± 02：01．4クビ 9．3

56 ク オ ン タ ム 牝4芦 55 黛 弘人�ミルファーム 村田 一誠 浦河 猿橋 義昭 450－ 6 〃 ハナ 120．4�
710 アンダーユアスペル 牝3鹿 53 丸山 元気�G1レーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 462＋ 42：01．5� 29．7�
57 カ タ リ ー ナ 牝4鹿 55 斎藤 新近藤 英子氏 武 英智 洞�湖 レイクヴィラファーム 450－ 4 〃 クビ 14．7
33 インフィニタス 牝4鹿 55 菱田 裕二�G1レーシング 伊坂 重信 安平 追分ファーム 460± 02：01．92� 36．7�
711 クリノイヴァンカ 牝6鹿 55 森 裕太朗栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 464± 0 〃 クビ 145．1�
11 � ジューンサクラ 牝4黒鹿55 田中 健吉川 潤氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 436± 02：02．32 75．0�
44 ラピスデラビオス 牝4鹿 55 松本 大輝名古屋友豊� 高野 友和 浦河 谷川牧場 444＋202：02．72� 80．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 29，245，100円 複勝： 37，514，200円 枠連： 12，344，600円
馬連： 39，827，100円 馬単： 18，556，200円 ワイド： 42，398，700円
3連複： 66，288，800円 3連単： 75，769，300円 計： 321，944，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 140円 � 130円 枠 連（4－8） 1，010円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 430円 �� 170円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 8，070円

票 数

単勝票数 計 292451 的中 � 90770（1番人気）
複勝票数 計 375142 的中 � 87088（1番人気）� 59242（3番人気）� 74012（2番人気）
枠連票数 計 123446 的中 （4－8） 9384（4番人気）
馬連票数 計 398271 的中 �� 21953（4番人気）
馬単票数 計 185562 的中 �� 6337（5番人気）
ワイド票数 計 423987 的中 �� 21592（4番人気）�� 77535（1番人気）�� 22195（3番人気）
3連複票数 計 662888 的中 ��� 43912（2番人気）
3連単票数 計 757693 的中 ��� 6807（13番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―12．0―12．6―13．3―13．2―12．3―10．9―10．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―36．0―48．6―1：01．9―1：15．1―1：27．4―1：38．3―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．4―3F33．1
3 1，4（3，12）（2，9）（8，5）（6，10，13）11，7 4 ・（1，4）（3，12，9）2（8，5）13（6，10）11，7

勝馬の
紹 介

エーデルブルーメ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．10．2 中京6着

2019．5．26生 牝3鹿 母 アーデルハイト 母母 ビ ワ ハ イ ジ 9戦2勝 賞金 33，451，000円

2901010月15日 晴 良 （4新潟4） 第1日 第10競走 1，200�
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；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 441，000円 126，000円 63，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

24 ウ ィ リ ン 牝3黒鹿53 丹内 祐次ジャコモ合同会社 林 徹 千歳 社台ファーム 438＋121：08．7 2．9�
23 フリートオブフット 牝3鹿 53 荻野 極 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 444－ 41：09．12 9．8�
510 デ フ ィ デ リ 牡3青鹿55 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 462＋ 41：09．2� 27．5�
36 トリップトゥムーン 牡3黒鹿55 松本 大輝岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか ヒサイファーム 452＋ 8 〃 ハナ 7．8�
816 プリモカリーナ 牝3鹿 53 斎藤 新ライオンレースホース� 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：09．3� 6．8	
818� ロ ゼ ク ラ ン 牝4黒鹿55 秋山真一郎水谷 昌晃氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田牧場 452＋101：09．4� 46．4

11 タイキバンディエラ 牡3黒鹿55 柴山 雄一�大樹ファーム 牧浦 充徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 508＋18 〃 クビ 67．0�
59 キャニオニング 牝4鹿 55 秋山 稔樹吉田 照哉氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム B436－ 41：09．5クビ 12．1�
612 デイトンウェイ 牡4栗 57 菱田 裕二 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム B506－ 21：09．61 48．8
35 サクラカレント 牝4鹿 55 今村 聖奈�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 490－ 21：09．7� 24．8�
714 サ ミ ュ エ ル 牝3栗 53 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 山岡ファーム 470＋ 2 〃 ハナ 18．7�
713� タツオウカケンラン 牝5青鹿55 古川 吉洋鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新ひだか 畠山牧場 458－ 4 〃 クビ 84．0�
611 フラッシュアーク 牝3芦 53 原 優介小林 薫氏 青木 孝文 新冠 錦岡牧場 468＋161：09．91 8．4�
715 ア ヴ ァ ノ ス �4鹿 57 武藤 雅吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 452－ 4 〃 ハナ 30．5�
47 プロトサマニ 牝4芦 55 杉原 誠人福澤 真吾氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 504－ 21：10．0� 72．1�
817� サンセットオーラ 牡7鹿 57 黛 弘人 N.S.R.C 村田 一誠 新冠 サンローゼン 458± 01：10．2� 76．0�
48 ショウナンナウシカ 牝3鹿 53 丸山 元気国本 哲秀氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 458－ 41：10．73 63．8�
12 ランスオブミューズ 牝4鹿 55 西村 淳也五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム B438－ 21：12．9大差 17．8�

（18頭）

売 得 金
単勝： 40，618，100円 複勝： 59，481，300円 枠連： 19，683，000円
馬連： 71，302，900円 馬単： 26，888，100円 ワイド： 73，142，200円
3連複： 128，462，700円 3連単： 118，250，600円 計： 537，828，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 250円 � 570円 枠 連（2－2） 1，730円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，640円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，640円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 12，850円 3 連 単 ��� 49，180円

票 数

単勝票数 計 406181 的中 � 111660（1番人気）
複勝票数 計 594813 的中 � 133384（1番人気）� 57366（5番人気）� 20736（9番人気）
枠連票数 計 196830 的中 （2－2） 8772（6番人気）
馬連票数 計 713029 的中 �� 31591（4番人気）
馬単票数 計 268881 的中 �� 7626（5番人気）
ワイド票数 計 731422 的中 �� 27763（4番人気）�� 11334（16番人気）�� 5145（42番人気）
3連複票数 計1284627 的中 ��� 7493（34番人気）
3連単票数 計1182506 的中 ��� 1743（101番人気）

ハロンタイム 11．8―10．7―11．5―11．9―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．5―34．0―45．9―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．7
3 ・（1，7）2（4，3，5，8）（10，16）6（9，11）（14，12，15）13，18，17 4 ・（1，7）（2，5）（4，3，8）16（6，10，9，11）（14，12，13，15）（18，17）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ウ ィ リ ン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．7．3 福島1着

2019．3．23生 牝3黒鹿 母 レッドカーラ 母母 シンデレラロマンス 5戦2勝 賞金 27，542，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ランスオブミューズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ベンガン号
（非抽選馬） 1頭 ショウナンタイジュ号



2901110月15日 晴 良 （4新潟4） 第1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；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
53．7
53．7

良
良

48 ネ レ イ ド 牝3鹿 53 丸山 元気�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 434－10 55．2 10．2�
816 エスジープリンセス 牝4芦 55 松本 大輝後藤 貞夫氏 和田 勇介 新ひだか グローリーファーム B476＋ 4 〃 クビ 10．9�
714� フチサンメルチャン 牡5栗 57 小牧 太中西 功氏 服部 利之 日高 増尾牧場 472＋12 55．3クビ 22．4�
713 ルルルージュ 牝4鹿 55 菊沢 一樹的場 徹氏 菊沢 隆徳 浦河 酒井牧場 482± 0 55．4� 6．0�
715 ア ー ヒ ラ 牝7芦 55 城戸 義政�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 456＋ 2 〃 クビ 59．7�
35 キモンブラウン 牝4栗 55 嶋田 純次小林 祥晃氏 手塚 貴久 新冠 ヤマタケ牧場 B468＋18 〃 アタマ 96．0	
24 デアリングウーマン 牝4鹿 55 秋山真一郎岡 浩二氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 444－ 2 55．61 42．5

817� ヴィクトワールメイ 牝6黒鹿55 秋山 稔樹山口謙太郎氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 450－ 2 〃 ハナ 28．4�
47 タ ピ オ カ 牝5青鹿55 丹内 祐次�清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 520－ 4 55．7クビ 7．7�
12 � ミキノバスドラム 牡4鹿 57 勝浦 正樹谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 520＋ 6 〃 アタマ 67．2
510 メイショウユリシス 牝5黒鹿55 菱田 裕二松本 好�氏 高橋 亮 新冠 北星村田牧場 490± 0 〃 ハナ 29．1�
818 ボンクラージュ 牝3黒鹿53 武藤 雅落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 438＋ 6 〃 ハナ 3．6�
11 レオハイセンス 牝5鹿 55 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 450＋ 4 〃 クビ 51．1�
611 カゼノタニノアヤカ 牝5鹿 55 西村 淳也増田 和啓氏 安田 隆行 平取 二風谷ファーム 448＋ 8 55．8� 4．7�
612� ドリームジャンボ 牝7鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ヒカル牧場 496＋ 2 56．33 15．6�
59 � コーリンバニラ 牝5芦 55 水沼 元輝伊藤 恵介氏 加藤 和宏 新ひだか 前谷 武志 492－14 56．62 259．7�
23 フラッグアドミラル 牡8黒鹿57 柴山 雄一岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 大滝 康晴 478＋14 57．87 293．9�
36 ミツカネプルート 牝3鹿 53 横山 琉人小山田 満氏 清水 英克 日高 スウィング

フィールド牧場 440－ 2 57．9� 95．0�
（18頭）

売 得 金
単勝： 60，773，700円 複勝： 81，240，200円 枠連： 52，246，600円
馬連： 164，344，700円 馬単： 56，781，800円 ワイド： 124，311，100円
3連複： 312，004，900円 3連単： 295，499，400円 計： 1，147，202，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 360円 � 400円 � 640円 枠 連（4－8） 690円

馬 連 �� 5，860円 馬 単 �� 11，020円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 3，530円 �� 3，200円

3 連 複 ��� 34，680円 3 連 単 ��� 166，070円

票 数

単勝票数 計 607737 的中 � 47300（5番人気）
複勝票数 計 812402 的中 � 62267（5番人気）� 54766（7番人気）� 31606（8番人気）
枠連票数 計 522466 的中 （4－8） 58358（3番人気）
馬連票数 計1643447 的中 �� 21699（20番人気）
馬単票数 計 567818 的中 �� 3863（39番人気）
ワイド票数 計1243111 的中 �� 17743（21番人気）�� 9012（41番人気）�� 9976（37番人気）
3連複票数 計3120049 的中 ��� 6746（111番人気）
3連単票数 計2954994 的中 ��� 1290（516番人気）

ハロンタイム 11．9―10．3―10．6―10．8―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．2―32．8―43．6

上り4F43．3－3F33．0
勝馬の
紹 介

ネ レ イ ド �
�
父 ビッグアーサー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．10．17 新潟2着

2019．5．16生 牝3鹿 母 ナ イ ア ー ド 母母 シャドウスプリング 12戦3勝 賞金 46，276，000円

2901210月15日 晴 良 （4新潟4） 第1日 第12競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走16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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：08．4

重
不良

45 ダイチヴィヴァン 牡3鹿 55
54 ☆秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 470± 01：11．2 4．9�

710� メイショウフジタカ 牡4鹿 57
53 ★今村 聖奈松本 好�氏 飯田 祐史 浦河 磯野牧場 502＋ 8 〃 クビ 4．0�

56 � トランペットシェル �5芦 57
54 ▲佐々木大輔谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 488± 01：12．26 15．9�

33 ザ ア ト ム 牡3黒鹿 55
53 △松本 大輝廣崎利洋HD� 田島 俊明 日高 天羽 禮治 496＋12 〃 クビ 9．8�

57 � シ ュ ロ ス 牡6栗 57
54 ▲原 優介嶋田 賢氏 嘉藤 貴行 新ひだか 岡田牧場 520＋ 21：12．62 30．2	

69 テーオーアラジン 牝3黒鹿 53
50 ▲鷲頭 虎太小笹 公也氏 宮 徹 新冠 村上 進治 474＋ 61：12．81� 171．0


68 スマートプレジール 牝3鹿 53 菱田 裕二大川 徹氏 中村 直也 新ひだか 静内山田牧場 480＋ 6 〃 アタマ 59．7�
813� レイデルマール �4栗 57 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新冠 高瀬牧場 494－ 41：12．9� 2．5�
812 ハクサンパール 牝3鹿 53

51 △横山 琉人河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 �川 啓一 448－ 21：13．0	 43．5
22 � ベッサラビア �5鹿 57 森 裕太朗森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 456－ 21：13．1	 181．5�
44 � カネトシディーバ 牝4黒鹿 55

51 ★永島まなみ兼松 昌男氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 482± 01：13．41� 35．0�
711 ベルウッドウズメ 牡3芦 55 斎藤 新鈴木 照雄氏 本間 忍 熊本 本田 土寿 504± 01：14．03� 11．5�
11 ヴァーチュアス 牡3栗 55 西村 淳也 �カナヤマホール

ディングス 渡辺 薫彦 新ひだか 矢野牧場 476＋ 41：14．53 22．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 44，060，100円 複勝： 47，493，300円 枠連： 16，041，900円
馬連： 73，244，400円 馬単： 29，896，200円 ワイド： 59，962，200円
3連複： 112，640，900円 3連単： 128，970，200円 計： 512，309，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 180円 � 170円 � 280円 枠 連（4－7） 760円

馬 連 �� 1，030円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 410円 �� 760円 �� 960円

3 連 複 ��� 3，290円 3 連 単 ��� 15，350円

票 数

単勝票数 計 440601 的中 � 71566（3番人気）
複勝票数 計 474933 的中 � 69868（3番人気）� 82320（2番人気）� 37498（5番人気）
枠連票数 計 160419 的中 （4－7） 16314（3番人気）
馬連票数 計 732444 的中 �� 54942（3番人気）
馬単票数 計 298962 的中 �� 9354（6番人気）
ワイド票数 計 599622 的中 �� 40558（3番人気）�� 19676（7番人気）�� 15285（10番人気）
3連複票数 計1126409 的中 ��� 25669（8番人気）
3連単票数 計1289702 的中 ��� 6088（35番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．3―12．1―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．1―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダイチヴィヴァン �
�
父 ホッコータルマエ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．10．30 東京6着

2019．5．22生 牡3鹿 母 チェリーシェル 母母 キュートネスⅡ 12戦2勝 賞金 21，490，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。
〔制裁〕 ダイチヴィヴァン号の騎手秋山稔樹は，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：10番）



（4新潟4）第1日 10月15日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168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

191，510，000円
3，020，000円
22，820，000円
1，710，000円
24，130，000円
73，148，000円
5，859，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
391，959，700円
480，850，200円
164，440，400円
621，008，900円
261，248，500円
574，215，200円
1，091，011，100円
1，138，379，500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 4，723，113，500円

総入場人員 7，023名 （有料入場人員 6，424名）
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