
２５０７３ ９月３０日 晴 良 （１８札幌２）第７日 第１競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２歳

発走９時５５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

５８．５
５８．５

良

良

８１２ ケイアイスパイダー 牝２黒鹿５４ 北村 宏司亀田 守弘氏 石毛 善彦 静内 佐竹 学 ４７０－１２ ５９．１ ４．２�

５５ カネスラファール 牡２黒鹿５４ 柴山 雄一杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ４７０－ ２ ５９．９５ ８．４�
４４ � スキマチェリー 牡２栗 ５４ 鈴来 直人チエリー商事� 嶋田 功 三石 嶋田牧場 ４８０＋ ２ 〃 クビ ２．０�
６８ グランエクレール 牡２鹿 ５４ 四位 洋文関 駿也氏 浅見 秀一 宮城 関兵牧場 ４７２＋ ６１：００．６４ ６．６�
８１１� セレスクラージュ 牡２栗 ５４ 岩田 康誠岡 浩二氏 和田 正道 米

Lynch Bages, Peta-
luma Bloodstock &
Cobra Bloodstock

４３２－１４１：０１．８７ ２１．５�
６７ � サンライトフェロー 牡２栗 ５４ 五十嵐冬樹神田 紘爾氏 相沢 郁 静内 神垣 道弘 ４６４－ ４１：０２．０１ ６４．３�

（北海道）

１１ レッドソウル 牡２鹿 ５４ 古川 吉洋 	天羽�治牧場 古川 平 浦河 三栄牧場 ４６０＋ ４ 〃 ハナ １６９．４

７９ � タイニーダンサー 牝２鹿 ５４ 川島 信二田口 廣氏 安藤 正敏 早来 田口 廣 ４１８＋ ４ 〃 クビ ７５．５�
５６ 	 ト ヨ マ 牡２鹿 ５４

５２ △大野 拓弥吉澤 克己氏 清水 英克 三石 谷山 和喜 ４３０＋ ４１：０２．１クビ ２０５．４�
７１０� ハ ー ベ ッ ト 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二大木 輝一氏 中野 栄治 門別 サンシャイン

牧場 ４２０－１０１：０２．４１
 １１．７
２２ コレクトシチー 牡２黒鹿５４ 芹沢 純一 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 下河辺牧場 ４９２＋ ４１：０４．１大差 ２３２．６�
３３ � ロードスピリット 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 三石 ケイアイファーム ４８４＋ ２１：０４．６３ １６．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ８，７０５，３００円 複勝： １０，１４７，７００円 枠連： ７，６７３，８００円

普通馬連： ２５，５５０，３００円 馬単： ２９，１９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ８，４５１，４００円

３連複： ４１，０８４，３００円 ３連単： 発売なし 計： １３０，８０９，６００円

払 戻 金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � １１０円 枠 連（５－８） １，８８０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ３，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２３０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ９００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ８７０５３ 的中 � １６５８２（２番人気）
複勝票数 計 １０１４７７ 的中 � １５０５４（２番人気）� １４３６９（３番人気）� ３６８３２（１番人気）
枠連票数 計 ７６７３８ 的中 （５－８） ３０２５（８番人気）
普通馬連票数 計 ２５５５０３ 的中 �� ９６６２（６番人気）
馬単票数 計 ２９１９６８ 的中 �� ６４４９（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８４５１４ 的中 �� ３８３４（６番人気）�� ９４５０（２番人気）�� １３１７５（１番人気）
３連複票数 計 ４１０８４３ 的中 ��� ３３７３８（１番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．９―１１．５―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．６―２３．５―３５．０―４６．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ケイアイスパイダー �
�
父 サザンヘイロー �

�
母父 ロドリゴデトリアーノ デビュー ２００６．９．１８ 札幌６着

２００４．３．１６生 牝２黒鹿 母 ケイアイワールド 母母 サラトガワールド ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔その他〕 ロードスピリット号は，３コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コレクトシチー号は，平成１８年１０月３１日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５０７４ ９月３０日 晴 良 （１８札幌２）第７日 第２競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１０時２０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０７．８

良

良

６９ � ア ラ ハ 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎門野 重雄氏 岡田 稲男 静内 フジワラフアーム ４４６± ０１：１０．４ ４．３�

３３ �� ラ ス ト ベ ガ 牝２黒鹿５４ 川島 信二吉田 昭一氏 加賀 武見 静内 静内酒井牧場 ４２０－ ４１：１０．５� ２．０�
８１３ アースコマンダー 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二松山 増男氏 野元 昭 浦河 昭和牧場 ４４０－ ８１：１０．７１� ４．６�
２２ ティムガッド 牡２鹿 ５４ 北村 宏司伊達 秀和氏 上原 博之 門別 サンシャイン

牧場 ４４４－ ２１：１０．９１� ３２．１�
５８ ヤマノミライ 牝２鹿 ５４ 柴山 雄一澤村 敏雄氏 加賀 武見 様似 北澤 正則 ４４６± ０１：１１．２１� ６３．２�
５７ � オーバーカムオール 牡２黒鹿 ５４

５２ △塚田 祥雄河村 祥史氏 古賀 慎明 三石 飯岡牧場 ４７８＋１２１：１１．４１� １３．３�
６１０ ユキノマーガレット 牝２鹿 ５４ 須貝 尚介遠藤 宗義氏 須貝 彦三 門別 浜本牧場 ４４６－ ２ 〃 ハナ ３７．９�
８１４ ケイアイアップヒル 牡２黒鹿５４ 藤岡 佑介 	啓愛義肢材料販売所 加用 正 静内 佐竹 学 ４４２－ ２１：１１．５� １４．７

３４ ムカワシシャモ 牝２栗 ５４ 小林 徹弥大野 満氏 石栗 龍彦 門別 賀張三浦牧場 ４６２＋ ６１：１１．６クビ ３４５．６�
４６ �� キングブレーヴ 牡２鹿 ５４ 高井 彰大辻 俊夫氏 安藤 正敏 浦河 ヒダカフアーム ４７０＋１２１：１１．７� ２６５．３�
１１ �� カシノベガスター 牡２鹿 ５４ 鈴来 直人柏木 務氏 二本柳俊一 門別 前川ファーム ４６４－ ４１：１２．０１� ３０３．３
７１２� メジロラスタバン 牡２黒鹿５４ 菊沢 隆徳�メジロ牧場 奥平 真治 洞爺 メジロ牧場 ４５０＋ ４１：１２．１� １３８．０�
７１１� リバーストーン 牝２黒鹿５４ 本田 優瀬渡 良三氏 田所 秀孝 静内 佐竹 学 ４２４± ０１：１２．２� ３４．９�
４５ � パワフルリーフ 牝２青鹿５４ 五十嵐冬樹 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ４６６＋ ２１：１２．４� ２３．４�

（北海道）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，１２１，９００円 複勝： １０，０６４，５００円 枠連： １１，３０２，３００円

普通馬連： ２５，０９４，３００円 馬単： ２９，５８８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ８，３５２，９００円

３連複： ３９，１５７，３００円 ３連単： 発売なし 計： １３２，６８２，０００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １３０円 枠 連（３－６） ４５０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� １，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ２９０円 �� １７０円

３ 連 複 ��� ５８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９１２１９ 的中 � １７１１０（２番人気）
複勝票数 計 １００６４５ 的中 � １８８５９（２番人気）� ３１９７８（１番人気）� １８２２９（３番人気）
枠連票数 計 １１３０２３ 的中 （３－６） １８６６３（２番人気）
普通馬連票数 計 ２５０９４３ 的中 �� ３７３３０（２番人気）
馬単票数 計 ２９５８８８ 的中 �� １７６６３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８３５２９ 的中 �� ９７８８（２番人気）�� ６３３１（３番人気）�� １４１９５（１番人気）
３連複票数 計 ３９１５７３ 的中 ��� ５００３６（１番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．３―１１．７―１１．５―１１．３―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．７―３５．４―４６．９―５８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．７―３F３５．０
３ ・（９，３）（１１，１３）２（４，８，１４）５（１，１０）－（６，７）１２ ４ ・（９，３）１３，２（１１，１４）（４，８）（１，１０）（５，７）（６，１２）

勝馬の
紹 介

�ア ラ ハ �
�
父 アドマイヤベガ �

�
母父 Woodman デビュー ２００６．８．２６ 札幌５着

２００４．２．２１生 牝２鹿 母 スターマレイン 母母 Devil’s Needle ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５０７５ ９月３０日 晴 良 （１８札幌２）第７日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

２２ ディンティーベス 牝３黒鹿５４ 四位 洋文 �ノースヒルズマネ
ジメント 浜田 光正 新冠 ノースヒルズマネジメント ３９８－ ２１：４７．８ １５．６�

７１０ パブリッシャー 牡３鹿 ５６ 五十嵐冬樹平井 卓志氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４３６＋ ２ 〃 クビ １３．７�
（北海道）

４５ � アドマイヤグローリ 牡３栗 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４８８－ ２ 〃 ハナ ２．２�
５７ マ イ ボ ー イ 牡３黒鹿５６ 田辺 裕信神林 幸一氏 小西 一男 三石 加野牧場 ４６８－ ６１：４８．０� １１６．７�
７１１ スズノテンカ 牡３鹿 ５６ 須貝 尚介阿部 雅子氏 須貝 彦三 新冠 カミイスタット ５１６± ０ 〃 ハナ ３．３�
４４ クールカリッジ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �社台レースホース伊藤 圭三 白老 白老ファーム B４４８＋ ４１：４９．３８ ５．７�
５６ � メジログレイブス 牡３栗 ５６

５４ △大野 拓弥�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４２０＋ ６１：４９．５１� ２５．１	
１１ エーグルドゥース 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳伊達 秀和氏 手塚 貴久 門別 サンシャイン

牧場 ４６４＋ ６１：４９．８２ ３５．７

８１３ ヤマカツジェット 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介山田 博康氏 福島 信晴 静内 岡田牧場 ５２４＋３８１：５０．４３� ６９．９�
３３ タイキトラップ 牡３鹿 ５６

５３ ▲黛 弘人�大樹ファーム 高橋 祥泰 大樹 大樹ファーム ５１６＋１２ 〃 クビ ５４．２�
８１２� クリノダグラス 牡３黒鹿５６ 鈴来 直人栗本 博晴氏 斎藤 誠 新冠 ハクツ牧場 ４４０－ ６ 〃 ハナ ２３４．５
６９ � グリフィンアイズ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一岩� 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 坂元牧場 ４７０± ０１：５０．８２� ２０．６�
６８ アンセスター 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲的場 勇人中田 和宏氏 水野 貴広 平取 有限会社中
田牧場 B５１０± ０１：５１．２２� １３８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，２１８，０００円 複勝： ９，２２１，８００円 枠連： １０，８５３，８００円

普通馬連： ２７，５６０，９００円 馬単： ３１，９２８，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９，４５１，１００円

３連複： ４０，９０１，３００円 ３連単： 発売なし 計： １４１，１３５，７００円

払 戻 金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ２８０円 � ３００円 � １３０円 枠 連（２－７） １，２８０円

普通馬連 �� ６，１６０円 馬 単 �� １１，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８３０円 �� ６６０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ３，９８０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１２１８０ 的中 � ５６６８（５番人気）
複勝票数 計 ９２２１８ 的中 � ７０２４（４番人気）� ６４２７（５番人気）� ２７６０３（１番人気）
枠連票数 計 １０８５３８ 的中 （２－７） ６２７３（５番人気）
普通馬連票数 計 ２７５６０９ 的中 �� ３３０３（１７番人気）
馬単票数 計 ３１９２８８ 的中 �� ２０９８（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９４５１１ 的中 �� １２０３（１９番人気）�� ３６３７（７番人気）�� ３８８７（６番人気）
３連複票数 計 ４０９０１３ 的中 ��� ７５９８（１３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―２９．７―４３．０―５６．１―１：０８．９―１：２１．７―１：３４．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．９
１
３
８（５，１１）（１，９）（７，１０）（６，１２）（３，４）－１３－２・（１０，５）１１－（８，６）（１２，４）７（９，１３）（１，２）－３

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

勝馬の
紹 介

ディンティーベス �
�
父 エルコンドルパサー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．１２．１０ 阪神１０着

２００３．４．１４生 牝３黒鹿 母 ア ラ ン ダ 母母 キャットクイル ９戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔発走状況〕 スズノテンカ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔３走成績による出走制限〕 タイキトラップ号は，平成１８年１０月３１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） ２頭 ショウケイ号・スマートルーチェ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５０７６ ９月３０日 曇 良 （１８札幌２）第７日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．４
１：０６．５

良

良

７１３� ソノフェリーチェ 牝３青鹿 ５４
５２ △大野 拓弥�ターフ・スポート菊川 正達 浦河 冨岡牧場 ４５４＋ ２１：１０．９ ３０．３�

５１０� トドロキカポネツー 牡３栗 ５６ 小林 徹弥原田昭太郎氏 高橋 義博 門別 原口 圭二 ４７０± ０１：１１．０� ３．１�
４７ � コールトゥマインド 牡３鹿 ５６

５４ △塚田 祥雄吉田 照哉氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム ４９０－ ６１：１１．３１� １１１．９�
４８ � ヴィオレッタ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４５２± ０１：１１．６１� ６．１�
８１５� スカイヴォイジャー 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４７０－ ６ 〃 アタマ １１．９�
６１２� サークルチェンジ 牡３栗 ５６

５３ ▲的場 勇人 �キャロットファーム 手塚 貴久 三石 片山 修 ４７０± ０１：１１．７� ３．９	
２４ セイカバーバリアン �３黒鹿５６ 北村 宏司久米 大氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４７２＋ ２１：１２．０２ ９０．３

８１６ ドクターヴィガラス 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳松岡 悟氏 柴田 政人 千歳 社台ファーム ５１６－１０ 〃 クビ １７１．２�
３５ メイショウエンドラ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介松本 好雄氏 福島 勝 静内 静内フジカ

ワ牧場 ４１０－ ４ 〃 ハナ ３５．９�
６１１� ミヤギブレイド 牡３栗 ５６ 梶 晃啓菅原 光博氏 大和田 稔 新冠 カミイスタット ４２８－ ８１：１２．１� １３．８
１１ ケイエスルージュ 牝３鹿 ５４ 松田 大作キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 藤沢牧場 ４２４－ ８ 〃 アタマ １７５．０�
２３ キングポッシブル 牡３青鹿５６ 藤田 伸二�宮内牧場 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 B４４２－ ４１：１２．２� ６．８�
１２ � クールプレーヌ 牝３黒鹿５４ 五十嵐冬樹 �グリーンファーム 萱野 浩二 浦河 桑田フアーム ４４６－ ４１：１２．４� ９．９�

（北海道）

７１４� セイウンヨコノテニ 牡３鹿 ５６ 田辺 裕信西山 茂行氏 星野 忍 新冠 カミイスタット ４９６－１６１：１３．５７ ３０９．０�
３６ エリモティアーズ 牝３黒鹿５４ 芹沢 純一山本 慎一氏 鹿戸 明 えりも エクセルマネジメント ４４４＋３０ 〃 ハナ １５８．９�
５９ イノセントガール 牝３栗 ５４

５１ ▲黛 弘人�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４２８＋１４１：１３．６� ４０１．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １０，０３７，３００円 複勝： ８，９７７，５００円 枠連： ９，５３３，３００円

普通馬連： ２４，５０８，４００円 馬単： ２６，１２０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ７，４２９，８００円

３連複： ３３，５２９，８００円 ３連単： 発売なし 計： １２０，１３６，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３，０３０円 複 勝 � ５２０円 � １６０円 � ２，６５０円 枠 連（５－７） ５，７８０円

普通馬連 �� ５，１５０円 馬 単 �� １３，８９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，５５０円 �� ３２，６１０円 �� ６，３１０円

３ 連 複 ��� １５３，７００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １００３７３ 的中 � ２６１９（８番人気）
複勝票数 計 ８９７７５ 的中 � ３８６３（８番人気）� ２１６７８（１番人気）� ６６７（１４番人気）
枠連票数 計 ９５３３３ 的中 （５－７） １２１８（２３番人気）
普通馬連票数 計 ２４５０８４ 的中 �� ３５１６（２０番人気）
馬単票数 計 ２６１２０８ 的中 �� １３８８（５２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４２９８ 的中 �� １２１５（２０番人気）�� ５５（１００番人気）�� ２８７（４７番人気）
３連複票数 計 ３３５２９８ 的中 ��� １６１（２２８番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．６―１１．７―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．４―４７．１―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ソノフェリーチェ �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００５．１１．５ 東京８着

２００３．３．２９生 牝３青鹿 母 アーデントラヴ 母母 ホットスポット ５戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ソノフェリーチェ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔３走成績による出走制限〕 ケイエスルージュ号・キングポッシブル号は，平成１８年１０月３１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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 テイエムラブリー号・ティンクルハート号
（非抽選馬） １頭 エドノスキー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５０７７ ９月３０日 曇 良 （１８札幌２）第７日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

８１３ メイショウトンボ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 太陽牧場 ４７４＋ ２１：４７．９ ２．２�

６８ ロイバーベナール 牝３鹿 ５４ 菊沢 隆徳村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 ４８２＋ ２１：４８．１１ ５．５�
２２ � セフティグランプリ 牡３鹿 ５６ 柴原 央明池田 實氏 崎山 博樹 白老 習志野牧場 ４７８＋ ６ 〃 クビ ３２．４�
４５ アフリートバッハ 牡３栗 ５６

５４ △塚田 祥雄小川 直司氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 B４６０＋ ８１：４８．２クビ １１．５�
１１ ラプラシアン 牝３栗 ５４ 藤田 伸二小池 宗人氏 国枝 栄 静内 タイヘイ牧場 ４７２＋１２１：４８．４１� ５６．０�
６９ ラストトレジャー 牡３鹿 ５６ 五十嵐冬樹 �社台レースホース二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４４２－ ８ 〃 クビ １１．０�

（北海道）

４４ セ ラ フ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム ４７０± ０１：４８．５� ４４．１	
７１１� パティオパーティー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠金子真人ホール

ディングス
 松田 国英 門別 下河辺牧場 B４４４＋ ６１：４８．６クビ ４．８�
３３ リリコスピント 牝３鹿 ５４ 北村 宏司�ミルファーム 菊川 正達 門別 ナカノファーム ４８０± ０１：４９．８７ １９．４�
５７ マジカルサリー 牝３鹿 ５４

５１ ▲黛 弘人 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 中竹 和也 浦河 鮫川牧場 ４３２± ０１：５０．６５ ３４．４

７１０ マイネルファッシノ 牡３鹿 ５６ 川島 信二 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 義博 門別 棚川牧場 ４９６＋ ４１：５１．１３ １８．９�

５６ パワフルシチー 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥 
友駿ホースクラブ 田村 康仁 門別 富川田中牧場 ４７６± ０１：５１．２� ３２．１�
８１２� シルクスナイパー 	３栗 ５６

５４ △大野 拓弥有限会社シルク上原 博之 新冠 ラツキー牧場 ４７８＋ ２１：５２．９大差 １３９．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，７７６，５００円 複勝： １１，６１０，６００円 枠連： １１，９５４，１００円

普通馬連： ３２，４０９，４００円 馬単： ３６，５３６，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０，６７０，９００円

３連複： ４４，３４０，０００円 ３連単： 発売なし 計： １５８，２９７，６００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ３８０円 枠 連（６－８） ３９０円

普通馬連 �� ６２０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２９０円 �� ８５０円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� ４，３６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０７７６５ 的中 � ３８６４３（１番人気）
複勝票数 計 １１６１０６ 的中 � ３２２３１（１番人気）� ２１１４０（２番人気）� ５３０３（８番人気）
枠連票数 計 １１９５４１ 的中 （６－８） ２２６７３（１番人気）
普通馬連票数 計 ３２４０９４ 的中 �� ３８６０５（１番人気）
馬単票数 計 ３６５３６１ 的中 �� ３０１６６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０６７０９ 的中 �� １０５９２（１番人気）�� ２９５５（１０番人気）�� １００３（３２番人気）
３連複票数 計 ４４３４００ 的中 ��� ７５２２（１３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．２―４３．０―５５．９―１：０８．８―１：２１．７―１：３４．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．０―３F３９．１
１
３
４，５（３，８）１３，７，１，１１（２，１２）－９－１０－６・（４，５）３（８，１３）１１（１，７）２－（９，１２）１０，６

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

勝馬の
紹 介

メイショウトンボ �
�
父 オペラハウス �

�
母父 ブレイヴエストローマン デビュー ２００５．１２．１８ 中京６着

２００３．５．１４生 牡３鹿 母 ブラッシングロマン 母母 ワンスウエド ９戦１勝 賞金 ８，０５０，０００円
〔発走状況〕 パティオパーティー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔３走成績による出走制限〕 マイネルファッシノ号・シルクスナイパー号は，平成１８年１０月３１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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ７頭 カナハラインプレス号・キョウコマチ号・トーセンオベリスク号・ピュアウインド号・ミスズスキャット号・

メジロルバート号・リックチョモランマ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５０７８ ９月３０日 曇 良 （１８札幌２）第７日 第６競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４４．１

良

良

８１２ エアドミンゴ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二 �ラッキーフィールド伊藤 雄二 静内 藤原牧場 ４７０± ０１：５１．０ ２．１�

８１３� メイショウアピール 牡３鹿 ５６ 松田 大作松本 好雄氏 高橋 成忠 門別 日西牧場 ４９０－ ４１：５１．１� １１．１�
５６ ノ ン キ 牝３青鹿５４ 柴山 雄一小田切有一氏 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４８４＋１０１：５１．３１ ６．６�
５７ フミノスターダム 牡３鹿 ５６ 芹沢 純一谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 ４７２± ０１：５１．５１� ４．３�
３３ � トゥルービューティ 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳窪田 芳郎氏 戸田 博文 静内 千代田牧場 ４４４＋ ２１：５１．６� ２０．７�
７１１ ゴールドシューズ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介�グランド牧場 柴田 政人 静内 グランド牧場 ４２８－ ４１：５１．８１� １８．４	
２２ � マイネルラプタス 牡３黒鹿 ５６

５４ △大野 拓弥 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 田上 光征 ５００－ ２１：５１．９� １１．２


６８ スターアリエス 牡３鹿 ５６ 柴原 央明 �サンデーレーシング 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４４４＋ ４１：５２．０� ２６．８�
１１ � ビクスバイト 牝３鹿 ５４ 梶 晃啓 �キャロットファーム 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ４６２＋ ４１：５２．１クビ ４２．４�
６９ � セルリアンラリック 牡３鹿 ５６ 北村 宏司�イクタ 谷 潔 新冠 中地 茂美 ４３０－ ４ 〃 ハナ １０４．４
４５ � ウインザクラウン 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 B４１６＋ ８１：５２．４１� ６０．１�
４４ � オナーズヘイロー 牡３芦 ５６ 秋山真一郎大原 詔宏氏 谷原 義明 様似 松田 豊和 ４６０± ０１：５３．０３� １８２．６�
７１０ ルバイヤート 牡３鹿 ５６ 本田 優 �サンデーレーシング 清水 英克 白老 白老ファーム ４４２－ ２１：５３．４２� １４６．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，６９６，６００円 複勝： １３，４４４，０００円 枠連： １４，５５０，５００円

普通馬連： ３４，１２２，９００円 馬単： ４２，１９１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２５２，８００円

３連複： ５０，２６７，４００円 ３連単： 発売なし 計： １７８，５２５，９００円

払 戻 金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � ２５０円 枠 連（８－８） １，０５０円

普通馬連 �� ９５０円 馬 単 �� １，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� ５２０円 �� ８９０円

３ 連 複 ��� ２，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １２６９６６ 的中 � ４９６７２（１番人気）
複勝票数 計 １３４４４０ 的中 � ３６４０８（１番人気）� １３８０３（３番人気）� １１４６７（５番人気）
枠連票数 計 １４５５０５ 的中 （８－８） １０２９６（４番人気）
普通馬連票数 計 ３４１２２９ 的中 �� ２６６９３（３番人気）
馬単票数 計 ４２１９１７ 的中 �� ２３４５５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２５２８ 的中 �� ７２４２（２番人気）�� ５４５９（４番人気）�� ２９３６（１２番人気）
３連複票数 計 ５０２６７４ 的中 ��� １３４３１（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．５―５０．５―１：０３．４―１：１６．０―１：２７．９―１：３９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．６―３F３５．０
１
３
１２（６，７）－（３，８，１３）（１，１１）２－４，５（９，１０）
１２，７（６，１３）（３，８，１１）（２，１０）１（５，９）４

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

勝馬の
紹 介

エアドミンゴ �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００５．１１．１２ 京都４着

２００３．２．１５生 牡３鹿 母 グロリアスバラッド 母母 マプティットジョリィ ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００円
〔騎手変更〕 スターアリエス号の騎手四位洋文は，検査のため柴原央明に変更。
〔３走成績による出走制限〕 ルバイヤート号は，平成１８年１０月３１日まで平地競走に出走できない。
※出走取消馬 リキアイグレイト号（疾病〔感冒〕のため）
※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） １頭 アーズドール号
（非抽選馬） ２頭 アグネススピリッツ号・ユウギエム号



２５０７９ ９月３０日 曇 良 （１８札幌２）第７日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

３３ � グランドホイッスル 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４７０－ ４１：４６．８ ３．０�

５７ ホッカイラブリー 牝４栗 ５５ 北村 宏司高木 繁光氏 石栗 龍彦 穂別 大頭 忠典 ４７０± ０１：４７．３３ ３．０�
８１３ ヴィートマルシェ 牝４鹿 ５５

５２ ▲小島 太一 �キャロットファーム 小島 太 早来 ノーザンファーム ４９６－ ８ 〃 クビ ５．９�
２２ エイシンサンバレー 牝４栗 ５５ 柴山 雄一平井 豊光氏 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 ４５２－ ２１：４７．４� ２１．１�
４４ プリモレディ 牝５黒鹿 ５５

５３ △大野 拓弥�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 ４８０± ０１：４７．７１� ２７．３�
６８ ア ジ ア ン 牝４栗 ５５

５２ ▲千葉 直人�バンブー牧場 安達 昭夫 浦河 バンブー牧場 ４６２－ ２ 〃 ハナ ４８．５�
５６ �� ツインタイトル 牝３鹿 ５２ 秋山真一郎冨沢 敦子氏 増本 豊 静内 高橋 誠次 ４８０＋ ２ 〃 アタマ ８５．９	
４５ スズカノフジアロー 牝４鹿 ５５ 松田 大作永井 啓弍氏 南井 克巳 静内 フジワラフアーム ４５４＋ ４１：４７．８� ６０．８

１１ � メイルリヒト 牝３栗 ５２ 藤田 伸二伊達 秀和氏 斎藤 宏 門別 サンシャイン

牧場 ４３６＋ ４１：４７．９クビ ７．３�
６９ �� ウインフェイム 牝３栗 ５２ 五十嵐冬樹�ウイン 浅見 秀一 三石 ヒサイファーム ４７４± ０１：４８．５３	 ２２．８

（北海道）

７１０ ニシノジャンヌ 牝５青鹿 ５５
５２ ▲的場 勇人西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 西山牧場 ４４８－１０１：４８．６	 １１．０�

７１１ アンスリューム 牝４鹿 ５５
５３ △塚田 祥雄永野千枝子氏 大江原 哲 浦河 赤田牧場 ４２８－ ２１：４９．６６ ７８．７�

８１２ ディアフラワー 牝３栗 ５２ 小原 義之上田 宗義氏 小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４５８－ ２１：５０．２３	 ２７７．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，２７６，０００円 複勝： １０，９７４，４００円 枠連： １０，２２７，３００円

普通馬連： ３２，８４６，６００円 馬単： ３７，１９１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３４０，８００円

３連複： ４７，８５７，９００円 ３連単： 発売なし 計： １５９，７１４，６００円

払 戻 金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � １７０円 枠 連（３－５） ４５０円

普通馬連 �� ３９０円 馬 単 �� ７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ３２０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ８５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １０２７６０ 的中 � ２７１０２（２番人気）
複勝票数 計 １０９７４４ 的中 � ２９５９５（１番人気）� ２７８７８（２番人気）� １２３１７（３番人気）
枠連票数 計 １０２２７３ 的中 （３－５） １７０８７（１番人気）
普通馬連票数 計 ３２８４６６ 的中 �� ６２５３４（１番人気）
馬単票数 計 ３７１９１６ 的中 �� ３６８５３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３４０８ 的中 �� １９５４７（１番人気）�� ７２１９（２番人気）�� ５２９６（４番人気）
３連複票数 計 ４７８５７９ 的中 ��� ４１９８８（１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―３０．４―４３．７―５７．２―１：１０．２―１：２２．５―１：３４．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�グランドホイッスル �
�
父 シアトルスズカ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００４．３．２７ 中山１着

２００１．３．２０生 牝５鹿 母 ク チ ブ エ 母母 アイシャドー ２５戦３勝 賞金 ３０，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ディアフラワー号の騎手小原義之は，３コーナーで内側に斜行したことについて戒告。
※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 キラメキパスワード号・タネノエンプレス号・マイネオードリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５０８０ ９月３０日 小雨 良 （１８札幌２）第７日 第８競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．５
５７．１

良

稍重

８１２ タイキミント 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠�大樹ファーム 藤原 英昭 大樹 大樹ファーム ４５６± ０ ５９．１ ４．５�

６８ � クィーンマルトク 牝４青 ５５ 小林 徹弥高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４７４＋１２ ５９．７３� ２．３�
８１１ コリンズグラス 牝４栗 ５５

５３ △塚田 祥雄 �サンデーレーシング 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４８６± ０ ５９．８� ３１．１�
７１０ ケイアイファンタム 牡３栗 ５５ 松田 大作亀田 守弘氏 古川 平 新冠 村田牧場 ５１２＋１４１：００．０１� ２７．９�
４４ �� ブロードチャンネル 	３鹿 ５５ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 飯田 雄三 三石 萩澤 泰博 ４５８＋ ８１：００．２１ ７．１�
２２ � ム ソ ウ 牝５鹿 ５５

５３ △大野 拓弥�富川牧場 高松 邦男 厚真 大川牧場 ４６８－ ６１：００．３� ５３．１�
３３ � リキアイワカノオー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４９２± ０ 〃 クビ ９．０	
６７ キシュウマドンナ 牝５栗 ５５ 芹沢 純一木村 善一氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４５８± ０１：００．４クビ １７．１

１１ � ビバグリーン 牝３栗 ５３ 川島 信二林 進氏 田所 秀孝 浦河 宮内牧場 ４５８－１２１：００．６１ ８．５�
７９ トシザパーソン 	５鹿 ５７ 五十嵐冬樹上村 叶氏 鮫島 一歩 門別 下河辺牧場 ４３６± ０１：００．８１
 ２６．３�

（北海道）

５６ � ザイオンシチー 牡３鹿 ５５ 柴原 央明 友駿ホースクラブ 崎山 博樹 門別 下河辺牧場 ４９８＋ ６１：００．９� ３８．２�
５５ � ヤマニンパルファン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲小島 太一土井 肇氏 佐々木亜良 新冠 錦岡牧場 ４５０＋ ４１：０１．０� ６９．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，５２０，２００円 複勝： １４，２１１，５００円 枠連： １４，６９７，５００円

普通馬連： ４２，２８３，０００円 馬単： ４８，２４３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９０９，０００円

３連複： ６１，１８０，２００円 ３連単： 発売なし 計： ２０５，０４５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ５１０円 枠 連（６－８） ４００円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� ９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� １，２１０円 �� １，１９０円

３ 連 複 ��� ４，２６０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １１５２０２ 的中 � ２０４５５（２番人気）
複勝票数 計 １４２１１５ 的中 � ２２０２７（２番人気）� ５１９４１（１番人気）� ４１８３（９番人気）
枠連票数 計 １４６９７５ 的中 （６－８） ２７４５９（１番人気）
普通馬連票数 計 ４２２８３０ 的中 �� ６７８３５（１番人気）
馬単票数 計 ４８２４３７ 的中 �� ３９８１９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９０９０ 的中 �� １９５９４（１番人気）�� ２２７６（１４番人気）�� ２３２７（１３番人気）
３連複票数 計 ６１１８０２ 的中 ��� １０６０９（１３番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．２―１１．６―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．５―３５．１―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイキミント �
�
父 エンドスウィープ �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００５．１．２９ 小倉１着

２００２．３．１５生 牝４鹿 母 タイキマフィン 母母 Welsh Muffin ４戦２勝 賞金 １５，５００，０００円
〔騎手変更〕 キシュウマドンナ号の騎手四位洋文は，病気のため芹沢純一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 カシノモムチャン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５０８１ ９月３０日 雨 良 （１８札幌２）第７日 第９競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時２０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０８．４
１：０６．５

良

良

３５ � リキアイカザン 牡３鹿 ５５
５２ ▲的場 勇人高山 幸雄氏 的場 均 青森 大橋牧場 ５００＋ ２１：０９．４ ３．４�

２３ � キングオザー 牡４芦 ５７
５５ △大野 拓弥斉藤 等氏 鈴木 勝美 門別 日高大洋牧場 B４４２± ０１：０９．８２� ９．８�

２４ � スプリングタピアン 牝４栗 ５５ 岩田 康誠加藤 春夫氏 上原 博之 三石 折手牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ２．６�
４７ � ブーケティアラ 牝３栗 ５３ 藤岡 佑介小野田健治氏 藤岡 健一 門別 日高大洋牧場 ４６４＋ ８１：０９．９クビ ６７．９�
１１ � トップオンターフ 牡３鹿 ５５

５３ △塚田 祥雄近藤 光子氏 古賀 慎明 白老 習志野牧場 ４６４± ０ 〃 アタマ １４．６�
８１６ レディアマポーラ 牝４栗 ５５ 藤田 伸二 �ロードホースクラブ 伊藤 雄二 三石 ケイアイフアーム ４７８－ ６１：１０．０� ８．５�
７１４�� レイザストレングス 牡３鹿 ５５ 柴山 雄一ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４３０＋ ８ 〃 クビ ２８．７	
５９ � エフテーポラリス 牝３栗 ５３ 田辺 裕信深野 茂雄氏 西塚 安夫 新冠 佐々木農場 ４６２＋１０１：１０．２１	 ２４．９

４８ � ナイスソニック 牡３黒鹿５５ 古川 吉洋菅藤 宗一氏 田所 秀孝 浦河 野表 俊一 ４９２－ ４ 〃 クビ ２１．２�
１２ シャコージェネラル 牡４栗 ５７

５４ ▲黛 弘人グレイドレーシング組合 大江原 哲 門別 白井牧場 ４２６＋ ２１：１０．６２� ５１．５�
７１３
 コパケンサンバ 牡３鹿 ５５ 井上 俊彦小林 祥晃氏 村上 正和 静内 伊藤 敏明 B４５４－ ２１：１１．３４ １０９．０

（北海道） （北海道）

５１０� サルトリーガール 牝３青 ５３ 北村 宏司�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４４８± ０１：１１．５１	 ９９．０�
６１１� スズカシャトル 牡５鹿 ５７ 松田 大作永井 啓弍氏 南井 克巳 静内 グランド牧場 B４５４＋ ６１：１１．６� １１．２�
３６ � セレスアドラーブル 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎岡 浩二氏 宮本 博 新冠 飛渡牧場 B４３０± ０１：１１．７クビ ６３．２�
８１５�� ロイヤルオーキッド 牝６鹿 ５５ 本田 優岡田 牧雄氏 加藤 和宏 静内 小倉 光博 ５０４＋１４１：１２．３３� ９３．２�

（１５頭）
６１２
 ビッグマウス 牡３栗 ５５ 五十嵐冬樹小原 該一氏 桑原 義光 浦河 冨岡 博一 ― （出走取消）

（北海道） （北海道）

売 得 金

単勝： １３，２５１，１００円 複勝： １８，８２０，６００円 枠連： １７，９１６，９００円

普通馬連： ５７，３８４，５００円 馬単： ４５，３２６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６９４，２００円

３連複： ５７，４５１，１００円 ３連単： １８０，１８４，２００円 計： ４０６，０２８，９００円

払 戻 金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １３０円 � ２６０円 � １２０円 枠 連（２－３） ３５０円

普通馬連 �� １，９８０円 馬 単 �� ３，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２００円 �� ５００円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� ８，７７０円

票 数

単勝票数 計 １３２５１１ 的中 � ３１１３２（２番人気）
複勝票数 計 １８８２０６ 的中 � ４００９４（２番人気）� １１９７３（６番人気）� ６００７７（１番人気）
枠連票数 計 １７９１６９ 的中 （２－３） ３８７３９（１番人気）
普通馬連票数 計 ５７３８４５ 的中 �� ２１４９４（７番人気）
馬単票数 計 ４５３２６３ 的中 �� １０１１４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６９４２ 的中 �� ６１１３（５番人気）�� ２３４６８（１番人気）�� ７０７５（２番人気）
３連複票数 計 ５７４５１１ 的中 ��� ３０４３４（１番人気）
３連単票数 計１８０１８４２ 的中 ��� １５１７６（１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．３―１１．５―１１．４―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．２―４５．７―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リキアイカザン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Storm Bird デビュー ２００５．１２．１８ 中山７着

２００３．３．２５生 牡３鹿 母 ケイワンマリリン 母母 ロランジエリー ９戦２勝 賞金 １９，９３３，０００円
〔出走取消〕 ビッグマウス号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 ロイヤルオーキッド号の騎手四位洋文は，病気のため本田優に変更。
〔発走状況〕 ロイヤルオーキッド号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ルミナスカラー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５０８２ ９月３０日 曇 良 （１８札幌２）第７日 第１０競走 ��
��２，０００�

え に わ だ け

恵 庭 岳 特 別
発走１４時５５分 （芝・右）

３歳以上，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 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � 基準タイム

中央レコード

１：５８．９
１：５６．４

良

良

７１１ マイネルキッツ 牡３栗 ５４ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム ４７８－１４２：０２．４ ５．３�

３４ ゲイルバニヤン 牡３黒鹿５４ 藤田 伸二津村 靖志氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ３．９�
２２ アースクリスハーン 牡３栗 ５４ 岩田 康誠松山 増男氏 野元 昭 浦河 アイオイファーム ５００＋ ６２：０２．７１� ５．６�
８１４� ワインアドバイザー 牡３青鹿５４ 鈴来 直人 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム B４６８＋ ２ 〃 アタマ ３７．９�
５８ クールダンサー 牝３鹿 ５２ 北村 宏司川上 哲司氏 坂本 勝美 三石 沖田 博志 ４５０＋１０２：０２．８	 １４．２�
６９ 
 クールビスティー 牡３芦 ５４ 松田 大作備前島 融氏 藤原 英昭 静内 聖心台牧場 ４８０＋ ２２：０２．９� ３．４	
３３ �
 モンブランカフェ 牡５青鹿５７ 小島 太一西川 恭子氏 小島 太 千歳 社台ファーム ５００－ ４２：０３．０� １６．１

４５ ドレスコード 牝３黒鹿５２ 藤岡 佑介日隈 良江氏 池江 泰郎 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ２２：０３．１� １３．７�
１１ �� モエレメジャール 牝３鹿 ５２ 五十嵐冬樹中村 正子氏 堂山 芳則 浦河 笹地牧場 ４５０＋ ４ 〃 ハナ ２６．０�

（北海道） （北海道）

５７ クニノヤマト 牡３黒鹿５４ 秋山真一郎國立 治氏 鶴留 明雄 浦河 谷口牧場 ５００－ ２２：０３．２クビ ４２．７
４６ � カネマサスピーディ 牡５栗 ５７ 川島 信二前田 政雄氏 安藤 正敏 浦河 出口 宜己 ５１８－ ２２：０３．５１� ５７．５�
６１０�� ゴールドイチモンジ 牡３鹿 ５４ 坂下 秀樹木村 公子氏 山田 和久 門別 高山牧場 ４６０＋ ８２：０４．０３ １２９．０�

（北海道） （北海道）

８１３� スリーセレブル 牡４鹿 ５７ 梶 晃啓永井商事� 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８８＋ ８２：０４．５３ ５３．９�
７１２� ゲイリーアイトーン �４芦 ５７ 的場 勇人中村 浩章氏 河野 通文 米 Green

Gates Farm B５４６－ ８２：０５．７７ １６４．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，６７２，８００円 複勝： ２０，９０８，９００円 枠連： １８，８３７，８００円

普通馬連： ７７，７８４，０００円 馬単： ５７，１９７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １８，９０３，１００円

３連複： ７１，６９６，１００円 ３連単： １８９，９６９，１００円 計： ４７０，９６９，６００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � ２２０円 � １３０円 � ２００円 枠 連（３－７） １，１８０円

普通馬連 �� １，７８０円 馬 単 �� ３，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７１０円 �� ７２０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� １４，４５０円

票 数

単勝票数 計 １５６７２８ 的中 � ２３３３５（３番人気）
複勝票数 計 ２０９０８９ 的中 � ２１５９６（４番人気）� ５５３９７（１番人気）� ２４８５１（３番人気）
枠連票数 計 １８８３７８ 的中 （３－７） １１８４４（６番人気）
普通馬連票数 計 ７７７８４０ 的中 �� ３２３７４（６番人気）
馬単票数 計 ５７１９７８ 的中 �� １３９１５（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８９０３１ 的中 �� ６４３３（６番人気）�� ６３５６（７番人気）�� １１２２７（４番人気）
３連複票数 計 ７１６９６１ 的中 ��� ２５３４５（４番人気）
３連単票数 計１８９９６９１ 的中 ��� ９７０６（３１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．７―３５．９―４８．８―１：０１．３―１：１４．０―１：２６．３―１：３８．２―１：５０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルキッツ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００５．９．２４ 中山６着

２００３．３．１８生 牡３栗 母 タカラカンナ 母母 クリムゾンラトラー ５戦２勝 賞金 ２０，９７８，０００円
〔騎手変更〕 ワインアドバイザー号の騎手四位洋文は，病気のため鈴来直人に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 マイネルガルニエ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５０８３ ９月３０日 曇 良 （１８札幌２）第７日 第１１競走
第４１回農林水産省賞典

��
��１，８００�札幌２歳ステークス（ＧⅢ）

発走１５時３０分 （芝・右）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
農林水産大臣賞・北海道知事賞・札幌馬主協会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円

日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（１着）
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４６．７

良

良

６８ ナムラマース 牡２黒鹿５４ 藤岡 佑介奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ４５４＋ ６１：４９．７ ２．２�

４４ �� アドマイヤヘッド 牡２芦 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 平取 坂東牧場 ４４８－ ４１：４９．８� １３．５�
７９ イクスキューズ 牝２鹿 ５４ 北村 宏司岡田 繁幸氏 藤沢 和雄 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ２ 〃 ハナ ３．１�
６７ � フサイチオフトラ 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二関口 房朗氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４７８－ ６１：４９．９� ８．３�
７１０� ガルヴァニック 牡２鹿 ５４ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 山本 正司 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０＋１２１：５０．２２ ３１．２�
８１１�� ウインボールド 牡２鹿 ５４ 本田 優�ウイン 山内 研二 静内 静内白井牧場 ４７２－１２１：５０．４１	 １０１．１	
５６ � マイネルビジュー 牡２栗 ５４ 菊沢 隆徳 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム ４５０＋ ８１：５０．７１
 ７１．２


５５ � ブラックシャンツェ 牡２鹿 ５４ 塚田 祥雄畑佐 博氏 長浜 博之 門別 坂戸 節子 ５０６－ ２１：５１．１２� １３５．７�
３３ � ニシノプライド 牡２芦 ５４ 五十嵐冬樹西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４８８＋ ２１：５１．２� ８．０�

（北海道）

１１ � スイングロウ 牝２青 ５４ 松田 大作加藤 徹氏 福島 勝 静内 高橋 修 ４４０－ ６１：５１．５１
 ２３．３
８１２ クレバードラゴン 牡２栗 ５４ 竹之下智昭田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４９８＋ ２１：５１．７１� １１４．１�
２２ ビービーガルダン 牡２青鹿５４ 秋山真一郎�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 ４８４± ０１：５２．５５ ２２．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ５５，９９４，１００円 複勝： ５７，３２７，４００円 枠連： ４１，５１７，９００円

普通馬連： ２７３，７１１，３００円 馬単： ２０６，２１０，６００円 ワイド【拡大馬連】： ５９，５５１，７００円

３連複： ２２９，０３８，１００円 ３連単： ６２５，６２０，２００円 計： １，５４８，９７１，３００円

払 戻 金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １１０円 � ２５０円 � １３０円 枠 連（４－６） １，２２０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ２，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� １５０円 �� ５７０円

３ 連 複 ��� １，３６０円 ３ 連 単 ��� ８，４３０円

票 数

単勝票数 計 ５５９９４１ 的中 � ２０２６３５（１番人気）
複勝票数 計 ５７３２７４ 的中 � ２０７６９８（１番人気）� ３５０４１（６番人気）� １２１４９４（２番人気）
枠連票数 計 ４１５１７９ 的中 （４－６） ２５３１６（５番人気）
普通馬連票数 計２７３７１１３ 的中 �� １２４２７３（６番人気）
馬単票数 計２０６２１０６ 的中 �� ６３６８９（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５９５５１７ 的中 �� ２２５９２（７番人気）�� １４２８０８（１番人気）�� ２０５５４（８番人気）
３連複票数 計２２９０３８１ 的中 ��� １２４５４４（４番人気）
３連単票数 計６２５６２０２ 的中 ��� ５４７９４（２１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１２．６―１２．８―１２．８―１２．２―１１．９―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３６．３―４９．１―１：０１．９―１：１４．１―１：２６．０―１：３７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラマース �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 フレンチグローリー デビュー ２００６．６．１８ 函館５着

２００４．４．２３生 牡２黒鹿 母 ビストロドゥパリ 母母 ド ッ フ ７戦３勝 賞金 ６０，４００，０００円
〔騎手変更〕 ニシノプライド号の騎手四位洋文は，病気のため五十嵐冬樹に変更。
〔発走状況〕 スイングロウ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スイングロウ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５０８４ ９月３０日 曇 良 （１８札幌２）第７日 第１２競走 ��
��１，７００�道新スポーツ賞

発走１６時０５分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
道新スポーツ賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

４４ �� メテオグローリー 牡４栗 ５７ 北村 宏司サウスニア� 藤沢 和雄 愛
King Blood-
stock and R.
Scarborough

５５８－ ４１：４５．４ ４．３�

８１２ ビッグクラウン 牡５青鹿５７ 柴山 雄一 �フジワラ・ファーム 南井 克巳 門別 下河辺牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ ２．０�
７１０ ブイアタッカー 牡３栗 ５４ 須貝 尚介谷田 元彦氏 須貝 彦三 静内 福岡 清 ４９６＋１２１：４６．０３	 ６．４�
３３ 
 ビューティフルアイ 牝６黒鹿５５ 小林 徹弥�グリーンテック橋本 寿正 厚真 大川牧場 ４５４－１０１：４６．２１ ４７．０�
８１３� マイフラッグ 牡６栗 ５７ 藤岡 佑介堀越 毅一氏 相沢 郁 浦河 野表 春雄 B４７６± ０１：４６．７３ ２５．２�
１１ � ウォーターゴーラン 牡７黒鹿５７ 本田 優山岡 良一氏 岡田 稲男 米 Mrs. Lewis

C. Ledyard ４８６＋ ６ 〃 アタマ １６２．３	
６９ � オメガエンドレス 牡４栗 ５７ 松田 大作原 �子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６０± ０ 〃 アタマ ２２．７

５６ � バンダムロッシ 牡５鹿 ５７ 塚田 祥雄山科 統氏 小林 常泰 三石 下屋敷牧場 B４５０＋ ６１：４６．９１	 ４８．３�
４５ � フミノトップヘイロ 牡８鹿 ５７ 古川 吉洋谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤 英 B４７８± ０１：４７．１１ ６７．８�
６８ ニシノユメヲミセテ 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠西山 茂行氏 浅見 秀一 鵡川 西山牧場 ４７２－ ４１：４７．２	 ３４．５
２２ アドマイヤマダム 牝４青 ５５ 柴原 央明近藤 利一氏 友道 康夫 白老 白老ファーム ５１８－ ８１：４７．３クビ ２０．９�
７１１ ホワイトポイント 牝３黒鹿５２ 梶 晃啓津村 圭一氏 目野 哲也 三石 三石橋本牧場 ４７２＋ ４１：４７．７２	 １４１．５�
５７ オーロブライト 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二芹澤 精一氏 阿部 新生 浦河 松栄牧場 B５１８－ ４１：４７．８� ８．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，９４７，７００円 複勝： ２２，９２３，０００円 枠連： ２３，５６３，９００円

普通馬連： ８２，８２３，２００円 馬単： ６９，５５１，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，４３３，７００円

３連複： ８０，７１３，０００円 ３連単： ２４１，６２２，７００円 計： ５６５，５７８，４００円

払 戻 金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � １６０円 枠 連（４－８） ３６０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ４４０円 �� ２１０円

３ 連 複 ��� ７２０円 ３ 連 単 ��� ３，９７０円

票 数

単勝票数 計 １９９４７７ 的中 � ３７３０８（２番人気）
複勝票数 計 ２２９２３０ 的中 � ３４１６７（２番人気）� ８６４７９（１番人気）� ２９４１１（３番人気）
枠連票数 計 ２３５６３９ 的中 （４－８） ４８５６３（１番人気）
普通馬連票数 計 ８２８２３２ 的中 �� １３０９９６（１番人気）
馬単票数 計 ６９５５１２ 的中 �� ４３５３４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４４３３７ 的中 �� ４２５０１（１番人気）�� １１０４９（４番人気）�� ２９８１０（２番人気）
３連複票数 計 ８０７１３０ 的中 ��� ８３７９６（１番人気）
３連単票数 計２４１６２２７ 的中 ��� ４５０２７（３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―２９．９―４２．７―５５．５―１：０８．２―１：２０．５―１：３２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

�
�
メテオグローリー �

�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Sunny’s Halo

２００２．４．１７生 牡４栗 母 Race the Wild Wind 母母 Redpath ６戦３勝 賞金 ３０，６５５，０００円
地方デビュー ２００５．１２．５ 名古屋

〔騎手変更〕 ニシノユメヲミセテ号の騎手四位洋文は，病気のため岩田康誠に変更。
〔制裁〕 メテオグローリー号の騎手北村宏司は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。
※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 アドマイヤメガミ号・イズミデヒア号・エドノドリーム号・スズカフェロー号・テイエムハーン号・

バトルハートオー号・バリーバーン号・ユースフルデイズ号



（１８札幌２）第７日 ９月３０日（土曜日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６０頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
父内国産馬奨励賞
市場取引馬奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
騎 手 賞
き ゅ う 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
き ゅ う 務 員 手 当

２０８，７５０，０００円
３，３６０，０００円
８，５３０，０００円
２，０００，０００円
９３０，０００円
１，６４０，０００円
２１，６２０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５２，７０６，５００円
４，３６４，０００円
１，６１６，０００円

勝馬投票券売得金
１８９，２１７，５００円
２０８，６３１，９００円
１９２，６２９，１００円
７３６，０７８，８００円
６５９，２８４，２００円
１９７，４４１，４００円
７９７，２１６，５００円
１，２３７，３９６，２００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 ４，２１７，８９５，６００円

総入場人員 １０，０１１名 （有料入場人員 ９，０５６名）




