
２４０６１ ８月３１日 曇 良 （２０札幌１）第６日 第１競走 ��１，５００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：２９．３
１：２９．３

良

良

５８ パ ス ピ エ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４２０－１４１：２９．７ １７．０�

４６ クーデグレイス 牝２黒鹿５４ 横山 典弘吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ２１：３０．１２� ３．３�
５７ カネトシコウショウ 牡２青鹿５４ 秋山真一郎兼松 利男氏 中村 均 浦河 高昭牧場 ４６６－ ２ 〃 クビ ９．２�
８１４ セイウンウィスパー 牡２黒鹿５４ 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 市川牧場 ４６２＋ ４１：３０．３１� ３２．２�
１１ ガ リ ア ー ノ 牡２栗 ５４ 池添 謙一 �キャロットファーム 池添 兼雄 安平 ノーザンファーム ４４４＋ ２ 〃 ハナ １４．０�
２２ シルクメビウス 牡２鹿 ５４ 和田 竜二有限会社シルク領家 政蔵 日高 森本牧場 ４６４＋ ４１：３０．４クビ ２０．４�
６１０ コスモピグマン 牡２鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 静内 真歌伊藤牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ １０９．７	
４５ ブレーヴゴールド 牡２青鹿５４ 藤岡 佑介磯波 勇氏 高木 登 新冠 平山牧場 ４４６＋ ４１：３０．５� ３６．９

３３ アイディンパワー 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４６２＋ ２１：３０．６クビ ４．５�
７１２ マキノワールド 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥島宮 萬喜氏 土田 稔 静内 井高牧場 ４４８＋ ２１：３０．９２ １１０．１�
７１１ メジロブラボー 牝２芦 ５４ 長谷川浩大�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４５６＋ ４１：３１．２２ ４４．１
３４ タイキジャガー 牡２鹿 ５４ 松岡 正海�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５８＋ ４１：３１．４１ ２８．０�
６９ ド レ ッ シ ー 牝２鹿 ５４ 安藤 勝己 �ガーベラパークスタッド 鮫島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４６６＋ ８１：３１．５� ５．４�
８１３ ウインリーズン 牡２芦 ５４

５３ ☆三浦 皇成�ウイン 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 ４４４＋ ２１：３１．７１� ７．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １３，３６０，２００円 複勝： ２１，２３６，９００円 枠連： １１，１４１，２００円

普通馬連： ３６，７７４，６００円 馬単： ３２，４０９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４１４，３００円

３連複： ４９，４７３，２００円 ３連単： ８０，１０５，２００円 計： ２５８，９１４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，７００円 複 勝 � ４９０円 � １６０円 � ２７０円 枠 連（４－５） ９６０円

普通馬連 �� ２，４６０円 馬 単 �� ６，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０４０円 �� １，６９０円 �� ６４０円

３ 連 複 ��� ６，０７０円 ３ 連 単 ��� ５２，４１０円

票 数

単勝票数 計 １３３６０２ 的中 � ６１９９（７番人気）
複勝票数 計 ２１２３６９ 的中 � ９１４９（７番人気）� ４４５８９（１番人気）� １９９２４（４番人気）
枠連票数 計 １１１４１２ 的中 （４－５） ８６５０（４番人気）
普通馬連票数 計 ３６７７４６ 的中 �� １１０３８（１１番人気）
馬単票数 計 ３２４０９３ 的中 �� ３９６８（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４１４３ 的中 �� ３３９８（１２番人気）�� ２０２３（２１番人気）�� ５８３４（５番人気）
３連複票数 計 ４９４７３２ 的中 ��� ６０１６（１９番人気）
３連単票数 計 ８０１０５２ 的中 ��� １１２８（１７５番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．４―１１．６―１１．６―１１．７―１２．０―１２．１―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．８―１８．２―２９．８―４１．４―５３．１―１：０５．１―１：１７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．６

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

勝馬の
紹 介

パ ス ピ エ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Nureyev デビュー ２００８．７．５ 函館４着

２００６．２．２４生 牝２栗 母 ダンシングアウンティー 母母 Aunt Carol ３戦１勝 賞金 ７，４００，０００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。
（非当選馬） ２頭 ババロア号・メジロデューチン号



２４０６２ ８月３１日 晴 良 （２０札幌１）第６日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０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

５７．５
５７．１

良

稍重

５５ ヴォイジャー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲丸田 恭介岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド B５００＋ ４ ５９．９ ９．４�

１１ コアレスカポーテ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 ４７６± ０１：００．４３ ４．６�
２２ バードダムール 牝３青鹿５４ 鈴来 直人阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 中央牧場 ４４４± ０１：００．５クビ ６．０�
３３ サ ル ラ 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４７６＋ ４１：００．６� １．９�
７９ テ レ パ シ ー 牝３鹿 ５４ 幸 英明栗嶋 豊明氏 境 直行 門別 道見牧場 ４４６＋ ６１：００．８１� １０．６�
４４ ショウグンエース 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹西村 豊氏 大江原 哲 新冠 川上牧場 ４５６－ ６ 〃 アタマ ６０．３�
７１０ アスターヘイロー 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎加藤 久枝氏 加藤 敬二 様似 林 時春 ４６２－ ４１：００．９� １４．７	
６７ ロングプルミエール 牝３鹿 ５４ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 B４４８－１０ 〃 アタマ １７６．９

８１１ マルブツティンバー 牡３栗 ５６

５５ ☆的場 勇人大澤 毅氏 大根田裕之 浦河 松田 憲一 ４８８－ ４１：０１．５３� １５０．４�
８１２ ブライダルブーケ 牝３栗 ５４

５３ ☆三浦 皇成下河�行雄氏 手塚 貴久 門別 下河辺牧場 ４６８－ ２１：０１．７１� ３１．１
５６ スーパーセイバー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド B４７８－ ２１：０１．９１� ２０６．５�

６８ ヤマニングラッセ 牝３鹿 ５４ 松田 大作土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４８８＋ ８１：０２．２１� １０６．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，８６２，８００円 複勝： ２２，３３６，７００円 枠連： ９，８５５，５００円

普通馬連： ３２，０００，４００円 馬単： ３４，４９８，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１，９４６，８００円

３連複： ３９，３３８，０００円 ３連単： ８８，００１，４００円 計： ２５０，８４０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ４００円 � ２５０円 � ２８０円 枠 連（１－５） ４，２７０円

普通馬連 �� ３，８９０円 馬 単 �� ７，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� １，０００円 �� ３９０円

３ 連 複 ��� ５，６２０円 ３ 連 単 ��� ４７，４４０円

票 数

単勝票数 計 １２８６２８ 的中 � １０８３７（４番人気）
複勝票数 計 ２２３３６７ 的中 � １３６４０（５番人気）� ２４９０５（２番人気）� ２２１５７（３番人気）
枠連票数 計 ９８５５５ 的中 （１－５） １７０４（１３番人気）
普通馬連票数 計 ３２０００４ 的中 �� ６０７５（１３番人気）
馬単票数 計 ３４４９８９ 的中 �� ３４０１（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１９４６８ 的中 �� ３８６０（８番人気）�� ２７７９（１４番人気）�� ８３７４（５番人気）
３連複票数 計 ３９３３８０ 的中 ��� ５１７４（１６番人気）
３連単票数 計 ８８００１４ 的中 ��� １３６９（１２９番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．７―１１．５―１２．２―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．１―３４．６―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴォイジャー �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００７．９．９ 中山１２着

２００５．３．８生 牡３黒鹿 母 ファキューラ 母母 Be Bright ９戦１勝 賞金 ７，２５０，０００円
〔発走状況〕 サルラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 ペペ号・ベルモントフレア号・ヤマサエレガント号



２４０６３ ８月３１日 晴 良 （２０札幌１）第６日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （ダート・右）

牝，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

３３ マイネランデブー 牝３栗 ５４ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋１８１：４７．７ ４．７�

６８ クルンプホルツ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 栗田 博憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４４－ ８１：４７．８� ２．３�

６９ ローマンブリッジ 牝３鹿 ５４
５１ ▲荻野 琢真�下河辺牧場 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４２８± ０１：４８．１１� ５．９�

７１１ グリッターカーラ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４７８ ―１：４８．３１� １６．８�
５６ スピードローレル 牝３栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介福島 実氏 相沢 郁 門別 坂東ファーム ４７０＋ ６１：４８．４� １１４．７�
５７ ゴールデンプライズ 牝３黒鹿５４ 長谷川浩大 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：４８．６１� ６．３	
４５ サブマリンスカウト 牝３栗 ５４ 五十嵐冬樹坂田 行夫氏 中野渡清一 静内 藤本牧場 ４７６＋ ８１：４８．８１� ３１．７


（北海道）

８１３ ブライティアマロン 牝３栗 ５４
５３ ☆北村 友一小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４２６＋ ４１：４９．７５ １７．５�

２２ アドマイヤピット 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介近藤 利一氏 南井 克巳 浦河 辻 牧場 B４６４＋ ２１：４９．８� ６３．３�
１１ プリモダンサー 牝３黒鹿５４ 横山 典弘�グランド牧場 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４９６＋ ８１：５０．６５ １８．８
８１２ ハギノユウキ 牝３青鹿５４ 松岡 正海安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４３６ ―１：５０．７クビ ５０．２�
７１０ ギムレットシチー 牝３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人 �友駿ホースクラブ 佐藤 吉勝 浦河 アイオイファーム ４４８＋ ８１：５１．２３ ４６．７�
４４ アネチャヒメ 牝３栗 ５４ 菊沢 隆徳大原 詔宏氏 嶋田 潤 浦河 酒井 源市 ３７０＋ ２１：５４．０大差 ２６３．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，３１７，２００円 複勝： １８，４２６，６００円 枠連： １３，０５９，９００円

普通馬連： ３９，２４２，４００円 馬単： ３５，４９１，６００円 ワイド【拡大馬連】： １４，６７１，６００円

３連複： ４７，４３３，７００円 ３連単： ９２，３８６，５００円 計： ２７６，０２９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（３－６） ４３０円

普通馬連 �� ６３０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ６６０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，３２０円 ３ 連 単 ��� ６，３５０円

票 数

単勝票数 計 １５３１７２ 的中 � ２５９６６（２番人気）
複勝票数 計 １８４２６６ 的中 � ２３８５１（４番人気）� ４８５３５（１番人気）� ２７２４１（３番人気）
枠連票数 計 １３０５９９ 的中 （３－６） ２２５７４（１番人気）
普通馬連票数 計 ３９２４２４ 的中 �� ４６０６７（１番人気）
馬単票数 計 ３５４９１６ 的中 �� ２０７１８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４６７１６ 的中 �� １１３２６（３番人気）�� ５０５４（９番人気）�� １１９５５（２番人気）
３連複票数 計 ４７４３３７ 的中 ��� ２６６０２（３番人気）
３連単票数 計 ９２３８６５ 的中 ��� １０７４６（９番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．０―１２．３―１２．７―１３．０―１３．１―１３．２―１２．９―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―３０．１―４２．８―５５．８―１：０８．９―１：２２．１―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

マイネランデブー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．２．２４ 東京３着

２００５．４．２９生 牝３栗 母 ノーザンドライバー 母母 ダイナドライブ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円
〔制裁〕 スピードローレル号の調教師相沢郁は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アネチャヒメ号は，平成２０年９月３０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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 タペストリー号
※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。



２４０６４ ８月３１日 晴 良 （２０札幌１）第６日 第４競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１２時３０分 （芝・右）

新馬；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

１：４８．４
１：４６．７

良

良

４４ アドマイヤサムライ 牡２黒鹿５４ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 新冠 オリエント牧場 ４５６ ―１：５１．０ ４．４�
（アドマイヤネオ）

３３ マイネルプリマス 牡２芦 ５４
５３ ☆北村 友一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム ４８６ ―１：５１．１� ７．９�
２２ メジロスプレンダー 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成メジロ商事� 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６６ ―１：５１．４１� ４．５�
１１ イ ネ オ レ オ 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠藤田 孟司氏 池江 泰郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０ ―１：５１．６１� ２．２�
７９ マイネルアリオン 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 静内 静内白井牧場 ４７８ ―１：５２．０２� １６．３�
８１１ ボーカリスト 牡２鹿 ５４ 秋山真一郎増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４７８ ―１：５２．７４ ２０．８�
７８ アラームクロック 牡２鹿 ５４ 池添 謙一馬場 幸夫氏 浅見 秀一 新ひだか 友田牧場 ４８４ ―１：５２．８� ５３．２	
５５ メイショウロッコー 牡２栗 ５４ 幸 英明松本 好雄氏 安田伊佐夫 新冠 北星村田牧場 ４９６ ―１：５３．１１� ４０．６

６７ ナンヨーアウトロー 牡２栗 ５４ 藤田 伸二中村 �也氏 小笠 倫弘 静内 グランド牧場 ４５４ ―１：５３．３１� ２３．４�
６６ ビ ッ グ パ マ 牡２黒鹿５４ 古川 吉洋�ビッグ 梅田 康雄 新ひだか 岡野牧場 ４４４ ―１：５３．６１� １０９．４
８１０ スプレンドーレ 牡２鹿 ５４ 長谷川浩大折手 邦雄氏 田島 良保 新ひだか 折手牧場 ４７４ ―１：５５．５大差 ３５．８�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，１６２，２００円 複勝： １８，２３０，９００円 枠連： １１，７３２，３００円

普通馬連： ３４，７０８，５００円 馬単： ３７，０９９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７１７，１００円

３連複： ４１，９６４，８００円 ３連単： ９３，４５５，３００円 計： ２６７，０７０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １６０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（３－４） １，７００円

普通馬連 �� １，６６０円 馬 単 �� ２，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４４０円 �� ３３０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，６３０円 ３ 連 単 ��� ８，６５０円

票 数

単勝票数 計 １７１６２２ 的中 � ３０８６５（２番人気）
複勝票数 計 １８２３０９ 的中 � ３２３６７（３番人気）� ２４２７０（４番人気）� ３３１０４（２番人気）
枠連票数 計 １１７３２３ 的中 （３－４） ５１００（８番人気）
普通馬連票数 計 ３４７０８５ 的中 �� １５４９６（６番人気）
馬単票数 計 ３７０９９４ 的中 �� ９４４２（１１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７１７１ 的中 �� ６９８５（５番人気）�� １００７４（３番人気）�� ６５１０（６番人気）
３連複票数 計 ４１９６４８ 的中 ��� １９０６１（４番人気）
３連単票数 計 ９３４５５３ 的中 ��� ７９７７（２４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．９―１２．６―１２．９―１２．６―１２．６―１１．９―１２．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．６―３７．２―５０．１―１：０２．７―１：１５．３―１：２７．２―１：３９．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤサムライ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Green Desert 初出走

２００６．１．２８生 牡２黒鹿 母 シマリングゲージ 母母 Shining Eyes １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 メイショウロッコー号の騎手小林徹弥は，第５日第１競走での落馬負傷のため幸英明に変更。



２４０６５ ８月３１日 晴 良 （２０札幌１）第６日 第５競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１３時０５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

６９ ルナエクリプス 牡３黒鹿５６ 松岡 正海岡田 牧雄氏 加藤 和宏 静内 岡田スタツド ４４８± ０１：４７．２ １６．２�

４５ アクトオンザターフ 牝３栗 ５４
５１ ▲丸田 恭介広田 伸七氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４４８－ ２１：４７．８３� ９．１�

８１２ ジョーキーマン 牡３栗 ５６ 長谷川浩大上田けい子氏 中村 均 浦河 福田牧場 ４３４± ０１：４８．３３ １１．９�
１１ アグネスエナジー 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆三浦 皇成渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ４９０± ０ 〃 アタマ ４．８�
６８ ラヴファントム 牡３鹿 ５６ 五十嵐冬樹 �サンデーレーシング 奥平 雅士 早来 ノーザンファーム ４６４＋１２１：４８．６２ ４４．７�

（北海道）

７１１ フィールドパシオン 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 新冠 イワミ牧場 ４８４－ ２１：４８．８１ ５８．７�
５６ レオアヴァロン 牡３栗 ５６ 横山 典弘	レオ 中川 公成 浦河 江谷 重雄 ５１４－ ６１：４８．９� １．８

５７ アドマイヤシック 牝３黒鹿５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 藤沢 則雄 浦河 辻 牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ １６．２�
２２ メジロトランプ 牡３青鹿 ５６

５５ ☆的場 勇人�メジロ牧場 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４５８－ ４１：４９．１１� ６０．４�
３３ エ ク レ ウ ス 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆北村 友一 �ノースヒルズマネ
ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４７４＋ ８１：４９．７３� ７１．５

７１０� シンボリバスティア 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二和田 容子氏 畠山 吉宏 仏 Mr Taka-
hiro Wada B４７４＋ ２１：４９．９１� ６０．２�

８１３ ハ ナ ヤ ッ コ 牝３鹿 ５４ 幸 英明�グランド牧場 平井 雄二 三石 元茂 義一 ４４８＋ ８１：５０．９６ １５５．６�
４４ � シーキングオアシス 牝３栗 ５４

５１ ▲荻野 琢真吉田 和子氏 戸田 博文 米 Stonestreet
Mares LLC. ４５６± ０１：５１．０	 １１．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，８５２，２００円 複勝： ２３，６４６，０００円 枠連： １６，７９２，４００円

普通馬連： ４２，５３４，１００円 馬単： ４１，５５１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３８８，６００円

３連複： ５０，０９８，９００円 ３連単： １００，２９７，５００円 計： ３０９，１６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６２０円 複 勝 � ３４０円 � ２７０円 � ２４０円 枠 連（４－６） ２，６５０円

普通馬連 �� ３，８６０円 馬 単 �� ９，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� ９７０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ６，４７０円 ３ 連 単 ��� ４１，７３０円

票 数

単勝票数 計 １８８５２２ 的中 � ９１９３（７番人気）
複勝票数 計 ２３６４６０ 的中 � １７１７８（５番人気）� ２３９６１（４番人気）� ２７３２６（２番人気）
枠連票数 計 １６７９２４ 的中 （４－６） ４６８７（１２番人気）
普通馬連票数 計 ４２５３４１ 的中 �� ８１４０（１３番人気）
馬単票数 計 ４１５５１３ 的中 �� ３３６９（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３８８６ 的中 �� ４２７６（８番人気）�� ３８９６（１０番人気）�� ５２００（７番人気）
３連複票数 計 ５００９８９ 的中 ��� ５７２０（１８番人気）
３連単票数 計１００２９７５ 的中 ��� １７７４（１２３番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．８―１２．４―１２．６―１２．９―１２．９―１２．６―１２．８―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．６―３０．０―４２．６―５５．５―１：０８．４―１：２１．０―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．８
１
３

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

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

ルナエクリプス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Cryptoclearance デビュー ２００８．２．１６ 東京８着

２００５．５．２８生 牡３黒鹿 母 シングムーン 母母 Sadie’s Crown １１戦１勝 賞金 １６，１００，０００円
〔その他〕 シーキングオアシス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シーキングオアシス号は，平成２０年９月３０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７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 カネスダンク号・カリユガ号・ザスターキング号・リモーネシチー号・ルイジアナボーイ号
（非抽選馬） ２頭 シシャモフレンド号・ツルギライジング号
※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。



２４０６６ ８月３１日 晴 良 （２０札幌１）第６日 第６競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�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

６７ リンリンリン 牡４鹿 ５７ 横山 典弘榮 義則氏 森 秀行 門別 三城牧場 B４６８± ０ ５８．６ ２．０�

７９ ナイツブリッジ 牝４栗 ５５
５４ ☆三浦 皇成 �サンデーレーシング 国枝 栄 早来 ノーザンファーム ５０８＋１４ ５８．８１� １１．７�

３３ メジロシーゴー 牝３栗 ５２
４９ ▲丸田 恭介メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４４６＋ ４ ５９．１１� ４．６�

６８ ヴィヴァーチェ 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４５２＋１２ 〃 クビ ６．６�
１１ ヤマサラグランジュ 牝３鹿 ５２

４９ ▲荻野 琢真佐藤 松雄氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４３８± ０ ５９．５２� １９．８�
２２ ヤマニンブリオン 牡３鹿 ５４ 池添 謙一土井 薫氏 浅見 秀一 豊浦 飯原牧場 ４８４＋ ６ ５９．９２� ３６．４	
７１０ ビッグローズ 牝３鹿 ５２ 古川 吉洋�ビッグ 南井 克巳 門別 目黒牧場 ４１８＋ ８ 〃 クビ ６５．８

５６ � トミケントラスト 牡４鹿 ５７ 四位 洋文冨樫 賢二氏 水野 貴広 三石 上村 清志 B５２２－ ４１：００．０� ６９．０�
５５ シャドウデイル 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介飯塚 知一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム ５２８－ ２１：００．４２� ２１．６�
８１２ ナムラコロナ 牝４栗 ５５ 長谷川浩大奈村 信重氏 松永 昌博 静内 伊藤 明 ４８６－ ２１：００．５クビ １１４．９
４４ ナムラフランキー 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二奈村 信重氏 福島 信晴 新冠 石郷岡 松

太郎 ４７８＋ ６ 〃 クビ ８．２�
８１１ スガノナイナー 牝３鹿 ５２ 鈴来 直人菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４３６＋ ２１：００．６� ２３５．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，３５７，１００円 複勝： ２３，３８６，８００円 枠連： １４，０４２，９００円

普通馬連： ４４，１２６，７００円 馬単： ４２，０８１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，６６７，３００円

３連複： ５３，８３６，９００円 ３連単： １１８，５７６，１００円 計： ３３０，０７５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ３２０円 � １４０円 枠 連（６－７） ９３０円

普通馬連 �� １，４７０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５５０円 �� ２３０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ２，２５０円 ３ 連 単 ��� １０，８００円

票 数

単勝票数 計 １７３５７１ 的中 � ７１０４７（１番人気）
複勝票数 計 ２３３８６８ 的中 � ７０７１２（１番人気）� １２０５３（５番人気）� ５０７７０（２番人気）
枠連票数 計 １４０４２９ 的中 （６－７） １１１９７（４番人気）
普通馬連票数 計 ４４１２６７ 的中 �� ２２１９６（５番人気）
馬単票数 計 ４２０８１７ 的中 �� １５５９２（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６６６７３ 的中 �� ７０２０（６番人気）�� ２２２８６（１番人気）�� ３１３８（１３番人気）
３連複票数 計 ５３８３６９ 的中 ��� １７６６０（６番人気）
３連単票数 計１１８５７６１ 的中 ��� ８１０６（３１番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．２―１１．７―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．０―４５．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リンリンリン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．１０．７ 京都５着

２００４．５．２２生 牡４鹿 母 シーズグレイス 母母 ザ ン ベ ー ジ １５戦２勝 賞金 ３３，３１０，０００円
［他本会外：２戦１勝］

〔騎手変更〕 ナムラフランキー号の騎手小林徹弥は，第５日第１競走での落馬負傷のため藤田伸二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ブライティアクロス号
（非抽選馬） １頭 セレナダンス号



２４０６７ ８月３１日 晴 良 （２０札幌１）第６日 第７競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時１５分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�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

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

５７ メジロティモン 牡３栗 ５４ 岩田 康誠�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ５０６＋ ６１：４５．６ １１．０�

２２ � セイウンロデム 牡４青鹿５７ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 英 L. Dettori B４９０＋ ４１：４６．０２� ４６．４�
３３ チャリティショウ 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ５００± ０１：４６．１	 ４．０�
４４ マッシヴエンペラー 牡３栗 ５４ 芹沢 純一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４６８＋ ４１：４６．５２� ３．４�
７１１ ダノンインスパイア 牡３鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ５０６－ ４ 〃 クビ ５．４�
５６ シャイニングデイ 牡３黒鹿５４ 藤田 伸二安原 浩司氏 安田伊佐夫 浦河 上田 五十詞 ４８６＋ ６１：４７．１３� ３２．７	
４５ パンプアップ 牡４栗 ５７ 横山 典弘�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 B４５６－ ２１：４７．３１
 ４．０

６９ エバーアップワード 牡３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真橋場 勇二氏 宮 徹 静内 岡田牧場 ４９８＋１４１：４７．６２ ２４．９�
６８ � バイタリティー 牡３芦 ５４ 幸 英明水上 行雄氏 平井 雄二 浦河 笠松牧場 ５００＋１８１：４７．９１	 １９．７�
７１０� コスモコマンダ 牡３青鹿５４ 池添 謙一 �ビッグレッドファーム 阿部 新生 米 Diamond A

Racing Corp. ４６６＋ ４１：４８．１１
 ９３．３
１１ � カシノウェーブ 牡４鹿 ５７

５４ ▲大江原 圭柏木 務氏 二本柳俊一 門別 有限会社
飯田牧場 ４４２－ ２１：４８．４１	 １１８．０�

８１３ マイネルマルス 牡５黒鹿５７ 山口 竜一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 三石 水丸牧場 ４７４＋ ６１：４８．９３ ６７．８�

（北海道）

８１２ マルマツフライト 牡３栗 ５４
５３ ☆北村 友一松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 B４９２＋２０ 〃 クビ ８０．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，５１６，２００円 複勝： ２１，４８５，９００円 枠連： １８，９６９，６００円

普通馬連： ５１，２０２，３００円 馬単： ４３，６５６，８００円 ワイド【拡大馬連】： １６，３１４，２００円

３連複： ６０，６９２，４００円 ３連単： １２６，１４２，７００円 計： ３５４，９８０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２９０円 � ７３０円 � １５０円 枠 連（２－５） ９，５２０円

普通馬連 �� １８，９１０円 馬 単 �� ３０，９００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１００円 �� ８３０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ２０，０５０円 ３ 連 単 ��� １７２，４００円

票 数

単勝票数 計 １６５１６２ 的中 � １１８３４（５番人気）
複勝票数 計 ２１４８５９ 的中 � １８２３７（５番人気）� ５８２６（８番人気）� ５０１９８（１番人気）
枠連票数 計 １８９６９６ 的中 （２－５） １４７２（２１番人気）
普通馬連票数 計 ５１２０２３ 的中 �� １９９９（４１番人気）
馬単票数 計 ４３６５６８ 的中 �� １０４３（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６３１４２ 的中 �� ９４２（３９番人気）�� ５０４３（８番人気）�� ３１３２（１５番人気）
３連複票数 計 ６０６９２４ 的中 ��� ２２３５（６０番人気）
３連単票数 計１２６１４２７ 的中 ��� ５４０（４４０番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．９―１１．９―１２．３―１２．９―１２．７―１２．８―１２．６―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．６―２９．５―４１．８―５４．７―１：０７．４―１：２０．２―１：３２．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．２
１
３

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

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

メジロティモン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．１２．８ 中山５着

２００５．３．５生 牡３栗 母 メジロビクトリア 母母 メジロディッシュ ９戦２勝 賞金 １７，６００，０００円
〔騎手変更〕 エバーアップワード号の騎手小林徹弥は，第５日第１競走での落馬負傷のため荻野琢真に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 サミーデザート号・スプリングラッキー号・テラノフォースワン号・フィールドウイナー号
※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。



２４０６８ ８月３１日 晴 良 （２０札幌１）第６日 第８競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時５０分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．５
５７．１

良

稍重

１１ リボンノキシ 牝４青 ５５ 勝浦 正樹森岡 一郎氏 菊川 正達 早来 吉田牧場 ４６０± ０ ５８．５ ５．５�

２２ シャンパンマリー 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二吉田 勝己氏 藤原 英昭 早来 ノーザンファーム ４５４－ ６ ５８．６クビ １．７�
４４ ヘッドライナー �４鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成 �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 ４８０＋ ４ ５８．７� １７．３�

６７ 	 トップオブドーラ 牝４鹿 ５５ 安藤 勝己藤田 在子氏 斎藤 誠 米 Yoshio Fujita ４５４± ０ ５８．８� １４．４�
５５ ポ ー ト ラ ヴ 牡４栗 ５７ 幸 英明水戸眞知子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５４４－１６ 〃 クビ １２．４�
５６ ウグイスジョウ 牝５鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真加藤 信之氏 田所 秀孝 様似 �村 伸一 ４７４＋ ２ ５９．１１� ４５．７�
８１２ トレノトマト 牝５栗 ５５ 松田 大作廣崎 利洋氏 藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４６６＋１８ 〃 ハナ ３０．２	
３３ 
 テイエムカイブツ �６栃栗５７ 芹沢 純一竹園 正繼氏 新川 恵 静内 千代田牧場 ４５８± ０ ５９．２クビ ２４６．９

８１１ ウエスタンダンサー 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ４９６＋ ４ ５９．３� ６．６�
７１０ キ ー レ タ ー 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大北前孔一郎氏 吉田 直弘 浦河 村下農場 ４６０－ ４ ５９．４� ９１．３�
６８ ビーチブリーズ 牝４青鹿５５ 松岡 正海吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６８－ ２ ５９．５クビ ３１．９
７９ ギ ン ゲ イ 牡３芦 ５４

５１ ▲丸田 恭介加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４７８＋２２ ５９．７１� ７６．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，３１０，５００円 複勝： ３１，９９０，４００円 枠連： １７，４８１，３００円

普通馬連： ５９，３２４，４００円 馬単： ５４，６３２，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，８５３，５００円

３連複： ７０，２５８，８００円 ３連単： １７１，０８６，８００円 計： ４５３，９３８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � ２４０円 枠 連（１－２） ４３０円

普通馬連 �� ４１０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ５７０円 �� ４２０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ６，５９０円

票 数

単勝票数 計 ２６３１０５ 的中 � ３８２０２（２番人気）
複勝票数 計 ３１９９０４ 的中 � ６１４７７（２番人気）� １００４４７（１番人気）� ２３４３６（６番人気）
枠連票数 計 １７４８１３ 的中 （１－２） ３０４１４（１番人気）
普通馬連票数 計 ５９３２４４ 的中 �� １０９４２３（１番人気）
馬単票数 計 ５４６３２５ 的中 �� ３１９０４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２８５３５ 的中 �� ４０２８３（１番人気）�� ８４８４（７番人気）�� １２０４７（５番人気）
３連複票数 計 ７０２５８８ 的中 ��� ４７４６０（２番人気）
３連単票数 計１７１０８６８ 的中 ��� １９１６４（１３番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．４―１１．２―１１．７―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．０―２２．４―３３．６―４５．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．５―３F３６．１
３ １，２（４，１１）１２－７（５，８）（３，６，９，１０） ４ １，２－（４，１１）（７，１２）－５，８（３，６，１０）－９

勝馬の
紹 介

リボンノキシ �
�
父 スクワートルスクワート �

�
母父 マークオブディスティンクション デビュー ２００７．３．３ 中山１着

２００４．５．１９生 牝４青 母 マジックリボン 母母 ホ リ リ ボ ン １３戦４勝 賞金 ５６，１３０，０００円
〔発走状況〕 ビーチブリーズ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 ビーチブリーズ号は，発走調教再審査。



２４０６９ ８月３１日 晴 良 （２０札幌１）第６日 第９競走

サマースプリントシリーズ
��
��１，２００�第３回キーンランドカップ（ＪｐｎⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５３�４歳以上５６�，牝馬２�
減，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額４，０００万円毎１�増

キーンランド協会賞・札幌馬主協会会長賞（１着）
賞 品

本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０８．３
１：０６．５

良

良

３５ タニノマティーニ 牡８鹿 ５６ 秋山真一郎谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ４９２－１０１：０７．９レコード １６１．４�

７１３ ビービーガルダン 牡４青鹿５６ 安藤 勝己�坂東牧場 領家 政蔵 平取 坂東牧場 B４９８＋ ２１：０８．０� ６．７�
１２ � キンシャサノキセキ 牡５鹿 ５６ 岩田 康誠吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Arrowleave

Joint Venture ４８６－ ４１：０８．１	 ２．０�
１１ キングストレイル 牡６黒鹿５６ 四位 洋文 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム B４９２－ ６１：０８．６３ １４．５�
５９ マヤノツルギ 牡４黒鹿５６ 横山 典弘田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ５２２＋ ６ 〃 ハナ ８．５�
２３ � シンボリグラン 牡６芦 ５６ 藤田 伸二シンボリ牧場 畠山 吉宏 愛 Takahiro

Wada B５２６± ０ 〃 アタマ ２８．４�
６１２ トウショウカレッジ 牡６鹿 ５６ 池添 謙一トウショウ産業	 池添 兼雄 静内 トウショウ産業株式

会社トウショウ牧場 ５５６＋ ４１：０８．７クビ １１．２

３６ ルルパンブルー 牝３鹿 ５１ 北村 友一飯田 良枝氏 坂本 勝美 静内 千代田牧場 ４４４－ ６ 〃 クビ ７１．９�
４８ コパノフウジン 牡６栗 ５６ 和田 竜二小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４７６± ０１：０８．９１
 １３９．７�
５１０� ゴスホークケン 牡３黒鹿５３ 勝浦 正樹藤田 在子氏 斎藤 誠 米 Four Horse-

men’s Ranch ５１８－ ８１：０９．０	 １３．０
２４ アイルラヴァゲイン 牡６鹿 ５６ 松岡 正海齊藤四方司氏 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ５０８－ ８ 〃 クビ ５３．６�
７１４ プレミアムボックス 牡５鹿 ５６ 幸 英明 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム ５３２＋ ２１：０９．１クビ １３．０�
６１１ サンダルフォン 牡５鹿 ５６ 古川 吉洋 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５３２＋１８ 〃 クビ ６６．５�
８１５ ペールギュント 牡６黒鹿５７ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ５１０－１４ 〃 ハナ ５６．５�
４７ ウエスタンビーナス 牝５黒鹿５４ 郷原 洋司西川 賢氏 鈴木 康弘 静内 北西牧場 ４６２－ ６１：０９．３１
 ５１．３�
８１６ ピンクカメオ 牝４鹿 ５４ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 新冠 パカパカ
ファーム ４９８＋２８１：０９．６１� ３０．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １１８，２４１，２００円 複勝： １５５，９４４，３００円 枠連： １１４，６４８，１００円

普通馬連： ６４０，２９５，３００円 馬単： ４１３，２２３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５０，８９５，２００円

３連複： ６７４，２８６，７００円 ３連単： １，７８７，５６３，０００円 計： ４，０５５，０９７，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６，１４０円 複 勝 � ２，２６０円 � １９０円 � １２０円 枠 連（３－７） １０，７７０円

普通馬連 �� ７１，８８０円 馬 単 �� ２３８，４４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １４，６２０円 �� ５，６３０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ４２，０１０円 ３ 連 単 ��� ５６１，６１０円

票 数

単勝票数 計１１８２４１２ 的中 � ５７７３（１６番人気）
複勝票数 計１５５９４４３ 的中 � １０２６８（１６番人気）� ２０５７９５（２番人気）� ５３７８１４（１番人気）
枠連票数 計１１４６４８１ 的中 （３－７） ７８５９（２３番人気）
普通馬連票数 計６４０２９５３ 的中 �� ６５７４（９０番人気）
馬単票数 計４１３２２３７ 的中 �� １２７９（２０４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１５０８９５２ 的中 �� ２２７８（９４番人気）�� ５９６６（４８番人気）�� １５４０５２（１番人気）
３連複票数 計６７４２８６７ 的中 ��� １１８４７（１０１番人気）
３連単票数 計１７８７５６３０ 的中 ��� ２３４９（９１４番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．２―１１．３―１１．０―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．９―４５．２―５６．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．２―３F３４．０
３ ・（１３，９）１０（５，７，１２）４（２，３，１４）（１１，１６）（１，８，１５）－６ ４ １３（９，１０）（５，１２）（７，４，１４）２（３，１１，１５）１（６，１６，８）

勝馬の
紹 介

タニノマティーニ �
�
父 ウォーニング �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００２．１１．９ 京都３着

２０００．５．２３生 牡８鹿 母 タニノメール 母母 アロマックアステル ４８戦９勝 賞金 ２６１，９５２，０００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。
（非抽選馬） ７頭 アンバージャック号・サープラスシンガー号・ダイワマックワン号・トールハンマー号・ブルーショットガン号・

ミレニアムカースル号・ワイルドシャウト号



２４０７０ ８月３１日 晴 良 （２０札幌１）第６日 第１０競走 ��
��１，５００�ク ロ ー バ ー 賞

発走１６時００分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２９．３
１：２９．３

良

良

３３ � モエレエキスパート 牡２青鹿５４ 山口 竜一中村 和夫氏 堂山 芳則 新ひだか 中村 和夫 ４６４＋ ２１：２９．８ １９．３�
（北海道） （北海道）

７１１ マイネルエルフ 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４８８＋ ４１：３０．０１� ４．６�

２２ � エイブルインレース 牝２鹿 ５４ 宮崎 光行吉田 照哉氏 柳沢 好美 千歳 社台ファーム ４７６－１０ 〃 クビ ２１．２�
（北海道） （北海道）

５７ アドマイヤランサム 牡２芦 ５４ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 早来 ノーザンファーム ４２２＋ ６１：３０．３１	 ７．１�
５６ ネ コ パ ン チ 牡２黒鹿５４ 丸田 恭介桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 B４５６－ ２１：３０．４� ３６．３�
４４ アイアンデューク 牡２芦 ５４ 横山 典弘栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４５８＋ ２１：３０．５� ３．９�
４５ アンプレショニスト 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介吉田 照哉氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５０－１２１：３０．６クビ ２５．０	
８１３ アローベアタキオン 牡２栗 ５４ 四位 洋文宮原 廣伸氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ５００＋１６１：３０．７� ３．３

１１ メジロドリームス 牝２栗 ５４ 北村 友一�メジロ牧場 萱野 浩二 洞爺湖 メジロ牧場 ４５８＋ ６１：３０．８	 １５．８�
７１０ キミニムチュウ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５６± ０１：３０．９	 １８．１
６８ � フレンチマリー 牝２栗 ５４ 幸 英明吉田 照哉氏 柳沢 好美 千歳 社台ファーム ４７６－ ６１：３１．２１	 ４１．２�

（北海道）

６９ � ネオヴェリーベリー 牝２黒鹿５４ 五十嵐冬樹小林 仁幸氏 柳沢 好美 千歳 社台ファーム ４６６－１２１：３２．１５ ６１．６�
（北海道） （北海道）

８１２� パープルマジック 牡２黒鹿５４ 佐々木国明水上 行雄氏 田中 正二 新ひだか 塚田 達明 ４５２± ０１：３２．２� ９４．８�
（北海道） （北海道）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３２，３３７，１００円 複勝： ３２，４３１，０００円 枠連： ２３，０３９，０００円

普通馬連： １０１，０６８，２００円 馬単： ７０，６４８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３９１，７００円

３連複： ９７，４８４，６００円 ３連単： ２３３，３９８，２００円 計： ６１６，７９８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９３０円 複 勝 � ５２０円 � ２１０円 � ６１０円 枠 連（３－７） ３，５７０円

普通馬連 �� ５，０６０円 馬 単 �� １１，９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９５０円 �� ３，３００円 �� １，９２０円

３ 連 複 ��� ２７，１３０円 ３ 連 単 ��� ２２３，７００円

票 数

単勝票数 計 ３２３３７１ 的中 � １３２５０（７番人気）
複勝票数 計 ３２４３１０ 的中 � １５０１６（８番人気）� ５０２６４（３番人気）� １２４０５（９番人気）
枠連票数 計 ２３０３９０ 的中 （３－７） ４７６３（１３番人気）
普通馬連票数 計１０１０６８２ 的中 �� １４７５９（１９番人気）
馬単票数 計 ７０６４８５ 的中 �� ４３５５（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３９１７ 的中 �� ３３６１（２２番人気）�� １９５０（３８番人気）�� ３４１５（２０番人気）
３連複票数 計 ９７４８４６ 的中 ��� ２６５２（８２番人気）
３連単票数 計２３３３９８２ 的中 ��� ７７０（５６３番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．２―１１．８―１２．２―１２．６―１１．９―１１．４―１２．０

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．７―１７．９―２９．７―４１．９―５４．５―１：０６．４―１：１７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．９―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

�モエレエキスパート �
�
父 マジックマイルズ �

�
母父 エ リ シ オ （１戦１勝 賞金 １６，３０１，０００円）

２００６．５．１３生 牡２青鹿 母 アズマタイガー 母母 サンデーストーリー

※出走取消馬 ヒシアカデミー号（疾病〔右寛跛行〕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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スズノハミルトン号・ワンダーキラメキ号
※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。



２４０７１ ８月３１日 晴 良 （２０札幌１）第６日 第１１競走 ��
��２，０００�

し れ と こ

知 床 特 別
発走１６時４０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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．６
１：５６．４

良

良

６１２ マイネルスターリー 牡３鹿 ５４ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加用 正 門別 野島牧場 ４６０＋ ６２：０１．１ １１．４�

７１４ ファイブスター 牝３芦 ５２ 池添 謙一吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４０－ ４２：０１．５２� １１．５�
１１ コンプトゥス 牡３芦 ５４ 岩田 康誠吉田 勝己氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５１８＋ ２２：０１．６クビ ２．９�
２３ ギ ー ニ ョ 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４８６－ ２ 〃 クビ １１．６�
４８ アーネストリー 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４８＋３８ 〃 ハナ ４．７�
１２ タガノヴァレオ �３黒鹿５４ 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９８－ ２ 〃 ハナ ６．９�
３５ ショウナンライジン 牡４芦 ５７ 藤田 伸二国本 哲秀氏 大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４９６－ ６２：０１．９１	 １２．３	
８１６ キングバード 牡３青 ５４ 菊沢 隆徳増田 陽一氏 中村 均 浦河 日田牧場 ４４６＋ ２２：０２．１１ ５５．６

３６ 
 ロックバルーン 牡３栗 ５４ 安藤 勝己 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Lynch

Bages Ltd ４６４＋ ４２：０２．７３� １９．４�
５１０ テイエムモモタロー 牡３青鹿５４ 長谷川浩大竹園 正繼氏 鹿戸 明 静内 坂本 智広 ４４８± ０２：０２．８� １３３．３�
４７ デ ル マ ア ン 牝４鹿 ５５ 的場 勇人浅沼 廣幸氏 高橋 義博 門別 ファニーヒルファーム ４６８＋ ２ 〃 クビ １４２．９
７１３ アドマイヤビアン 牝４鹿 ５５ 芹沢 純一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４２６＋ ８２：０２．９� ７７．２�
６１１ ショウナンサヴァン 牡３鹿 ５４ 幸 英明国本 哲秀氏 上原 博之 静内 神垣 道弘 ４７６＋ ２ 〃 ハナ ３３．１�
２４ 
 マルターズストーム 牡４鹿 ５７ 松田 大作藤田 在子氏 天間 昭一 米

Dreamfields Inc,
Mark Simendinger
& Kerry Cauthen

B４５０－ ２２：０３．１１� １１９．０�
５９ 
� マチカネエベッサン 牡４鹿 ５７ 四位 洋文細川 益男氏 藤岡 健一 愛 Machi-

kane Farm ４６６＋ ６２：０３．４１	 １２０．３�
８１５ ナムラチェンジ 牡３鹿 ５４ 横山 典弘奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４７２＋１０ （競走中止） １５．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３２，４６０，４００円 複勝： ４７，４２０，８００円 枠連： ３３，５６０，９００円

普通馬連： １２７，５１２，２００円 馬単： ８１，９４４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，２１５，０００円

３連複： １３５，６５６，１００円 ３連単： ３０７，６１０，８００円 計： ８０１，３８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ３７０円 � ２９０円 � １５０円 枠 連（６－７） ３，６５０円

普通馬連 �� ５，７６０円 馬 単 �� １２，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，９８０円 �� ８４０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� ７，２１０円 ３ 連 単 ��� ５３，７５０円

票 数

単勝票数 計 ３２４６０４ 的中 � ２２５０１（４番人気）
複勝票数 計 ４７４２０８ 的中 � ２７９２８（８番人気）� ３７１３３（６番人気）� １１５１８３（１番人気）
枠連票数 計 ３３５６０９ 的中 （６－７） ６７９６（１９番人気）
普通馬連票数 計１２７５１２２ 的中 �� １６３６０（２６番人気）
馬単票数 計 ８１９４４５ 的中 �� ４９１９（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５２１５０ 的中 �� ４２３４（２６番人気）�� １０５８６（７番人気）�� １０８３６（６番人気）
３連複票数 計１３５６５６１ 的中 ��� １３８９０（２１番人気）
３連単票数 計３０７６１０８ 的中 ��� ４２２４（１８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３５．３―４７．７―５９．９―１：１２．２―１：２４．３―１：３６．８―１：４８．９

コーナー
通過順位

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

２
４
１１－８（３，１０，１２）（２，１４）１６，９，４，７（１，５）（６，１３）－１５・（１１，８，１２）（３，１４）２（１０，１６，５）（７，１）－６（４，９，１３）＝１５

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルスターリー �
�
父 スターオブコジーン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．８．２６ 札幌４着

２００５．３．２９生 牡３鹿 母 スイートウインク 母母 シ バ ス キ ー １０戦２勝 賞金 ３５，５０５，０００円
〔騎手変更〕 ナムラチェンジ号の騎手小林徹弥は，第５日第１競走での落馬負傷のため横山典弘に変更。
〔競走中止〕 ナムラチェンジ号は，競走中に疾病〔右寛跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※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 グリフィス号・フィフスアベニュー号
（非抽選馬） １頭 ハツカリ号



２４０７２ ８月３１日 晴 良 （２０札幌１）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�札幌スポニチ賞

発走１７時１０分 （芝・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
スポーツニッポン新聞社賞（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 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．３
１：０６．５

良

良

５６ オネストジョン 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二藤本 直弘氏 宮本 博 門別 藤本 直弘 B５２０－ ８１：０９．３ ４．１�

３３ � デビルズコーナー 牝３鹿 ５２ 松岡 正海吉田 和美氏 平田 修 米 Whisper
Hill Farm ４８０－ ４１：０９．４� ８．７�

２２ ダイワシークレット 牡３栗 ５４ 安藤 勝己大城 敬三氏 鹿戸 雄一 静内 服部 牧場 B４４８－ ２１：０９．５	 ２．４�
８１３ クィーンマルトク 牝６青 ５５ 梶 晃啓高浦 正雄氏 梅田 康雄 新冠 竹中牧場 ４７４＋ ６１：０９．７１
 １４．４�
５７ サニーアンジェリカ 牝４栗 ５５ 秋山真一郎宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４９６－ ４１：０９．９１
 ２２．２�
４４ アキノパンチ 牡４鹿 ５７ 横山 典弘穐吉 正孝氏 須貝 彦三 静内 松田 三千雄 ４９４－１０ 〃 クビ ５．７�
４５ ヤマニンパンテール 牝７黒鹿５５ 菊沢 隆徳土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４２４± ０ 〃 アタマ ２４．３�
７１０� フサイチバルドル �７鹿 ５７ 岩田 康誠関口 房朗氏 古賀 史生 米 Claiborne

Farm ４９８± ０１：１０．０クビ １６．５	
８１２ ラ ス ト モ ア 牡６黒鹿５７ 小原 義之堀越 毅一氏 小林 常泰 門別 川島 良一 ４９４＋ ４ 〃 クビ ３３．７

６８ ステキナブロンコ 牝８芦 ５５ 大野 拓弥牧畠 清久氏 鈴木 勝美 浦河 斉藤 英 B４７６＋１０１：１０．３１� ４９．３�
１１ バロンハーバー 牡５栗 ５７ 的場 勇人田中 博之氏 平井 雄二 平取 二風谷ファーム B４８６＋ ４１：１０．４� ５８．０�
７１１ リガードシチー 牡７鹿 ５７ 五十嵐冬樹 友駿ホースクラブ 岡田 稲男 静内 片岡牧場 ４８８－１０１：１０．５クビ ４６．１�

（北海道）

６９ テンザンアモーレ 牝６青鹿５５ 千田 輝彦平野 澄江氏 梅田 智之 静内 藤原牧場 ４６４＋ ４１：１１．２４ １１６．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４５，８３８，８００円 複勝： ５７，６２９，５００円 枠連： ４２，６８１，２００円

普通馬連： １６４，８１８，７００円 馬単： １１８，４４４，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４６，７０２，１００円

３連複： １７４，９６１，２００円 ３連単： ４８２，０４８，２００円 計： １，１３３，１２４，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １４０円 � ２５０円 � １３０円 枠 連（３－５） １，６７０円

普通馬連 �� １，９４０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ２２０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，４００円 ３ 連 単 ��� １０，４００円

票 数

単勝票数 計 ４５８３８８ 的中 � ８８９３８（２番人気）
複勝票数 計 ５７６２９５ 的中 � １２２３８８（２番人気）� ４２４２８（４番人気）� １５２９７５（１番人気）
枠連票数 計 ４２６８１２ 的中 （３－５） １８８７１（７番人気）
普通馬連票数 計１６４８１８７ 的中 �� ６２７６０（５番人気）
馬単票数 計１１８４４４６ 的中 �� ２５９６７（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４６７０２１ 的中 �� １６７５１（５番人気）�� ６３６４３（１番人気）�� ２１６０２（４番人気）
３連複票数 計１７４９６１２ 的中 ��� ９２７５３（２番人気）
３連単票数 計４８２０４８２ 的中 ��� ３４２２５（１７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．１―１１．６―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．２―３４．３―４５．９―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オネストジョン �
�
父 エイシンダンカーク �

�
母父 トウホーカムリ デビュー ２００６．１２．２３ 中京６着

２００４．５．２４生 牡４鹿 母 ハウンドトゥース 母母 ジーエムダイヤ １９戦４勝 賞金 ６１，０３０，０００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。



（２０札幌１）第６日 ８月３１日（日曜日） 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 １５８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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２５５，５６０，０００円
３，４１０，０００円
２３，８７０，０００円
２，２１０，０００円
２８，０５０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，７５６，０００円
４，３８０，０００円
１，５９５，８００円

勝馬投票券売得金
３６６，６１５，９００円
４７４，１６５，８００円
３２７，００４，３００円
１，３７３，６０７，８００円
１，００５，６８２，８００円
３８４，１７７，４００円
１，４９５，４８５，３００円
３，６８０，６７１，７００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 ９，１０７，４１１，０００円

総入場人員 １７，２５３名 （有料入場人員 １５，９５４名）




