
2901310月16日 晴 良 （4新潟4） 第2日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：08．7
1：07．5

良
良

11 ダンシングニードル 牝2栗 54 団野 大成窪田 芳郎氏 斉藤 崇史 千歳 社台ファーム 474－ 41：08．7 2．5�
35 トロピカルヒーロー 牡2鹿 55

52 ▲佐々木大輔田頭 勇貴氏 武藤 善則 日高 奥山牧場 478＋ 61：09．23 15．7�
24 シャトーボビー 牡2青鹿55 丹内 祐次德増 栄治氏 菊川 正達 日高 クラウン日高牧場 464＋ 2 〃 クビ 4．0�
23 ゴットリープ 牡2青鹿55 杉原 誠人今村 明浩氏 栗田 徹 日高 沖田牧場 474＋ 41：09．41� 35．5�
59 ワックスフラワー 牝2黒鹿 54

51 ▲水沼 元輝�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 田中 裕之 428－ 81：09．5クビ 37．5�
12 ピンポンマム 牝2芦 54

52 △小林 脩斗 	ブルースターズファーム 青木 孝文 浦河 栄進牧場 428＋ 21：09．81� 41．4

612 ショウナンアウリイ 牝2鹿 54

52 △松本 大輝国本 哲秀氏 松下 武士 新ひだか 西村牧場 450＋ 8 〃 アタマ 48．5�
816 クリノグローリー 牡2栗 55

51 ★今村 聖奈栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 464＋ 61：09．9� 15．4�
714 シャープソーン 牝2鹿 54

51 ▲原 優介ゴドルフィン 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 436－ 61：10．21� 53．3

47 アトモストリミッツ 牝2栗 54 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 438－14 〃 クビ 6．1�
510 アルファエリザベス 牝2黒鹿 54

52 △小林 凌大	貴悦 小島 茂之 新冠 高瀬牧場 460－ 21：10．3� 132．3�
611 ジークシュベルト 牡2鹿 55 菱田 裕二ライオンレースホース	 高橋 義忠 浦河 谷口牧場 452＋161：10．4� 13．9�
815 サンガルガーノ 牡2鹿 55 武藤 雅 �ビッグレッドファーム 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 21：10．5クビ 144．6�
36 ベアサッチャー 牝2青鹿54 斎藤 新熊木 浩氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B478＋ 21：10．71� 43．6�
713 ツキミズヒカリ 牝2栗 54 菊沢 一樹 KRジャパン 小野 次郎 浦河 桑田フアーム 414－ 61：10．91� 251．6�
48 ミ レ デ ィ 牝2黒鹿 54

52 ◇藤田菜七子田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 436± 01：16．8大差 51．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 28，860，600円 複勝： 43，845，800円 枠連： 11，120，400円
馬連： 47，136，800円 馬単： 21，540，600円 ワイド： 51，344，200円
3連複： 90，352，100円 3連単： 81，984，600円 計： 376，185，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 250円 � 150円 枠 連（1－3） 1，240円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 480円 �� 250円 �� 780円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 7，540円

票 数

単勝票数 計 288606 的中 � 95845（1番人気）
複勝票数 計 438458 的中 � 131399（1番人気）� 31404（4番人気）� 74551（2番人気）
枠連票数 計 111204 的中 （1－3） 6932（5番人気）
馬連票数 計 471368 的中 �� 25889（4番人気）
馬単票数 計 215406 的中 �� 7202（6番人気）
ワイド票数 計 513442 的中 �� 26097（4番人気）�� 59399（1番人気）�� 15158（7番人気）
3連複票数 計 903521 的中 ��� 48182（2番人気）
3連単票数 計 819846 的中 ��� 7883（11番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．0―11．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．6―45．1―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．1
3 1，7，4，6（3，9，11）－（5，2，14）16（10，12）－8（13，15） 4 1（4，7）－（3，6）（9，11）（5，2）14（12，16）10－13，15＝8

勝馬の
紹 介

ダンシングニードル �
�
父 ファインニードル �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2022．9．3 小倉3着

2020．2．14生 牝2栗 母 ダンシングワンダー 母母 スマーティーダンス 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔調教再審査〕 ミレディ号は，3コーナーから4コーナーにかけて外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔その他〕 ミレディ号は，1着馬がレコードタイムと同タイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

2901410月16日 晴 良 （4新潟4） 第2日 第2競走 ��2，000�2歳未勝利
発走10時15分 （芝・左）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
2：01．3
1：58．5

良
良

55 パクスオトマニカ 牡2鹿 55 菱田 裕二窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 470－ 22：02．3 5．3�
22 コスモバラタ 牡2青鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 42：03．15 5．7�
77 サトノシトラス 牡2鹿 55 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 490＋ 22：03．31� 3．4�
89 ア オ ラ キ 牡2白 55

51 ★今村 聖奈石井 輝昭氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト
クラブ 444± 02：03．4� 5．3�

44 ヴ ン ダ ー 牝2栗 54
51 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 42：03．5� 19．5	

66 フジブルーダイヤ 牝2鹿 54
51 ▲土田 真翔�フジレーシング 尾形 和幸 新ひだか 佐竹 学 446＋ 42：04．24 51．0


33 ホープアイランド 牝2黒鹿 54
51 ▲佐々木大輔 �愛馬レーシングクラブ 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム 420－ 82：04．41� 95．2�

88 インクルードダイヤ 牝2鹿 54 西村 淳也 �シルクレーシング 武 英智 安平 ノーザンファーム 446－ 42：04．5� 3．8�
11 ヤマノコトブキ 牡2黒鹿 55

53 △横山 琉人澤村 敏雄氏 松山 将樹 浦河 林 孝輝 472－ 22：05．35 238．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，669，600円 複勝： 34，853，200円 枠連： 5，327，700円
馬連： 31，681，700円 馬単： 15，629，400円 ワイド： 27，037，800円
3連複： 45，244，000円 3連単： 68，320，100円 計： 258，763，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 130円 � 150円 � 120円 枠 連（2－5） 1，250円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 390円 �� 280円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 7，420円

票 数

単勝票数 計 306696 的中 � 48963（3番人気）
複勝票数 計 348532 的中 � 66965（2番人気）� 52358（5番人気）� 85615（1番人気）
枠連票数 計 53277 的中 （2－5） 3279（7番人気）
馬連票数 計 316817 的中 �� 20373（8番人気）
馬単票数 計 156294 的中 �� 5416（11番人気）
ワイド票数 計 270378 的中 �� 16983（8番人気）�� 25533（2番人気）�� 20455（4番人気）
3連複票数 計 452440 的中 ��� 31196（4番人気）
3連単票数 計 683201 的中 ��� 6667（30番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―12．3―13．4―12．9―12．6―12．5―12．4―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．3―23．3―35．6―49．0―1：01．9―1：14．5―1：27．0―1：39．4―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

パクスオトマニカ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．9．19 中山2着

2020．2．12生 牡2鹿 母 ディープラヴ 母母 シーズインクルーデッド 2戦1勝 賞金 8，000，000円
〔制裁〕 ヴンダー号の騎手原優介は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・6番・9番）

第４回 新潟競馬 第２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



2901510月16日 晴 良 （4新潟4） 第2日 第3競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走10時40分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

611 オースミメッシーナ 牝3栗 53
49 ★今村 聖奈�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 456＋101：11．7 4．7�

712 スクリーンショット 牝3栗 53 浜中 俊小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496＋ 61：11．8クビ 3．5�
610 スズノナデシコ 牝4鹿 55 西村 淳也小紫 嘉之氏 石坂 公一 新ひだか タガミファーム 510＋ 61：12．12 24．1�
815 サイモンルピナス 牝4黒鹿 55

53 △松本 大輝澤田 昭紀氏 羽月 友彦 浦河 三嶋牧場 B444＋ 2 〃 ハナ 11．4�
814� ナ サ 牝4黒鹿55 菱田 裕二杉浦 和也氏 藤沢 則雄 日高 アイズスタッド株式会社 B466－ 21：12．2クビ 9．2�
59 ミ ラ ビ リ ス 牝3芦 53 斎藤 新石井 輝昭氏 斎藤 誠 浦河 栄進牧場 466＋121：12．41� 6．0	
35 ア カ ザ 牝3鹿 53 荻野 極鈴木 康弘氏 伊坂 重信 むかわ 上水牧場 436＋ 21：12．5� 77．9

11 ヤマニンアンフィル 牝3青鹿53 団野 大成土井 肇氏 斉藤 崇史 新冠 錦岡牧場 466＋101：12．6クビ 12．7�
713 ア タ カ ン テ 牝3鹿 53

50 ▲鷲頭 虎太幅田 昌伸氏 藤原 英昭 新ひだか フジワラフアーム B510＋34 〃 ハナ 36．4�
46 サザンエルフ 牝3栗 53 丹内 祐次多田 賢司氏 中川 公成 日高 日西牧場 B466＋ 6 〃 クビ 7．4
23 イッツユアタイム 牝4鹿 55

53 ◇藤田菜七子 MOMOレーシング 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 452± 01：13．13 48．5�
22 � エ ナ ホ ー プ 牝8黒鹿 55

51 ★永島まなみ宮原 廣伸氏 吉田 直弘 日高 沖田牧場 500＋ 21：14．05 174．2�
47 � ヴァンタンジェンヌ 牝5鹿 55

52 ▲服部 寿希村田 滋氏 服部 利之 浦河 成隆牧場 412＋181：14．1� 359．5�
34 レ コ レ ー タ 牝4栗 55 武藤 雅 �サンデーレーシング 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 4 〃 クビ 14．2�
58 � スズカロココ 牝5栗 55

54 ☆泉谷 楓真永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480＋151：17．4大差 144．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 33，435，200円 複勝： 46，842，400円 枠連： 10，913，700円
馬連： 50，527，500円 馬単： 19，908，000円 ワイド： 51，674，200円
3連複： 89，522，100円 3連単： 82，926，800円 計： 385，749，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 160円 � 500円 枠 連（6－7） 710円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 480円 �� 1，790円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 7，520円 3 連 単 ��� 32，720円

票 数

単勝票数 計 334352 的中 � 55805（2番人気）
複勝票数 計 468424 的中 � 74651（2番人気）� 86060（1番人気）� 17974（9番人気）
枠連票数 計 109137 的中 （6－7） 11788（1番人気）
馬連票数 計 505275 的中 �� 34382（1番人気）
馬単票数 計 199080 的中 �� 6410（3番人気）
ワイド票数 計 516742 的中 �� 30346（1番人気）�� 7128（24番人気）�� 6195（28番人気）
3連複票数 計 895221 的中 ��� 8920（27番人気）
3連単票数 計 829268 的中 ��� 1837（103番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．5―12．1―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．3―46．4―58．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．9―3F37．4
3 11，12（5，14）（10，15）－6（3，8，9）（1，7）（2，13，4） 4 11，12（5，14）10，15－6，9，3，1（8，13，4）7，2

勝馬の
紹 介

オースミメッシーナ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．2．27 小倉8着

2019．5．1生 牝3栗 母 ナリタジューン 母母 オースミリンド 6戦2勝 賞金 16，820，000円
〔制裁〕 アタカンテ号の騎手鷲頭虎太は，3コーナー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）
〔その他〕 スズカロココ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 スズカロココ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年11月16日まで出走できない。
※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。
（非抽選馬） 2頭 グラストンベリー号・コーラルティアラ号

2901610月16日 晴 良 （4新潟4） 第2日 第4競走 1，600�2歳未勝利
発走11時10分 （芝・左・外）

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
1：33．3
1：32．3

良
良

33 トーセントラム 牡2鹿 55 田中 勝春島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 424－ 61：37．8 7．7�

78 トーセンカタリーナ 牝2栗 54 菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ
スティファーム 446± 0 〃 ハナ 11．6�

66 グ ス タ ー ル 牡2鹿 55
52 ▲原 優介 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 2 〃 アタマ 11．6�

22 カレンパンピナップ 牡2鹿 55
51 ★今村 聖奈鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 482± 01：37．9� 2．0�

89 ゴルデールスカー 牡2栗 55 西村 淳也 �サンデーレーシング 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：38．0クビ 5．6	
55 ゴ ン ド ワ ナ 牡2青鹿 55

53 △横山 琉人岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：38．1� 104．6

11 ヒルノピレネー 牡2黒鹿55 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 浦河 桑田牧場 446－ 4 〃 クビ 9．7�
44 コスモチプリア 牝2芦 54 丹内 祐次 �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 426± 01：38．31� 10．5
77 ラ ジ ェ ル ブ 牝2鹿 54 斎藤 新 �ビッグレッドファーム 深山 雅史 平取 二風谷ファーム 478－ 21：39．04 275．6�
810 サムワンライクユー 牡2鹿 55 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 470＋ 2 〃 ハナ 109．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，269，400円 複勝： 46，200，200円 枠連： 5，862，800円
馬連： 41，315，300円 馬単： 22，329，400円 ワイド： 40，071，400円
3連複： 65，548，300円 3連単： 96，881，000円 計： 356，477，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 250円 � 270円 � 350円 枠 連（3－7） 3，280円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 8，290円

ワ イ ド �� 990円 �� 1，260円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 8，970円 3 連 単 ��� 61，880円

票 数

単勝票数 計 382694 的中 � 41813（3番人気）
複勝票数 計 462002 的中 � 50730（4番人気）� 44968（6番人気）� 32479（7番人気）
枠連票数 計 58628 的中 （3－7） 1384（14番人気）
馬連票数 計 413153 的中 �� 8597（15番人気）
馬単票数 計 223294 的中 �� 2019（32番人気）
ワイド票数 計 400714 的中 �� 10521（15番人気）�� 8168（20番人気）�� 6880（21番人気）
3連複票数 計 655483 的中 ��� 5475（31番人気）
3連単票数 計 968810 的中 ��� 1135（186番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―13．2―13．7―13．4―11．5―10．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―37．2―50．9―1：04．3―1：15．8―1：26．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F33．5
3 6，9（2，7）4（1，8）3，5－10 4 6，9（2，7）（4，8）（1，3，5）10

勝馬の
紹 介

トーセントラム �
�
父 ヴァンキッシュラン �

�
母父 Dubai Destination デビュー 2022．7．10 函館3着

2020．4．30生 牡2鹿 母 ローザデルドバイ 母母 Rosa di Brema 6戦1勝 賞金 11，700，000円



2901710月16日 晴 良 （4新潟4） 第2日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時00分 （ダート・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
1：11．0
1：10．2

良
不良

712 ヨドノリリー 牝2栗 54
53 ☆亀田 温心海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 432 ―1：13．3 10．8�

47 グローリーカフェ 牝2黒鹿 54
53 ☆小沢 大仁西川 光一氏 中舘 英二 浦河 三嶋牧場 438 ― 〃 クビ 5．5�

713 レアジーニアス 牝2芦 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 476 ―1：14．15 14．0�
814 エレガントムーン 牝2鹿 54 西村 淳也 �サンデーレーシング 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 412 ― 〃 クビ 3．4�
11 エコロレジーナ 牝2鹿 54 菊沢 一樹原村 正紀氏 菊沢 隆徳 日高 荒井ファーム 474 ―1：14．2� 8．1�
35 スミダカチドキ 牡2栗 55 斎藤 新臼倉 勲氏 斎藤 誠 新ひだか 飛野牧場 472 ―1：14．62� 23．1	
611 アンビバレント 牡2鹿 55 菱田 裕二 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 青木 孝文 日高 碧雲牧場 450 ―1：14．7� 4．5�
58 サンマルマインド 牝2鹿 54 黛 弘人相馬 勇氏 中野 栄治 日高 ベルサイユステー

ブル株式会社 458 ―1：15．22� 61．9�
23 タケウチリッキー 牝2鹿 54 木幡 初也由井健太郎氏 竹内 正洋 浦河 大北牧場 500 ―1：15．41� 31．8
815 タノムデホンマ �2鹿 55 川須 栄彦三宅 勝俊氏 服部 利之 浦河 カナイシスタッド 424 ―1：16．14 67．0�
610 セツナシュギ 牝2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 辻 牧場 410 ―1：16．52� 90．7�
46 ジャックパール 牡2鹿 55 丸山 元気吉川 朋宏氏 鈴木慎太郎 日高 サンバマウン

テンファーム 456 ―1：16．81� 15．6�
22 デトネイター 牝2鹿 54

52 △小林 脩斗中村 祐子氏 中舘 英二 新冠 三村 卓也 B480 ―1：18．28 126．1�
34 ジョイトゥザラブ 牝2栗 54 荻野 極
ノースヒルズ 西田雄一郎 新ひだか 土居牧場 386 ―1：18．41� 87．5�
59 バ ー チ ャ ミ 牝2鹿 54

52 △小林 凌大諸岡 慶氏 土田 稔 日高 北田 剛 424 ―1：23．4大差 193．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 28，942，300円 複勝： 35，805，800円 枠連： 10，462，600円
馬連： 37，553，000円 馬単： 18，396，400円 ワイド： 39，117，900円
3連複： 62，853，700円 3連単： 64，328，200円 計： 297，459，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 310円 � 240円 � 420円 枠 連（4－7） 1，150円

馬 連 �� 2，740円 馬 単 �� 6，200円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 2，390円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 12，160円 3 連 単 ��� 68，380円

票 数

単勝票数 計 289423 的中 � 22661（5番人気）
複勝票数 計 358058 的中 � 30511（5番人気）� 43246（3番人気）� 20143（8番人気）
枠連票数 計 104626 的中 （4－7） 6995（5番人気）
馬連票数 計 375530 的中 �� 10606（9番人気）
馬単票数 計 183964 的中 �� 2224（23番人気）
ワイド票数 計 391179 的中 �� 9961（10番人気）�� 4113（27番人気）�� 8647（14番人気）
3連複票数 計 628537 的中 ��� 3876（38番人気）
3連単票数 計 643282 的中 ��� 682（208番人気）

ハロンタイム 12．1―11．4―11．5―12．7―12．5―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．5―35．0―47．7―1：00．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．8―3F38．3
3 1（11，15）12，14，13－7（5，3）－8＝10，4（2，6）＝9 4 ・（1，11）（15，12）14，13－7（5，3）－8＝10，4－（2，6）＝9

勝馬の
紹 介

ヨドノリリー �
�
父 トランセンド �

�
母父 ステイゴールド 初出走

2020．4．25生 牝2栗 母 クイーンマルサ 母母 ホーマンマルサ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ジョイトゥザラブ号・バーチャミ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年11月16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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ジャスパーロイヤル号・セカンドチャプター号・ハヤブサジェット号・ビヴァアカプルコ号・マグノリアレーン号・

マテンロウブルース号・メイショウトップウ号・ローズミカ号

2901810月16日 晴 良 （4新潟4） 第2日 第6競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走12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 7，700，000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

22 トップスティール 牡3鹿 55
54 ☆秋山 稔樹井山 登氏 深山 雅史 新ひだか 千代田牧場 B494± 01：53．2 93．0�

67 � エクストラノート �5栗 57
54 ▲原 優介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 41：53．62� 14．4�
33 ラ ニ カ イ 牝3栗 53

49 ★今村 聖奈�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490＋101：53．92 2．6�

812 ブライトホルン 牡3黒鹿55 荻野 極�ノースヒルズ 渡辺 薫彦 新冠 株式会社
ノースヒルズ 486＋161：54．0クビ 5．1�

11 サトノアレックス �5栗 57 菊沢 一樹 �サトミホースカンパニー 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B492± 01：54．21� 52．2�
811 ナッカーフェイス 牡3鹿 55

54 ☆亀田 温心 STレーシング 北出 成人 新冠 オリエント牧場 458－ 41：54．41� 4．7	
79 ファイアリースカイ 牝3青鹿 53

51 △松本 大輝ゴドルフィン 和田 勇介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452－ 61：55．03� 47．5


68 ミ ル ト ボ ス 牡4鹿 57
56 ☆泉谷 楓真永山 勝敏氏 中竹 和也 新ひだか 有限会社石川牧場 498－ 2 〃 クビ 18．4�

55 フジフォンテ 牡3青鹿 55
52 ▲土田 真翔岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 456＋10 〃 アタマ 15．3�

44 エイシンリヒト 牡4黒鹿 57
56 ☆小沢 大仁�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 472＋141：56．06 5．8

710 グレナデンシロップ 牝3黒鹿53 斎藤 新吉田 勝己氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 444＋221：56．2� 64．5�
56 マンクスホップ 牝3栗 53 西村 淳也 �サンデーレーシング 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 444＋16 〃 ハナ 30．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，075，500円 複勝： 42，381，800円 枠連： 9，484，300円
馬連： 42，797，800円 馬単： 20，550，400円 ワイド： 45，197，300円
3連複： 71，473，200円 3連単： 81，504，800円 計： 349，465，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，300円 複 勝 � 1，200円 � 340円 � 150円 枠 連（2－6） 11，770円

馬 連 �� 32，930円 馬 単 �� 83，310円

ワ イ ド �� 7，780円 �� 2，210円 �� 760円

3 連 複 ��� 32，040円 3 連 単 ��� 371，640円

票 数

単勝票数 計 360755 的中 � 3100（12番人気）
複勝票数 計 423818 的中 � 6784（12番人気）� 28835（6番人気）� 103191（1番人気）
枠連票数 計 94843 的中 （2－6） 624（25番人気）
馬連票数 計 427978 的中 �� 1007（56番人気）
馬単票数 計 205504 的中 �� 185（113番人気）
ワイド票数 計 451973 的中 �� 1439（57番人気）�� 5184（26番人気）�� 16161（6番人気）
3連複票数 計 714732 的中 ��� 1673（101番人気）
3連単票数 計 815048 的中 ��� 159（783番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―12．8―13．5―12．7―12．0―12．7―12．5―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．1―36．9―50．4―1：03．1―1：15．1―1：27．8―1：40．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トップスティール �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2021．8．14 札幌4着

2019．3．30生 牡3鹿 母 モアスマイル 母母 コクトビューティー 9戦2勝 賞金 15，820，000円



2901910月16日 晴 良 （4新潟4） 第2日 第7競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時00分 （芝・直線）

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
53．7
53．7

良
良

11 セ ル レ ア 牝5鹿 55
51 ★永島まなみ�パニオロ 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 B454＋ 2 55．5 97．6�

817 ユナイテッドハーツ 牡4鹿 57
55 △横山 琉人大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ B454＋10 〃 アタマ 7．8�
23 ラ ナ キ ラ 牝4鹿 55 丸山 元気�ノースヒルズ 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 6 〃 クビ 12．7�
47 クランシリーニー 牝3鹿 53 西村 淳也大倉 佑介氏 新谷 功一 日高 日西牧場 496－ 8 55．7� 20．8�
816 メリヴェイユ 牝3鹿 53

51 △小林 凌大岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 446－ 8 〃 ハナ 4．9�
35 � リーゼントフラム 牡5鹿 57 菱田 裕二三浦 大輔氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 470± 0 〃 ハナ 17．5	
48 � モメチョッタ 牝6黒鹿 55

52 ▲原 優介清水 敏氏 石毛 善彦 浦河 栄進牧場 468＋ 6 55．8� 154．5

818 マ ロ リ ン 牝6鹿 55 木幡 初也吉田 安寛氏 武市 康男 安平 ノーザンファーム B490＋ 4 55．91 13．8�
612� フタミジョウワ 牝3鹿 53

51 ◇藤田菜七子秦 千織氏 根本 康広 新冠 協和牧場 444－ 6 56．0クビ 37．9�
12 ボ レ ロ 牝4鹿 55 丹内 祐次ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 474± 0 56．1� 34．2�
713 ホーキーポーキー 牝4栗 55 杉原 誠人ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 464± 0 〃 � 16．1�
36 ミーハディビーナ 牝5青鹿 55

52 ▲佐々木大輔 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 440－ 2 56．3� 40．8�

715 セピアノーツ 牝4芦 55 柴山 雄一谷口 悦一氏 青木 孝文 日高 ナカノファーム 482＋10 56．51	 29．2�
24 エ シ ェ ロ ン 牡3黒鹿 55

52 ▲水沼 元輝ミルファーム 南田美知雄 新冠 山岡牧場 472＋16 〃 クビ 168．1�
59 ポメランチェ 牝3黒鹿 53

49 ★今村 聖奈 社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 400＋ 4 56．6� 3．4�
510� キテヤエヒメ 牝3青鹿53 伊藤 工真山口 春夫氏 伊坂 重信 新冠 柏木 一則 414－ 8 56．91� 277．2�
714� パラティーノヒル 牝5栗 55 嶋田 純次Mr．ホース 南田美知雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408＋ 2 〃 クビ 18．0�
611 バイシクルキック 牡4鹿 57 斎藤 新�GET NEXT 栗田 徹 新冠 パカパカ

ファーム 460－ 4 57．11 8．6�
（18頭）

売 得 金
単勝： 34，964，300円 複勝： 43，326，000円 枠連： 23，376，000円
馬連： 70，633，100円 馬単： 25，527，500円 ワイド： 67，707，400円
3連複： 151，045，600円 3連単： 144，700，900円 計： 561，280，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，760円 複 勝 � 1，990円 � 320円 � 370円 枠 連（1－8） 4，410円

馬 連 �� 52，080円 馬 単 �� 155，650円

ワ イ ド �� 12，360円 �� 9，370円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 166，100円 3 連 単 ��� 1，457，050円

票 数

単勝票数 計 349643 的中 � 2865（15番人気）
複勝票数 計 433260 的中 � 4972（15番人気）� 38238（4番人気）� 32198（5番人気）
枠連票数 計 233760 的中 （1－8） 4102（15番人気）
馬連票数 計 706331 的中 �� 1051（96番人気）
馬単票数 計 255275 的中 �� 123（214番人気）
ワイド票数 計 677074 的中 �� 1396（93番人気）�� 1846（83番人気）�� 9617（19番人気）
3連複票数 計1510456 的中 ��� 682（348番人気）
3連単票数 計1447009 的中 ��� 72（2438番人気）

ハロンタイム 12．0―10．3―10．3―10．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．0―22．3―32．6―43．4

上り4F43．5－3F33．2
勝馬の
紹 介

セ ル レ ア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．8．24 新潟2着

2017．4．8生 牝5鹿 母 ダイワミストレス 母母 サウンドバイト 20戦2勝 賞金 22，109，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イナズマテーラー号・テンジュイン号・ユイノダンディズム号

2902010月16日 晴 良 （4新潟4） 第2日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時30分 （ダート・左）

牝；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
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

46 タガノカンデラ 牝3栗 53 斎藤 新八木 良司氏 奥村 豊 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 448＋ 61：53．4 7．2�

610 スパークルアイズ 牝3鹿 53 浜中 俊�ノースヒルズ 武 幸四郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ 488＋ 81：54．67 3．5�

47 デリシュレーヌ 牝4青鹿 55
51 ★今村 聖奈加藤 徹氏 高橋 文雅 新冠 大狩部牧場 B480＋ 41：54．7クビ 7．4�

34 フォーランマリア 牝3鹿 53 菱田 裕二 �社台レースホース森田 直行 千歳 社台ファーム 414＋ 2 〃 クビ 38．7�
58 ラ ジ エ ル 牝3鹿 53 丸山 元気 �シルクレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 438－ 41：55．01� 5．1	
23 キ ガ サ 牝3栗 53

51 △小林 脩斗 �ビッグレッドファーム 鈴木慎太郎 新冠 シンカンファーム B430－ 51：55．21� 35．3

59 イエローウィン 牝3黒鹿53 丹内 祐次平川 浩之氏 菊川 正達 日高 槇本牧場 B482＋ 6 〃 クビ 13．9�
35 アイソウザスター 牝4鹿 55 嶋田 純次吉岡 泰治氏 小笠 倫弘 浦河 ヒダカフアーム 488－ 81：55．3クビ 125．7�
815 ルミナスナイト 牝5栗 55 柴山 雄一岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 岡田スタツド 504＋121：55．61� 135．6
11 エ ナ ハ ツ ホ 牝3栗 53 松田 大作宮原 廣伸氏 吉田 直弘 新冠 大狩部牧場 444＋ 61：55．92 6．8�
713� ガールズヒロイン 牝4黒鹿 55

52 ▲服部 寿希山下 良子氏 服部 利之 浦河 村中牧場 438± 0 〃 クビ 52．6�
611 ラブエスポー 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 61：56．0� 27．5�
814 フ ェ ッ テ 牝3栗 53

50 ▲原 優介�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 484－ 21：56．63� 107．0�
22 キトゥンズマーチ 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 464－101：56．81 24．3�

712 プレミアスコア 牝3栗 53
51 △松本 大輝 �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 476± 0 （競走中止） 9．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 37，817，200円 複勝： 46，998，300円 枠連： 11，393，200円
馬連： 50，644，400円 馬単： 20，975，100円 ワイド： 53，047，700円
3連複： 86，188，700円 3連単： 90，961，500円 計： 398，026，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 230円 � 150円 � 230円 枠 連（4－6） 820円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 850円 �� 900円 �� 690円

3 連 複 ��� 5，060円 3 連 単 ��� 24，510円

票 数

単勝票数 計 378172 的中 � 41776（4番人気）
複勝票数 計 469983 的中 � 48720（3番人気）� 97088（1番人気）� 46622（4番人気）
枠連票数 計 113932 的中 （4－6） 10643（3番人気）
馬連票数 計 506444 的中 �� 17549（9番人気）
馬単票数 計 209751 的中 �� 3431（16番人気）
ワイド票数 計 530477 的中 �� 15996（6番人気）�� 14995（10番人気）�� 20032（3番人気）
3連複票数 計 861887 的中 ��� 12754（13番人気）
3連単票数 計 909615 的中 ��� 2690（39番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―37．5―50．9―1：03．5―1：15．4―1：28．3―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F38．0
1
3
2，5（1，6）9，10（11，8，13）3（4，14）15－7・（2，5）6（9，10）（11，8，4）14（1，15，13）3－7

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

勝馬の
紹 介

タガノカンデラ �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．10．17 阪神4着

2019．4．14生 牝3栗 母 タガノバトラ 母母 ホワイトペッパー 9戦2勝 賞金 18，520，000円
〔発走状況〕 フォーランマリア号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔競走中止〕 プレミアスコア号は，発走後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



2902110月16日 晴 良 （4新潟4） 第2日 第9競走 1，800�
あ わ し ま

粟 島 特 別
発走14時05分 （芝・左・外）

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．1
1：43．8

良
良

33 グランスラムアスク 牝3鹿 53 古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 456＋ 41：46．3 17．8�
66 レッドベルアーム 牡3鹿 55 松田 大作 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 510＋ 2 〃 クビ 3．1�
22 テ イ デ 牡4鹿 57 丸山 元気金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B480＋ 21：46．51� 5．5�
79 サトノスカイターフ 牡4鹿 57 荻野 極 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500＋10 〃 ハナ 15．7�
810 フェルマーテ 牝5青鹿55 菊沢 一樹�G1レーシング 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484± 01：46．81� 15．7�
55 イスラグランデ 牡3鹿 55 団野 大成 	社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 536± 01：47．12 11．4

67 エンギダルマ 牡3鹿 55 嶋田 純次星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 520＋201：47．2� 8．8�
44 ウインアステロイド 牡5青鹿57 丹内 祐次�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 4 〃 アタマ 42．9�
78 アウサンガテ 牡5鹿 57 西村 淳也金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム B450＋ 81：47．51� 4．3
11 サンライズスコール 牡3芦 55 松若 風馬松岡 隆雄氏 石坂 公一 日高 下河辺牧場 450＋ 21：47．6� 92．6�
811 フレイミングサン 牝4栗 55 菱田 裕二吉田 晴哉氏 辻 哲英 安平 追分ファーム 460＋ 21：47．81� 9．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，427，500円 複勝： 47，551，400円 枠連： 10，685，400円
馬連： 58，326，600円 馬単： 26，633，400円 ワイド： 51，374，900円
3連複： 84，524，400円 3連単： 113，699，500円 計： 435，223，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，780円 複 勝 � 380円 � 160円 � 180円 枠 連（3－6） 2，180円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 8，050円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，520円 �� 450円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 49，770円

票 数

単勝票数 計 424275 的中 � 19062（9番人気）
複勝票数 計 475514 的中 � 25257（8番人気）� 90327（2番人気）� 75101（3番人気）
枠連票数 計 106854 的中 （3－6） 3795（9番人気）
馬連票数 計 583266 的中 �� 12688（15番人気）
馬単票数 計 266334 的中 �� 2481（34番人気）
ワイド票数 計 513749 的中 �� 11851（17番人気）�� 8271（23番人気）�� 31386（3番人気）
3連複票数 計 845244 的中 ��� 9802（25番人気）
3連単票数 計1136995 的中 ��� 1656（188番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．6―11．9―12．4―12．2―11．2―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―35．6―47．5―59．9―1：12．1―1：23．3―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F34．2
3 3－4（1，7）（6，10）（5，8）2－9，11 4 3－4（1，7）（6，10）（5，8）（2，11）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランスラムアスク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2021．8．1 新潟5着

2019．3．11生 牝3鹿 母 ジ ェ ニ サ 母母 Tizdubai 11戦2勝 賞金 25，779，000円
〔制裁〕 フェルマーテ号の騎手菊沢一樹は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番）

テイデ号の騎手丸山元気は，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50，000円。（被害馬：9番）

2902210月16日 晴 良 （4新潟4） 第2日 第10競走 ��
��1，800�

す が な だ け

菅 名 岳 特 別
発走14時40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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：49．2
1：47．6

不良
重

611 ジャズブルース 牡3青鹿55 団野 大成 �シルクレーシング 吉村 圭司 平取 坂東牧場 458＋ 61：52．2 9．5�
47 アーテルアストレア 牝3青鹿53 菱田 裕二フィールドレーシング 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454± 01：52．83� 5．0�
35 	 バハルダール 牡3黒鹿55 荻野 極�G1レーシング 池江 泰寿 米 Shadai Cor-

poration 498± 01：53．01� 4．3�
713 サラフィエル 牡3栗 55 菊沢 一樹木部 厳生氏 鈴木慎太郎 日高 木部ファーム 444＋ 61：53．53 10．7�
815
 ブルーカルセドニー 牝4鹿 55 丸山 元気 KRジャパン 小野 次郎 新冠 村上 欽哉 B442－ 81：53．6� 17．7	
22 マイネルレンカ 牡8黒鹿57 泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木慎太郎 日高 碧雲牧場 470－ 41：53．7アタマ 101．1

34 
 ラフルオリータ 牝4黒鹿55 丹内 祐次ライオンレースホース� 加藤士津八 安平 ノーザンファーム B486－ 2 〃 同着 10．4�
610 ラボンダンス 牝5栗 55 斎藤 新�ノースヒルズ 橋口 慎介 新冠 株式会社

ノースヒルズ 512＋121：53．91� 57．3�
11 ダイシンピスケス 牡4鹿 57 松本 大輝大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 506＋ 41：54．43 6．5
814 フォギーデイ 牝5青鹿55 武藤 雅岡田 隆寛氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 488＋ 41：54．72 195．2�
46 モンサンイルベント 牡5鹿 57 今村 聖奈山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 504＋ 21：54．8� 64．3�
712
 ナンヨーヴィヨレ 牡4鹿 57 横山 琉人中村 德也氏 宗像 義忠 白老 習志野牧場 472＋161：55．12 90．3�
59 
 レッドエランドール 5鹿 57 西村 淳也 �東京ホースレーシング 田中 克典 千歳 社台ファーム B504＋121：55．2� 4．2�
58 オンリーワンボーイ 5青鹿57 亀田 温心金山 克己氏 斎藤 誠 新冠 ムラカミファーム B462－ 21：56．26 70．7�
23 
 ウインググランダー 牡6鹿 57 荻野 琢真池田 實氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 534＋161：56．52 181．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 44，066，700円 複勝： 59，630，000円 枠連： 15，273，900円
馬連： 81，596，400円 馬単： 30，966，000円 ワイド： 72，012，900円
3連複： 126，616，000円 3連単： 138，356，300円 計： 568，518，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 260円 � 190円 � 170円 枠 連（4－6） 2，310円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，900円

ワ イ ド �� 820円 �� 730円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，110円 3 連 単 ��� 21，790円

票 数

単勝票数 計 440667 的中 � 36937（5番人気）
複勝票数 計 596300 的中 � 52389（5番人気）� 81904（3番人気）� 103329（1番人気）
枠連票数 計 152739 的中 （4－6） 5112（12番人気）
馬連票数 計 815964 的中 �� 25496（11番人気）
馬単票数 計 309660 的中 �� 4735（22番人気）
ワイド票数 計 720129 的中 �� 22008（11番人気）�� 24947（7番人気）�� 38920（3番人気）
3連複票数 計1266160 的中 ��� 30533（6番人気）
3連単票数 計1383563 的中 ��� 4602（64番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．8―36．6―50．1―1：02．6―1：14．8―1：27．5―1：39．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジャズブルース �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．6．5 中京5着

2019．3．31生 牡3青鹿 母 ジュピターズジャズ 母母 ビ ー バ ッ プ 10戦3勝 賞金 33，008，000円
※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。
（非抽選馬） 2頭 エクセレントラン号・スウェアー号



2902310月16日 晴 良 （4新潟4） 第2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，R3．10．16以降R4．10．10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 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：19．0
1：19．0

良
良

611 ダディーズビビッド 牡4鹿 56 浜中 俊田島 大史氏 千田 輝彦 むかわ 上水牧場 508－ 41：20．2 3．6�
48 テンハッピーローズ 牝4栗 53 今村 聖奈天白 泰司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 452＋ 21：20．41� 7．9�
818 セ ル フ ィ ー 牝5栗 51 松若 風馬�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム B468－ 8 〃 クビ 18．4�
612 ラルナブリラーレ 牝5鹿 53 菱田 裕二 �社台レースホース石坂 公一 千歳 社台ファーム 484＋ 4 〃 ハナ 10．2�
24 フェルミスフィア 牝5栗 52 杉原 誠人 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 446－ 21：20．5クビ 12．3	
23 グレイイングリーン 牡4芦 55 荻野 極青芝商事� 池江 泰寿 安平 追分ファーム 488－12 〃 クビ 5．8

47 ストーンリッジ 牡5鹿 54 小沢 大仁金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468－ 41：20．6クビ 17．1�
36 ラインベック 	5黒鹿54 団野 大成金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 482－18 〃 アタマ 33．2�
714 レッドライデン 牡5青鹿53 田中 勝春 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 484－ 61：20．7
 48．8
510 アルジャンナ 	5鹿 55 柴山 雄一黒川 暁子氏 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 464－ 81：20．8クビ 55．3�
35 ビューティフルデイ 牝4鹿 52 丹内 祐次�タイヘイ牧場 国枝 栄 新ひだか タイヘイ牧場 454＋ 21：20．9� 8．0�
59 カ リ ボ ー ル 牡6鹿 54 西村 淳也大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B498＋ 2 〃 アタマ 41．3�
713 サトノファビュラス 牝5鹿 52 横山 琉人 �サトミホースカンパニー 宗像 義忠 日高 下河辺牧場 434＋16 〃 クビ 54．6�
12 アンコールプリュ 牝7黒鹿53 荻野 琢真金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 448± 01：21．0クビ 63．0�
11 ビップウインク 牝5青 52 亀田 温心鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 520＋ 41：21．21� 69．1�
817 ダノンチェイサー 牡6鹿 55 松本 大輝�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B478－ 81：21．3
 96．5�
715 マイネルジェロディ 牡4青鹿55 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 470± 01：21．4� 25．4�
816 アビッグチア 牝4黒鹿52 嶋田 純次藤田 在子氏 水野 貴広 日高 天羽 禮治 514＋ 81：21．82� 13．1�

（18頭）

売 得 金
単勝： 79，609，800円 複勝： 103，474，400円 枠連： 50，860，000円
馬連： 218，118，900円 馬単： 74，707，500円 ワイド： 164，677，800円
3連複： 394，939，100円 3連単： 382，677，300円 計： 1，469，064，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 160円 � 260円 � 550円 枠 連（4－6） 720円

馬 連 �� 1，250円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，280円 �� 2，480円

3 連 複 ��� 7，440円 3 連 単 ��� 29，540円

票 数

単勝票数 計 796098 的中 � 173645（1番人気）
複勝票数 計1034744 的中 � 210027（1番人気）� 98792（4番人気）� 38234（9番人気）
枠連票数 計 508600 的中 （4－6） 54309（2番人気）
馬連票数 計2181189 的中 �� 134350（2番人気）
馬単票数 計 747075 的中 �� 27074（2番人気）
ワイド票数 計1646778 的中 �� 77954（2番人気）�� 32429（12番人気）�� 16309（26番人気）
3連複票数 計3949391 的中 ��� 39771（18番人気）
3連単票数 計3826773 的中 ��� 9391（58番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―22．6―33．6―45．0―56．8―1：08．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．2
3 16，15（1，6）－（2，3，13）（9，11）（7，18）（5，14）10（4，8，17）－12 4 16，15（1，6）（3，13）（2，9，11）（7，18）（5，14）（4，10，17）8，12

勝馬の
紹 介

ダディーズビビッド �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．6．6 阪神1着

2018．3．26生 牡4鹿 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト 18戦4勝 賞金 127，075，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の19頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）19頭 アイラブテーラー号・アルピニズム号・アーバンイェーガー号・インテンスライト号・キスラー号・

ショックアクション号・シーズンズギフト号・スズカフェスタ号・タマモメイトウ号・トウカイエトワール号・
ホウオウエミーズ号・マウンテンムスメ号・メイショウケイメイ号・メイショウチタン号・メイショウフンジン号・
リレーションシップ号・ルリアン号・レインボーフラッグ号・ロードリバーサル号

2902410月16日 晴 良 （4新潟4） 第2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

67 � ワールドコネクター 牡3芦 55
52 ▲佐々木大輔山本又一郎氏 蛯名 正義 米 Dell Ridge

Farm, LLC B534－ 41：11．4 2．6�
812� ワンダーヘイルネス �6鹿 57

55 △松本 大輝山本 能成氏 河内 洋 浦河 高昭牧場 490＋ 61：11．92	 8．2�
811 カップッチョ 牡5鹿 57 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 478－ 41：12．32	 115．7�
56 ル ワ ン ジ ュ 牡3鹿 55 菊沢 一樹 �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 480－ 41：12．51
 120．7�
55 �� アイファーリンクス 牝4栗 55 松若 風馬中島 稔氏 �島 一歩 米 David G.

Campbell B488＋ 61：12．6クビ 10．0	
22 バウンティハンター 牡5黒鹿57 黛 弘人浅田 次郎氏 村田 一誠 新ひだか グランド牧場 482－ 21：12．81
 43．5

68 メイショウグラニー 牝3鹿 53

49 ★今村 聖奈松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 448± 01：13．11� 3．8�
79 ドクターマンボウ 牡3栗 55 西村 淳也谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 444－141：13．31
 25．1�
44 ブレーヴトライ 牡4芦 57 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 474＋ 2 〃 クビ 22．3
33 � ライラテソーロ 牡4鹿 57

55 △小林 脩斗了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 500± 01：13．51 82．5�

710� コンバットマーチ 牝5芦 55 菱田 裕二岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 米 Jay Goodwin
& Brian Foret 470± 01：14．13	 81．5�

11 バオバブスピリット 牝3青鹿53 斎藤 新 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 新冠 株式会社

安達牧場 428－ 41：14．73	 4．0�
（12頭）

売 得 金
単勝： 62，807，000円 複勝： 59，705，200円 枠連： 22，487，800円
馬連： 106，435，900円 馬単： 47，830，500円 ワイド： 85，697，700円
3連複： 173，790，300円 3連単： 226，494，100円 計： 785，248，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 210円 � 1，430円 枠 連（6－8） 540円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，620円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 12，290円 3 連 単 ��� 33，320円

票 数

単勝票数 計 628070 的中 � 186285（1番人気）
複勝票数 計 597052 的中 � 142828（1番人気）� 72402（4番人気）� 7358（11番人気）
枠連票数 計 224878 的中 （6－8） 32228（2番人気）
馬連票数 計1064359 的中 �� 103121（3番人気）
馬単票数 計 478305 的中 �� 29493（4番人気）
ワイド票数 計 856977 的中 �� 70798（3番人気）�� 7836（26番人気）�� 4773（37番人気）
3連複票数 計1737903 的中 ��� 10597（38番人気）
3連単票数 計2264941 的中 ��� 4927（110番人気）

ハロンタイム 11．8―11．0―11．3―12．3―12．0―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．8―34．1―46．4―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワールドコネクター �
�
父 Connect �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2021．10．9 東京2着

2019．3．8生 牡3芦 母 Wild Hoots 母母 Cahooters 8戦2勝 賞金 19，360，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を16時01分に変更。

３レース目



（4新潟4）第2日 10月16日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 166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

213，130，000円
1，730，000円
31，410，000円
1，650，000円
27，380，000円
73，448，000円
4，565，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
497，945，100円
610，614，500円
187，247，800円
836，767，400円
344，994，200円
748，961，200円
1，442，097，500円
1，572，835，100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 6，241，462，800円

総入場人員 9，998名 （有料入場人員 9，253名）
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