
２５０７３１０月４日 晴 不良 （２０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
５７．７

良

重

５５ クイックハンター 牡２鹿 ５５
５４ ☆三浦 皇成櫻井 正氏 相沢 郁 日高 中川牧場 ４３２＋ ４ ５８．６ ２８．２�

４４ メリュジーヌ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 ４４０－ ２ ５８．８１� １．５�
８１１ キングスウィープ 牡２青鹿５５ 田面木博公増田 陽一氏 蛯名 信広 新ひだか 築紫 洋 ４３６± ０ ５８．９� １０８．６�
６８ ノボジュピター 牡２栗 ５５ 安藤 勝己�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４５６＋ ２ ５９．５３� １２．７�
５６ セブンシークィーン 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４８８＋ ２ 〃 ハナ ５．６�
７９ マイネルエルドラド 牡２鹿 ５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 須崎牧場 B４９２＋１２ 〃 クビ ９．３	
６７ タ ツ オ ー ラ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介鈴木 昭作氏 高市 圭二 浦河 大島牧場 ４７４－ ４ ５９．６� ２７．８

２２ ピエナマックス 牡２鹿 ５５ 大野 拓弥本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ５４２＋ ６１：００．１３ ５３．２�
３３ メイプルマキシマム 牝２鹿 ５４ 小林 久晃節 英司氏 星野 忍 新冠 安達 洋生 ４４６＋ ２１：００．３１� ８１．４�
８１２ マルマツビューティ 牝２栗 ５４ 山口 竜一松田 敏雄氏 和田 正道 浦河 村下牧場 ４６６ ―１：００．６２ １４８．５

（北海道）

１１ コーヒーゼリー 牝２鹿 ５４ 田辺 裕信小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４４４± ０１：０１．１３ １２．６�
７１０ ケージーフジ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二川井 五郎氏 中野 栄治 新ひだか 松本牧場 ４４８－ ６１：０２．５９ ７９．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，９４６，６００円 複勝： ２９，７６８，３００円 枠連： ７，２０１，７００円

普通馬連： ２５，６７３，２００円 馬単： ２６，９５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １１，６２９，５００円

３連複： ３６，３００，２００円 ３連単： ６２，７７０，１００円 計： ２１１，２４８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８２０円 複 勝 � ７００円 � １１０円 � ２，０１０円 枠 連（４－５） ３１０円

普通馬連 �� １，６７０円 馬 単 �� ５，８４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� １６，５６０円 �� ３，７１０円

３ 連 複 ��� ５９，５４０円 ３ 連 単 ��� ３５９，１１０円

票 数

単勝票数 計 １０９４６６ 的中 � ３０６３（７番人気）
複勝票数 計 ２９７６８３ 的中 � ５０３１（７番人気）� １８３７３４（１番人気）� １６２１（１０番人気）
枠連票数 計 ７２０１７ 的中 （４－５） １７１９７（１番人気）
普通馬連票数 計 ２５６７３２ 的中 �� １１３５６（６番人気）
馬単票数 計 ２６９５９０ 的中 �� ３４１０（１７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１６２９５ 的中 �� ３４８９（１０番人気）�� １６７（５４番人気）�� ７５７（２６番人気）
３連複票数 計 ３６３００２ 的中 ��� ４５０（８４番人気）
３連単票数 計 ６２７７０１ 的中 ��� １２９（４４１番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．２―３４．６―４６．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クイックハンター �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Pulpit デビュー ２００８．７．２０ 函館８着

２００６．４．２６生 牡２鹿 母 クイックリプライ 母母 Sky Reply ３戦１勝 賞金 ５，０００，０００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） ２頭 ヒロコキュート号・ミツアキクイーン号
（非抽選馬） １頭 パワーマリン号
※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。



２５０７４１０月４日 晴 稍重 （２０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

２３ グランプリエンゼル 牝２栃栗５４ 柴田 善臣北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４３６± ０１：１０．６ １０．０�

８１５ アドバンスヘイロー 牡２青鹿 ５５
５４ ☆三浦 皇成西川 隆士氏 河野 通文 新冠 佐藤 信広 ４４６＋ ６１：１１．０２� １２．５�

６１１ テイエムオーロラ 牝２青鹿５４ 藤田 伸二竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４４６－ ２１：１１．３２ ２．６�
７１４ メジロマリアン 牝２芦 ５４ 横山 典弘�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４７８＋ ２１：１１．６１� ３．９�
５９ ドリームクラフト 牡２栗 ５５ 安藤 勝己セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４３６＋ ４１：１１．７� ９．０�
８１６ スペシャルクイン 牝２青鹿５４ 柴原 央明菅藤 宗一氏 目野 哲也 浦河 小池 博幸 ４５０± ０１：１１．９１� ８．１	
４８ カシノレオン 牡２黒鹿５５ 中舘 英二柏木 務氏 須貝 彦三 鹿児島 柏木 務 ４５６＋１２１：１２．１１� １８．２

６１２ スマイルミッキー 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介広尾レース� 松永 幹夫 平取 坂東牧場 B４６８－ ６ 〃 クビ ３０．０�
２４ ボーカリスト 牡２鹿 ５５ 松田 大作増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４６８－ ８ 〃 ハナ ６６．４�
３５ フレアリングローズ 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ４６８＋ ４１：１２．３１� １８．６
７１３ ゴールドミント 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆田中 博康�木村牧場 高橋 裕 新冠 大栄牧場 ４３０－ ４１：１２．５１� ３４７．０�
３６ ヤコモクリスタル 牝２鹿 ５４ 大野 拓弥池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 大栄牧場 ４３０＋ ４１：１２．６� １２３．２�
１２ モルフェスペシャル 牝２栗 ５４ 宮崎 光行並河賢一郎氏 清水 英克 門別 森永牧場 ４２４± ０１：１２．７� １１０．０�

（北海道）

５１０ ハートノジョーカー 牝２青鹿５４ 津村 明秀鹽田 久義氏 石栗 龍彦 日高 大沢育成牧場 ４１０－ ４１：１３．１２� ８４．９�
４７ メイショウクライフ 牡２栗 ５５ 長谷川浩大松本 好�氏 梅内 忍 門別 日西牧場 ４８２＋ ６ 〃 クビ ２９９．１�
１１ キタサンオリュウ 牝２黒鹿５４ 菊沢 隆徳�大野商事 中野渡清一 静内 カタオカステーブル ４７０－１０１：１３．５２� ８１．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ９，９０５，４００円 複勝： １６，６２２，８００円 枠連： ７，０８２，３００円

普通馬連： ２２，６９０，３００円 馬単： １９，２０５，８００円 ワイド【拡大馬連】： ９，２８３，６００円

３連複： ３１，１３１，２００円 ３連単： ４５，０９４，０００円 計： １６１，０１５，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ３１０円 � ３６０円 � １５０円 枠 連（２－８） ２，４３０円

普通馬連 �� ５，９４０円 馬 単 �� ９，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８４０円 �� ６６０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ６，７９０円 ３ 連 単 ��� ７０，３６０円

票 数

単勝票数 計 ９９０５４ 的中 � ７８１２（５番人気）
複勝票数 計 １６６２２８ 的中 � １２２６７（５番人気）� １０２３４（６番人気）� ３８０１２（２番人気）
枠連票数 計 ７０８２３ 的中 （２－８） ２１５４（１３番人気）
普通馬連票数 計 ２２６９０３ 的中 �� ２８２３（１９番人気）
馬単票数 計 １９２０５８ 的中 �� １５１１（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９２８３６ 的中 �� １１９８（２３番人気）�� ３６００（７番人気）�� ２５００（１１番人気）
３連複票数 計 ３１１３１２ 的中 ��� ３３８７（２７番人気）
３連単票数 計 ４５０９４０ 的中 ��� ４７３（２０７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．２―１１．９―１１．８―１１．４―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．６―３５．５―４７．３―５８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．１
３ ・（３，１４）（４，１５，１６）（１，５）（６，８，１１）（２，９，１２）（７，１０，１３） ４ ・（３，１４）（１５，１６）（１，４，５）（８，１１）（２，６，１２）（９，１０，１３）７

勝馬の
紹 介

グランプリエンゼル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．２７ 函館２着

２００６．３．１６生 牝２栃栗 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
※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。
（非当選馬） ２頭 アートオブワールド号・バトルジュディス号
（非抽選馬） ２頭 マイネルロワイヤル号・リーディングパート号
※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。



２５０７５１０月４日 晴 重 （２０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

７１０ ツ ー ピ ー ス 牡３鹿 ５７
５６ ☆北村 友一安井 栄蔵氏 北出 成人 門別 ナカノファーム ４９２± ０１：４４．８ ２．９�

４５ サチノラパシオン 牝３鹿 ５５ 中舘 英二笹地 清幸氏 加藤 和宏 浦河 笹地牧場 ４４０－１４１：４６．０７ ６．７�
２２ シルクスペリオール 牡３芦 ５７ 柴田 善臣有限会社シルク堀 宣行 門別 ヤナガワ牧場 B４５０－ ８１：４６．１クビ １２．３�
８１２ ヴィクトリアブルー 牝３栗 ５５ 松田 大作 �ブルーマネジメント鈴木 伸尋 新冠 有限会社

ケンブリッジ ４７２－１０ 〃 クビ ９３．５�
６８ ミッキーミラクル 牡３鹿 ５７ 横山 典弘野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５３４－２４１：４６．３１� ７．３�
５６ グリッターカーラ 牝３栗 ５５

５２ ▲荻野 琢真 �サンデーレーシング 松田 国英 早来 ノーザンファーム ４８０＋ ２１：４６．４� ６．０	
８１３ マイネルアルセーヌ 牡３栗 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 門別 高橋牧場 ４５８－ ６１：４６．５クビ １１．６

６９ セイウンタナビク 牡３黒鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 中本 隆志 ４５２± ０１：４６．６� ５．０�
１１ クレイジーブルース 牝３鹿 ５５ 藤田 伸二�タイヘイ牧場 二ノ宮敬宇 静内 タイヘイ牧場 ４６６ ―１：４７．５５ ２２．５�
３３ 	 セイウンウィル 牡３青鹿 ５７

５４ ▲丸田 恭介西山 茂行氏 奥平 雅士 愛 N. Poole and
A. Franklin ４３６－ ４１：４７．８１� ６９．７

４４ アクトオブグレイス 牝３鹿 ５５ 梶 晃啓 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 境 征勝 静内 岡田牧場 ４５４－１４１：４８．０１� １６５．８�

７１１	 セイウンブレイブ 牡３鹿 ５７ 山口 竜一西山 茂行氏 浅見 秀一 愛 Nishiyama
Bokujyo ４７６± ０１：４９．３８ ８５．０�

（北海道）

５７ ゲキハクシネマ 牝３鹿 ５５
５４ ☆的場 勇人千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４０８－１６１：４９．５１� １９１．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９，５０７，７００円 複勝： １４，４９２，６００円 枠連： ７，３６２，６００円

普通馬連： ２２，７０６，７００円 馬単： ２１，０９６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ８，７２８，２００円

３連複： ２８，２０１，０００円 ３連単： ４６，２５９，５００円 計： １５８，３５５，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ２７０円 � ３００円 枠 連（４－７） ９００円

普通馬連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ６４０円 �� １，１６０円

３ 連 複 ��� ３，６８０円 ３ 連 単 ��� １６，８３０円

票 数

単勝票数 計 ９５０７７ 的中 � ２６２００（１番人気）
複勝票数 計 １４４９２６ 的中 � ３３５６３（２番人気）� １２６３１（４番人気）� １０６９４（６番人気）
枠連票数 計 ７３６２６ 的中 （４－７） ６０６５（４番人気）
普通馬連票数 計 ２２７０６７ 的中 �� １２４９７（３番人気）
馬単票数 計 ２１０９６７ 的中 �� ６４１５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８７２８２ 的中 �� ３９５３（５番人気）�� ３４２０（９番人気）�� １７８５（１７番人気）
３連複票数 計 ２８２０１０ 的中 ��� ５６６０（１２番人気）
３連単票数 計 ４６２５９５ 的中 ��� ２０２９（４６番人気）

ハロンタイム ６．６―１１．３―１２．３―１２．７―１２．６―１２．５―１２．４―１２．１―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．９―３０．２―４２．９―５５．５―１：０８．０―１：２０．４―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．３―３F３６．８
１
３

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

勝馬の
紹 介

ツ ー ピ ー ス �
�
父 エイシンワシントン �

�
母父 エアダブリン デビュー ２００８．６．１４ 中京３着

２００５．５．１６生 牡３鹿 母 フ ジ リ ュ ー 母母 サリーキーストン ６戦１勝 賞金 ８，３５０，０００円
〔発走状況〕 ツーピース号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ツーピース号は，平成２０年１０月５日から平成２０年１１月３日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。
※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 クリプトジュエル号
※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。



２５０７６１０月４日 晴 重 （２０札幌２）第７日 第４競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時２０分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�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

５７．５
５７．１

良

稍重

３３ サウスサプライズ 牝３栗 ５３
５０ ▲丸田 恭介南波 壽氏 加用 正 門別 木村牧場 ４４８＋ ２ ５８．２ ２．０�

４４ ベルモントユリア 牝５黒鹿５５ 菊沢 隆徳 �ベルモントファーム 中野渡清一 新冠 ベルモント
ファーム ４７６＋ ８ 〃 アタマ ５．５�

２２ フ ヨ ウ 牝３黒鹿５３ 津村 明秀田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 福岡 光夫 ４６４＋ ６ ５８．５１� ５．５�
５６ � モエレフェミニン 牝３黒鹿５３ 大野 拓弥宮田 直也氏 藤原 辰雄 三石 前田 宗将 ４７０＋１２ ５８．６� １８．１�
７１０ シルキーキュート 牝４黒鹿５５ 郷原 洋司有限会社シルク保田 一隆 三石 タツヤファーム ４９４＋ ２ ５９．２３� ２４．７�
７９ ジパングエンジェル 牝７鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真吉野 吉晴氏 高松 邦男 門別 富川牧場 ４６８＋ ８ ５９．３� ２２５．３�
１１ チャームチェリー 牝３鹿 ５３

５２ ☆田中 博康タマモ	 萱野 浩二 静内 岡田 猛 ４８６＋１０ ５９．５１� １８．７

８１２ ハイデフィニション 牝３鹿 ５３ 中舘 英二岡田 牧雄氏 高橋 裕 三石 川端牧場 B４９８－ ６ ５９．６クビ １６．７�
５５ ア ム ネ リ ス 牝３鹿 ５３ 小原 義之 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 本郷 一彦 浦河 ヒダカフアーム ４６６－ ２ 〃 クビ ３７．６�
６７ サ ル ラ 牝３黒鹿 ５３

５２ ☆三浦 皇成北山 敏氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム ４８４＋ ４ ５９．７� ８．８�
６８ ウェーブガール 牝４鹿 ５５ 梶 晃啓四方堂第五郎氏 萱野 浩二 静内 高橋 誠次 B４４０－ ８ ５９．８� ３０．７�
８１１� カクテルウィッシュ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆北村 友一�ターフ・スポート高橋 裕 浦河 冨岡牧場 ４５２＋ ２１：００．４３� ９１．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，９７５，０００円 複勝： １６，２９７，５００円 枠連： ７，７７７，８００円

普通馬連： ２５，０４９，１００円 馬単： ２４，２３６，２００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３２９，２００円

３連複： ３２，２１３，７００円 ３連単： ５８，５９３，１００円 計： １８５，４７１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １４０円 枠 連（３－４） ４７０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２１０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� ５００円 ３ 連 単 ��� ２，０５０円

票 数

単勝票数 計 １０９７５０ 的中 � ４３４３６（１番人気）
複勝票数 計 １６２９７５ 的中 � ５４９２０（１番人気）� ２２７４３（３番人気）� ２８０８５（２番人気）
枠連票数 計 ７７７７８ 的中 （３－４） １２２６４（１番人気）
普通馬連票数 計 ２５０４９１ 的中 �� ３８０８０（２番人気）
馬単票数 計 ２４２３６２ 的中 �� ２２４７６（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３２９２ 的中 �� １７５３４（１番人気）�� １２１２６（２番人気）�� ６８２３（４番人気）
３連複票数 計 ３２２１３７ 的中 ��� ４８１３３（１番人気）
３連単票数 計 ５８５９３１ 的中 ��� ２１１５５（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．３―１１．６―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．９―３４．２―４５．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウスサプライズ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ラストタイクーン デビュー ２００８．２．２４ 京都２着

２００５．４．１８生 牝３栗 母 サウスビューティー 母母 チ ッ ク ８戦２勝 賞金 ２５，３００，０００円
〔発走状況〕 サルラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サルラ号は，発走調教再審査。
※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 カリキュレイター号



２５０７７１０月４日 晴 稍重 （２０札幌２）第７日 第５競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時５０分 （芝・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

２：３９．１
２：３７．４

良

良

４６ トーアヘンリー 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥東亜駿馬� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 ４７８－ ２２：４３．４ ５．８�

７１２ エナージバイオ 牡３栗 ５４
５１ ▲丸田 恭介バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６８－ ２２：４３．６１� ８．０�

８１３ ドリームシーカー �６栗 ５７ 津村 明秀 �サンデーレーシング 武市 康男 早来 ノーザンファーム B４６４＋１２２：４３．８１� ２１．６�
５８ ユ メ キ コ ウ 牝５鹿 ５５ 松田 大作 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４３４± ０ 〃 アタマ ４９．３�
２２ アグネスボンバー 牡３栗 ５４

５３ ☆的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 浦河 高昭牧場 ４９０＋ ２２：４３．９� ４９．２�
４５ キャッスルトン 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 追分 追分ファーム ４４４＋ ２２：４４．１１� ２０．０	
１１ コスモスプラッシュ 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４２０－ ２ 〃 アタマ ８．６

５７ � メルシーゴールド 牡４鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム ５１０＋ ２ 〃 アタマ ２．０�
６９ ニシノバニーガール 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４５８＋ ８２：４４．５２� ７２．３�
８１４ マイネソシオ 牝３青鹿５２ 五十嵐冬樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４２０＋ ４ 〃 アタマ ７．９
（北海道）

７１１� ルミノゴールド 牡４青鹿５７ 古川 吉洋尾上 松壽氏 松山 将樹 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０－ ２２：４５．３５ ３６．５�

６１０� ヒドゥンアジェンダ 牡４鹿 ５７ 菊沢 隆徳諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B４６４± ０２：４５．８３ ５６．１�
３４ ロイバーブリング 牡５鹿 ５７

５６ ☆田中 博康村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 ４８４＋ ４２：４６．２２� １０２．７�
３３ アラマサトップガン 牝３鹿 ５２ 山口 竜一�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３２－ ２２：４９．８大差 １５７．４�

（北海道）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，３０１，１００円 複勝： １４，９９３，５００円 枠連： ８，３７５，３００円

普通馬連： ２５，８４２，５００円 馬単： ２４，３１６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９，９３２，０００円

３連複： ３２，３４２，４００円 ３連単： ６０，７４３，６００円 計： １８６，８４７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � ２３０円 � ３７０円 枠 連（４－７） １，３００円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ３，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，２８０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ９，２９０円 ３ 連 単 ��� ４０，６８０円

票 数

単勝票数 計 １０３０１１ 的中 � １４０９２（２番人気）
複勝票数 計 １４９９３５ 的中 � ２１０１８（２番人気）� １８２３５（３番人気）� ９３９５（６番人気）
枠連票数 計 ８３７５３ 的中 （４－７） ４７６６（６番人気）
普通馬連票数 計 ２５８４２５ 的中 �� ９５６１（７番人気）
馬単票数 計 ２４３１６７ 的中 �� ４５２３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９３２０ 的中 �� ４００９（６番人気）�� １８８６（１４番人気）�� １５６６（１７番人気）
３連複票数 計 ３２３４２４ 的中 ��� ２５７２（２７番人気）
３連単票数 計 ６０７４３６ 的中 ��� １１０２（１２７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１２．１―１２．４―１２．７―１３．２―１３．３―１３．３―１２．７―１２．１―１２．２―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．９―２４．６―３６．７―４９．１―１：０１．８―１：１５．０―１：２８．３―１：４１．６―１：５４．３―２：０６．４―２：１８．６―２：３０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→→�」 上り４F４９．１―３F３７．０
１
�
２－１０－（６，１１，１４）５－（７，４）８，１３（１２，９）１－３
２，１０（６，１１）（５，１４）７（１３，８）（４，９）（１２，１）＝３

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

勝馬の
紹 介

トーアヘンリー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００７．９．８ 札幌７着

２００５．３．２９生 牡３鹿 母 トーアエカテリーナ 母母 トーアヴィクトリア １１戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔制裁〕 エナージバイオ号の騎手丸田恭介は，２周目３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラマサトップガン号は，平成２０年１１月４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ヴィクトリアルイゼ号・サイアーエフェクト号・サラノコジーン号・ホッキートックマン号・マンテンテイオー号
※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。



２５０７８１０月４日 晴 重 （２０札幌２）第７日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０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

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

７１１ リネンヤクシン 牡５鹿 ５７ 田辺 裕信戸山 光男氏 南田美知雄 門別 白井牧場 B５１２＋ ２１：４３．８ １５．６�

５７ ヒロノグレガ 牡３芦 ５５ 柴田 善臣山内 広氏 清水 美波 浦河 鈴木 武蔵 ４８０＋ ４１：４４．１２ ５７．９�
３３ シャドウブルース 牡４鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成飯塚 知一氏 河野 通文 追分 追分ファーム B４９４－ ２１：４４．４１� ５．９�
６９ ウインアトラス 牡３栗 ５５ 松田 大作�ウイン 藤原 英昭 新冠 村上 欽哉 ４５２± ０ 〃 ハナ ３．６�
２２ オークヒルズ 牝３黒鹿５３ 藤岡 佑介後藤 繁樹氏 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４５２± ０ 〃 ハナ ５．５�
４５ シャンパンファイト 牡３黒鹿５５ 藤田 伸二青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５１４＋１２１：４４．５� ２．４�
６８ � コウメイグリーン 牡４鹿 ５７

５４ ▲丸田 恭介斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 B４８８＋ ４１：４５．４５ ３５．６	
１１ ヒットトップガン 牡４鹿 ５７ 河北 通池田 豊治氏 小野 幸治 新冠 佐藤 信広 ４６０＋ ４１：４５．６１� ５５．５

８１２� ヒロノバイオ 牡３鹿 ５５ 五十嵐冬樹中島 稔氏 境 征勝 浦河 藤坂 秋雄 B４９４± ０ 〃 クビ １３５．７�

（北海道）

７１０ ワンダーリディア 牡５鹿 ５７ 山口 竜一山本 信行氏 佐藤 正雄 浦河 オーナー牧場 ５１８－ ６１：４６．２３� ６６．２�
（北海道）

８１３ ラインルージュ 牝３芦 ５３
５０ ▲荻野 琢真大澤 繁昌氏 昆 貢 三石 タツヤファーム ４３２± ０１：４６．８３� ２３．７

４４ スズカゲラン 牝５青鹿５５ 竹之下智昭永井 啓弍氏 小野 幸治 門別 白井牧場 ４６０＋１０１：４８．７大差 １０５．８�

（１２頭）
５６ ジョーモルデュー 牡４鹿 ５７ 中舘 英二上田けい子氏 柴田 光陽 静内 田中 裕之 （計量不能） （競走除外）

売 得 金

単勝： １１，０３１，４００円 複勝： １４，３４４，０００円 枠連： ９，１１１，３００円

普通馬連： ２６，４３２，３００円 馬単： ２４，１９９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １０，４３８，０００円

３連複： ３１，２７５，０００円 ３連単： ６６，１４８，１００円 計： １９２，９７９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５６０円 複 勝 � ３４０円 � １，３８０円 � １８０円 枠 連（５－７） １４，６９０円

普通馬連 �� ３４，５３０円 馬 単 �� ７３，８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５，３７０円 �� ９８０円 �� ２，２７０円

３ 連 複 ��� ４７，９９０円 ３ 連 単 ��� ４３５，８７０円

票 数

単勝票数 差引計 １１０３１４（返還計 ９５５） 的中 � ５５９１（５番人気）
複勝票数 差引計 １４３４４０（返還計 ５７０） 的中 � １０３９２（５番人気）� ２１２４（９番人気）� ２８４３９（３番人気）
枠連票数 差引計 ９１１１３（返還計 ３５） 的中 （５－７） ４５８（２３番人気）
普通馬連票数 差引計 ２６４３２３（返還計 ６９５６） 的中 �� ５６５（４２番人気）
馬単票数 差引計 ２４１９９３（返還計 ４９８４） 的中 �� ２４２（８４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １０４３８０（返還計 ２０１４） 的中 �� ４６５（３７番人気）�� ２７３０（１０番人気）�� １１２１（２０番人気）
３連複票数 差引計 ３１２７５０（返還計 １３９４５） 的中 ��� ４８１（７９番人気）
３連単票数 差引計 ６６１４８１（返還計 ２９０２０） 的中 ��� １１２（５５２番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．０―１１．６―１１．９―１２．５―１２．５―１２．７―１２．１―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．７―２９．３―４１．２―５３．７―１：０６．２―１：１８．９―１：３１．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

リネンヤクシン �
�
父 カコイーシーズ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００５．９．１８ 中山６着

２００３．３．２２生 牡５鹿 母 リネンティアラ 母母 エリモイメージ ２６戦２勝 賞金 ２０，８５０，０００円
〔競走除外〕 ジョーモルデュー号は，装鞍所集合の際に疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。
※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。
（非抽選馬） ３頭 エプソムアイリス号・テイエムカイブツ号・ピサノシェンロン号
※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。



２５０７９１０月４日 晴 良 （２０札幌２）第７日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０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

１：４６．７
１：４４．１

良

良

４６ マイネルスカット 牡５黒鹿５７ 中舘 英二 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 静内 タイヘイ牧場 ５０６＋ ６１：４８．８ １９．８�

３４ エアシャトゥーシュ 牡３鹿 ５５ 松田 大作 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４６６－ ４１：４９．２２� ４．９�
４５ 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 ４８２－ ２１：４９．４１� ２．３�
５７ ニシノシュテルン 牡３鹿 ５５

５４ ☆三浦 皇成西山 茂行氏 河野 通文 鵡川 西山牧場 ４８６± ０１：４９．７１� ３．５�
１１ ハ ー リ カ 牝３黒鹿５３ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 中本 隆志 ４５６－ ６ 〃 クビ １３．５�
７１１ フィフスアベニュー 牝４青鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真山本 慎一氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント B５０２＋ ２１：４９．９１� １８．７�
３３ ディアディアー 牡３鹿 ５５ 長谷川浩大ディアレスト 柄崎 孝 門別 新井 昭二 ４８２＋ ２１：５０．２１� １２９．０	
６９ � サムタイムレーター 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋小林 祥晃氏 梅田 智之 静内 片岡 博 ４２６＋ ６ 〃 クビ ３２．８

８１３ マイサイドキック 牡３栗 ５５

５４ ☆北村 友一井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５００± ０１：５０．７３ １９．６�
６１０	 ディーズエトワール 牝３鹿 ５３ 宮崎 光行秋谷 壽之氏 松本 隆宏 新冠 川上牧場 ４８０－１０１：５２．０８ ７１．５�

（北海道） （北海道）

８１４� ウインウラカワ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎小林牧場 田中 章博 浦河 本巣 政治 ４２０± ０１：５２．４２� １６３．４�
７１２� ピンクノチカラ 牝４鹿 ５５ 河北 通木村 久子氏 小野 幸治 静内 フジワラフアーム ４３６± ０１：５２．６１� ２５０．７�
５８ 	 ライトオブマリア 牝３鹿 ５３ 五十嵐冬樹佐竹 学氏 石本 孝博 静内 佐竹 学 ４６８± ０１：５２．７� ３９．６�

（北海道） （北海道）

２２ バブルガムローマン 牡３鹿 ５５
５４ ☆的場 勇人西村 憲人氏 目野 哲也 浦河 惣田 英幸 B４９２－ ２１：５２．９１� ９３．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，７１８，２００円 複勝： １４，５６１，０００円 枠連： ８，９３０，６００円

普通馬連： ２８，４４６，２００円 馬単： ２１，８７８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３０５，０００円

３連複： ３０，５５３，３００円 ３連単： ６０，７２５，１００円 計： １８６，１１８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９８０円 複 勝 � ３５０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（３－４） ４４０円

普通馬連 �� ４，５４０円 馬 単 �� １２，８２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２００円 �� ７９０円 �� ２３０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 ��� ２９，５１０円

票 数

単勝票数 計 １０７１８２ 的中 � ４２７８（７番人気）
複勝票数 計 １４５６１０ 的中 � ７４５６（６番人気）� ２５８０４（３番人気）� ３８９１０（１番人気）
枠連票数 計 ８９３０６ 的中 （３－４） １５０７０（２番人気）
普通馬連票数 計 ２８４４６２ 的中 �� ４６２９（１６番人気）
馬単票数 計 ２１８７８７ 的中 �� １２６０（３６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３０５０ 的中 �� １８４８（１６番人気）�� ２９１５（９番人気）�� １３８４７（２番人気）
３連複票数 計 ３０５５３３ 的中 ��� ８２２８（９番人気）
３連単票数 計 ６０７２５１ 的中 ��� １５１９（９７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．４―１１．８―１２．０―１２．６―１２．６―１２．２―１１．９―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．７―３５．５―４７．５―１：００．１―１：１２．７―１：２４．９―１：３６．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルスカット �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００５．７．１０ 福島３着

２００３．５．１０生 牡５黒鹿 母 シンメイリボーン 母母 ベロナスポート ２９戦３勝 賞金 ４３，７７０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 バブルガムローマン号は，平成２０年１１月４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 ホワイトヴェール号
（非抽選馬） １頭 ミラクルプリンセス号
※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。



２５０８０１０月４日 晴 重 （２０札幌２）第７日 第８競走 ��１，７００�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

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

５６ ハニーフラッグ 牝４芦 ５５
５２ ▲丸田 恭介小林 英一氏 須貝 彦三 門別 出口牧場 ４７２± ０１：４４．７ １３．０�

３３ マルサライガー �４黒鹿５７ 松田 大作鈴木キヌ子氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４６６＋ ２１：４４．８� １３．２�
４５ アプローズヒーロー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘小野 博郷氏 石栗 龍彦 三石 稲葉牧場 ４５８＋ ８１：４５．０１� ２．５�
６９ � バイタリティー 牡３芦 ５５ 中舘 英二水上 行雄氏 平井 雄二 浦河 笠松牧場 ４９６± ０１：４５．１� ８５．８�
４４ ニューロザリオ 牡３鹿 ５５

５４ ☆北村 友一本間 茂氏 池添 兼雄 静内 藤川フアーム ４７０± ０１：４５．２� １５．７�
８１２ ポートスピード 牡３栗 ５５ 秋山真一郎水戸眞知子氏 田中 章博 三石 前川 清彦 ５０２＋ ２１：４５．４１	 ３．６�
８１３ ロングエンパイヤ 牡５鹿 ５７ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４７０－ ４１：４５．６� ２３．８�
１１ ファイナルジャッジ 牡３青鹿５５ 山口 竜一深見 富朗氏 五十嵐忠男 鵡川 市川牧場 B４５６－ ４ 〃 アタマ １７．４	

（北海道）

７１０� ターニングスワロー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５０６－ ８１：４５．９２ ６．１

７１１ メイショウドレイク 牡３黒鹿５５ 藤田 伸二松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 B５１２± ０１：４６．０クビ １７．８�
５７ � クリールボルケーノ 牡４栗 ５７ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 門別 倉見牧場 B４８８－ ６ 〃 ハナ ７７．８�
２２ コアレスルドルフ 牡３鹿 ５５ 宮崎 光行小林 昌志氏 成島 英春 門別 原田牧場 B４６２± ０１：４６．５３ ２０６．３

（北海道）

６８ サミーデザート 牡５栗 ５７ 五十嵐冬樹鈴木正一郎氏 増本 豊 浦河 谷口牧場 ４８８＋ ２ 〃 クビ ５５．８�
（北海道）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，３５３，８００円 複勝： １４，０３０，７００円 枠連： １５，３２０，５００円

普通馬連： ２７，７４３，３００円 馬単： ２２，４９６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １０，１５０，６００円

３連複： ３２，８６０，１００円 ３連単： ６２，２７６，８００円 計： １９７，２３２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � ２３０円 � ３００円 � １４０円 枠 連（３－５） ８，２７０円

普通馬連 �� ５，１５０円 馬 単 �� １０，５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，６８０円 �� ５５０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ４，９３０円 ３ 連 単 ��� ５０，２３０円

票 数

単勝票数 計 １２３５３８ 的中 � ７５１７（４番人気）
複勝票数 計 １４０３０７ 的中 � １４９０５（３番人気）� １０２６２（６番人気）� ３４３２７（１番人気）
枠連票数 計 １５３２０５ 的中 （３－５） １３６８（２０番人気）
普通馬連票数 計 ２７７４３３ 的中 �� ３９８１（２０番人気）
馬単票数 計 ２２４９６９ 的中 �� １５７１（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０１５０６ 的中 �� １４２０（２５番人気）�� ４７８７（３番人気）�� ２９９２（８番人気）
３連複票数 計 ３２８６０１ 的中 ��� ４９２４（１６番人気）
３連単票数 計 ６２２７６８ 的中 ��� ９１５（１７２番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．３―１１．９―１２．５―１２．３―１２．２―１２．４―１２．１―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―３０．０―４２．５―５４．８―１：０７．０―１：１９．４―１：３１．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

ハニーフラッグ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２００７．６．１７ 函館６着

２００４．３．２２生 牝４芦 母 ポイントフラッグ 母母 パストラリズム １１戦２勝 賞金 １７，６００，０００円
〔発走状況〕 バイタリティー号は，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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 アツキオモイ号・ニシノシャア号
※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。



２５０８１１０月４日 晴 良 （２０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１５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

１：０７．９
１：０６．５

良

良

３５ リルティングソング 牝３栗 ５３ 五十嵐冬樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４５６－ ８１：１０．８ ２９．１�

（北海道）

１１ � ウルトラボルケーノ 牡５黒鹿５７ 古川 吉洋西浦 和男氏 土田 稔 門別 出口牧場 B５１０＋ ８１：１１．０１� １７４．９�
８１６ ノボディーヴォ 牡３栗 ５５ 大野 拓弥�LS.M 西塚 安夫 浦河 高昭牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ ２１．０�
６１２ コアレスカポーテ 牡３鹿 ５５

５２ ▲丸田 恭介小林 昌志氏 池上 昌弘 静内 静内酒井牧場 ４７４－ ２１：１１．１� ９．４�
８１５� ロンシャンステージ 牡４芦 ５７

５６ ☆北村 友一前田 榮生氏 二本柳俊一 青森 競馬牧場 ４６８－ ２ 〃 クビ ６４．２�
３６ ショウリュウアクト 牡４栗 ５７ 藤田 伸二上田 亙氏 佐々木晶三 三石 原口牧場 ４７８－ ４ 〃 アタマ ２．４�
１２ � ミサトバレー 牝３栗 ５３ 山口 竜一戸部 洋氏 石栗 龍彦 静内 真歌伊藤牧場 ４４８－ ６１：１１．３１� ４５．６	

（北海道）

４７ トラックワンダー 牝３黒鹿５３ 秋山真一郎岩本 允氏 藤原 辰雄 新冠 田上 光征 ４７４－ ６ 〃 ハナ ６．４

７１３� イナズマレオ 牡３黒鹿５５ 横山 典弘小泉 賢悟氏 �田 研二 新冠 ヒノデファーム ４７４± ０ 〃 ハナ １３．３�
２３ リップサービス 牝３鹿 ５３ 柴田 善臣藤本 直弘氏 鹿戸 雄一 浦河 荻伏牧場 ４３６－ ２ 〃 ハナ ３０．１
５９ セントラルパーク 牝４栗 ５５ 松田 大作山本 敏晴氏 藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント ４５２－ ２１：１１．５� ４９．８�
７１４ スイングロウ 牝４青 ５５

５４ ☆田中 博康加藤 徹氏 成島 英春 静内 高橋 修 ４３２＋ ２１：１１．７１� ２２．９�
４８ クレバーデューク 牡４鹿 ５７ 中舘 英二田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６８＋ ４ 〃 クビ ６．０�
６１１ アミューズチェリー 牝３鹿 ５３

５２ ☆的場 勇人チエリー商事� 嶋田 功 三石 大塚牧場 ４８６＋ ４１：１２．１２� ８４．８�
５１０ オースノムスメ 牝４鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真�協和牧場 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ５０６± ０１：１２．４２ １２．８�
２４ ノボスイーツ 牝４芦 ５５ 田辺 裕信�LS.M 西塚 安夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４１６± ０１：１３．３５ ６２．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０６３，２００円 複勝： ２３，６４８，２００円 枠連： １６，４６２，５００円

普通馬連： ４６，２９３，３００円 馬単： ３４，８５８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８９０，９００円

３連複： ６０，３０４，７００円 ３連単： １２２，９８５，８００円 計： ３３５，５０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９１０円 複 勝 � １，０８０円 � ６，１７０円 � ７６０円 枠 連（１－３） ６，１４０円

普通馬連 �� １１２，０２０円 馬 単 �� ２５９，８６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５，７９０円 �� ８，０４０円 �� ４２，３９０円

３ 連 複 ��� ２，１１９，２８０円 ３ 連 単 ��� ４，７７７，０３０円

票 数

単勝票数 計 １５０６３２ 的中 � ４０８９（９番人気）
複勝票数 計 ２３６４８２ 的中 � ５８５０（１０番人気）� ９５８（１６番人気）� ８５７７（７番人気）
枠連票数 計 １６４６２５ 的中 （１－３） １９８１（１９番人気）
普通馬連票数 計 ４６２９３３ 的中 �� ３０５（１０８番人気）
馬単票数 計 ３４８５８４ 的中 �� ９９（２２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５８９０９ 的中 �� １０９（１１５番人気）�� ４８９（７４番人気）�� ９２（１１７番人気）
３連複票数 計 ６０３０４７ 的中 ��� ２１（５４９番人気）
３連単票数 計１２２９８５８ 的中 ��� １９（３００５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．１―１１．５―１１．９―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２３．８―３５．３―４７．２―５８．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．５
３ １５，１６（５，４）７（１，３，８，１２）（２，６，１０）－（９，１３）（１１，１４） ４ ・（１５，１６）（５，３，４，７）（１，６，８，１２）（２，９，１０，１３）（１１，１４）

勝馬の
紹 介

リルティングソング �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 リ ズ ム デビュー ２００８．１．１２ 中山１４着

２００５．２．２生 牝３栗 母 エ ッ コ 母母 サクラユタカヒメ ９戦２勝 賞金 １６，２００，０００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。
（非抽選馬） ３頭 クリップフェアリー号・ファンタジックキー号・メジロアリエル号
※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。



２５０８２１０月４日 晴 良 （２０札幌２）第７日 第１０競走 ��
��１，８００�道新スポーツ賞

発走１４時５０分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．９．２９以降２０．９．２８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３５７，０００円 １０２，０００円 ５１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４４．１

良

良

３４ スペシャルフロート 牝４鹿 ５２ 菊沢 隆徳吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４４６－ ６１：４９．５ ２３．２�

８１４ ダブルヒーロー 牡４鹿 ５６ 藤田 伸二小川 弘氏 斎藤 宏 浦河 北光牧場 ５１６＋ ４ 〃 クビ ４．２�
２２ オリオンオンサイト 牝５鹿 ５２ 的場 勇人平本 敏夫氏 矢作 芳人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４９４± ０１：４９．６� ３７．４�
４６ � ロードエキスパート �５黒鹿５３ 津村 明秀 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 英 Dunchurch

Lodge Stud Co ４６４－ ２１：４９．９１� ７４．３�
３３ � ミゼリコルデ 牝３鹿 ５３ 三浦 皇成吉田 和子氏 音無 秀孝 英 Meon Val-

ley Stud ４８０＋ ２１：５０．０	 ２．２�
５８ ボーテセレスト 牝４鹿 ５２ 秋山真一郎�錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 ４２０± ０１：５０．１� １６．６�
７１２ セラフィックロンプ 牝４青鹿５５ 古川 吉洋井上 一郎氏 武藤 善則 新冠 守矢牧場 ４９２＋ ８１：５０．２クビ ８．３	
６１０ ニットウサラン 牝５鹿 ５２ 梶 晃啓
日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４８２－ ４１：５０．３� ８８．１�
８１３ シンシンマーキー 牝６芦 ５１ 竹之下智昭
槇本牧場 新川 恵 門別 三輪牧場 ４９８＋ ６１：５０．６１� ９１．９�
５７ アサヒバロン 牡４鹿 ５５ 柴田 善臣寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５２２± ０１：５０．７� １４．４
７１１ ユキノハリケーン 牡４鹿 ５７ 中舘 英二馬場 幸廣氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ５００＋ ６１：５０．９� ６．５�
４５ � トップジャイアンツ 牡３鹿 ５２ 武 英智横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

Austramore Pty Ltd,
Codds Flat Bloodstock
Pty Ltd, San Pauli Ltd

４９０－ ２１：５１．１１
 ８４．８�
１１ リガードシチー 牡７鹿 ５４ 五十嵐冬樹 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 静内 片岡牧場 ４８８± ０１：５１．４１� １２０．２�

（北海道）

６９ トーセントップラン 牝４栗 ５２ 荻野 琢真島川 �哉氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４８０± ０１：５２．０３	 ３７．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １９，６４８，５００円 複勝： ２３，６７１，８００円 枠連： １７，６２１，９００円

普通馬連： ５７，６６７，９００円 馬単： ４２，２６８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １７，９２７，０００円

３連複： ６２，２０６，６００円 ３連単： １４３，５０８，９００円 計： ３８４，５２０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３２０円 複 勝 � ５１０円 � １７０円 � ６３０円 枠 連（３－８） ４４０円

普通馬連 �� ４，１８０円 馬 単 �� １０，６２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２９０円 �� ３，３１０円 �� １，９７０円

３ 連 複 ��� ２０，４２０円 ３ 連 単 ��� １６９，４６０円

票 数

単勝票数 計 １９６４８５ 的中 � ６６８２（７番人気）
複勝票数 計 ２３６７１８ 的中 � １０４８６（７番人気）� ４７９８２（２番人気）� ８３６４（８番人気）
枠連票数 計 １７６２１９ 的中 （３－８） ２９５６７（２番人気）
普通馬連票数 計 ５７６６７９ 的中 �� １０２０１（１５番人気）
馬単票数 計 ４２２６８０ 的中 �� ２９３８（３３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７９２７０ 的中 �� ３４９７（１４番人気）�� １３１３（３２番人気）�� ２２４４（２１番人気）
３連複票数 計 ６２２０６６ 的中 ��� ２２４９（５７番人気）
３連単票数 計１４３５０８９ 的中 ��� ６２５（４０４番人気）

ハロンタイム １２．１―１２．４―１２．３―１２．４―１２．６―１２．２―１１．８―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．１―２４．５―３６．８―４９．２―１：０１．８―１：１４．０―１：２５．８―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スペシャルフロート �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 リアルシヤダイ デビュー ２００７．４．２９ 新潟１着

２００４．４．２５生 牝４鹿 母 ダイイチフローネ 母母 レガシーオブストレングス ２０戦４勝 賞金 ４３，３５５，０００円
〔その他〕 アサヒバロン号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アサヒバロン号は，平成２０年１２月４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９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ９頭 アドマイヤダーリン号・アロマンシェス号・エバンジェリスト号・クラウニングワーク号・ジャングルテクノ号・

パッションレッド号・ファンドリウェーブ号・ライオングラス号・リネンフィールド号
※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。



２５０８３１０月４日 晴 良 （２０札幌２）第７日 第１１競走
第４３回農林水産省賞典

��
��１，８００�札幌２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時２５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 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００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

３４ ロジユニヴァース 牡２鹿 ５５ 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４９４＋２６１：４９．１ ４．０�

５７ � イグゼキュティヴ 牡２鹿 ５５ 津村 明秀岡田 繁幸氏 田部 和則 新ひだか 沖田 忠幸 ４８２－ ４１：４９．３１� １０．４�
（北海道）

２２ � モエレエキスパート 牡２青鹿５５ 山口 竜一中村 和夫氏 堂山 芳則 新ひだか 中村 和夫 ４６０－ ４１：４９．５１� ５．３�
（北海道） （北海道）

８１３ テーオーストーム 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 門別 ヤナガワ牧場 ４８０＋ ４１：５０．１３� ４．９�
６１０ ピロートーク 牝２栗 ５４ 大野 拓弥齊藤四方司氏 藤原 辰雄 静内 飛野牧場 ４１４＋ ２１：５０．３１� ６６．７�
７１２ ダノンヒデキ 牡２黒鹿５５ 藤田 伸二�ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８８＋１４１：５０．４	 １０．５�
５８ メイショウイエミツ 牡２栗 ５５ 中舘 英二松本 好雄氏 安田伊佐夫 浦河 辻 牧場 ５０８＋ ２１：５０．８２� ３５．８	
７１１ フォーレイカー 牡２鹿 ５５ 柴田 善臣
ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７６－ ４１：５０．９	 ２４．８�
８１４ メジロチャンプ 牡２鹿 ５５ 菊沢 隆徳メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４９６＋ ６１：５１．２１	 ２２．０�
１１ アグネスクイック 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成渡辺 孝男氏 河野 通文 千歳 社台ファーム ５２０＋ ４１：５１．３� ２５．８
６９ ステイマックス 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４４０－ ４ 〃 クビ ５７．０�
４５ ナムラカイシュウ 牡２鹿 ５５ 武 英智奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４９２－ ６１：５１．４� ７．５�
３３ アドマイヤサムライ 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己近藤 利一氏 橋田 満 新冠 オリエント牧場 ４６８＋１２１：５１．６１ １０．５�
４６ イーサンヘモス 牡２青鹿５５ 田辺 裕信国本 勇氏 西塚 安夫 門別 新井 昭二 ４８２＋ ６１：５２．１３ １２４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ５１，３４８，４００円 複勝： ６４，９０３，０００円 枠連： ４２，９７６，６００円

普通馬連： ２５５，１５３，８００円 馬単： １４４，２８０，２００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，８２１，４００円

３連複： ２５３，０６４，８００円 ３連単： ５２９，９４６，４００円 計： １，３９５，４９４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １９０円 � ２４０円 � １９０円 枠 連（３－５） １，２３０円

普通馬連 �� ２，３４０円 馬 単 �� ３，９１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８７０円 �� ６００円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� ３，１１０円 ３ 連 単 ��� １９，９６０円

票 数

単勝票数 計 ５１３４８４ 的中 � １０２４１６（１番人気）
複勝票数 計 ６４９０３０ 的中 � ９８９６４（２番人気）� ６６７６１（４番人気）� ９７７４６（３番人気）
枠連票数 計 ４２９７６６ 的中 （３－５） ２５９４７（６番人気）
普通馬連票数 計２５５１５３８ 的中 �� ８０６２１（１２番人気）
馬単票数 計１４４２８０２ 的中 �� ２７２７８（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３８２１４ 的中 �� １４７８９（１１番人気）�� ２２３８３（４番人気）�� ２２８１３（３番人気）
３連複票数 計２５３０６４８ 的中 ��� ６００９３（６番人気）
３連単票数 計５２９９４６４ 的中 ��� １９６０４（３９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．２―２３．８―３６．０―４８．０―１：００．３―１：１２．３―１：２４．３―１：３６．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロジユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Cape Cross デビュー ２００８．７．６ 阪神１着

２００６．３．１１生 牡２鹿 母 アコースティクス 母母 ソ ニ ン ク ２戦２勝 賞金 ３９，４９７，０００円
※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。
（非当選馬） ４頭 キングスレガリア号・シェーンヴァルト号・ネコパンチ号・マイネルエルフ号
※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。



２５０８４１０月４日 晴 重 （２０札幌２）第７日 第１２競走 ��
��１，７００�オ ー ロ ラ 特 別

発走１６時００分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

３３ プラテアード 牡４芦 ５７ 安藤 勝己 �キャロットファーム 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５３０± ０１：４３．２ １．６�

２２ アートオブウォー 牡４栗 ５７ 小原 義之岡田 隆寛氏 小原伊佐美 静内 岡田 猛 ４９６＋ ２１：４３．４１� ６．６�
５６ タガノクリスエス 牝３鹿 ５３ 菊沢 隆徳八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４７４± ０１：４３．６１� １２．７�
５７ カネスラファール 牡４黒鹿５７ 宮崎 光行杉澤 光雄氏 根本 康広 門別 坂 牧場 ５００＋ ８１：４４．０２� ８．６�

（北海道）

１１ スマートカイザー 牡８鹿 ５７ 藤田 伸二大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４ 〃 クビ ８．８�
６９ ウグイスジョウ 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大加藤 信之氏 田所 秀孝 様似 �村 伸一 ４６６－ ４１：４４．１クビ ４０．１�
７１０ ファインスティール 牡６鹿 ５７ 竹之下智昭 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 白老ファーム ５３０＋ ４１：４４．７３� １３８．１	
７１１ マイネルトラヴェル 牡５青鹿５７ 津村 明秀 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ４１：４５．１２� ３７．１�
６８ 	 ラ プ レ 牡３栗 ５５ 田中 博康伊達 泰明氏 米川 昇 門別 サンシャイン

牧場 ４７６＋ ２１：４５．３１ １０５．２�
（北海道）

８１２ ハセノダンディ 牡７栗 ５７ 柴田 善臣長谷川成利氏 大江原 哲 静内 野坂牧場 B４８４＋ ４ 〃 クビ ４５．６
４５ コ ヅ ル 牝３黒鹿５３ 田辺 裕信�グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 ４３６± ０１：４５．５１� ３８．１�
４４ 	 ダ イ バ ク フ 牡３鹿 ５５ 馬渕 繁治柳橋 俊昭氏 佐藤 英明 門別 富川牧場 ４６４＋１４１：４５．７１� ６５．３�

（北海道） （北海道）

８１３ エンシャントアーツ 牝３栗 ５３ 秋山真一郎岡田 牧雄氏 飯田 雄三 静内 大典牧場 ４６８＋１４１：４７．０８ ７１．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，８５２，９００円 複勝： ３６，４７５，９００円 枠連： １９，６５０，７００円

普通馬連： ７４，６０２，４００円 馬単： ６１，０４０，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，５５４，２００円

３連複： ７９，６０５，１００円 ３連単： ２１６，９４５，２００円 計： ５３７，７２６，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � ２００円 枠 連（２－３） ４９０円

普通馬連 �� ５１０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ３００円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，２１０円 ３ 連 単 ��� ３，４６０円

票 数

単勝票数 計 ２６８５２９ 的中 � １３９４１２（１番人気）
複勝票数 計 ３６４７５９ 的中 � １５３３７１（１番人気）� ５１９６５（２番人気）� ３１４７６（４番人気）
枠連票数 計 １９６５０７ 的中 （２－３） ３０１８８（２番人気）
普通馬連票数 計 ７４６０２４ 的中 �� １０９０３８（１番人気）
馬単票数 計 ６１０４０５ 的中 �� ６９９０４（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２５５４２ 的中 �� ２７９４６（１番人気）�� １８９８１（３番人気）�� ８３５２（６番人気）
３連複票数 計 ７９６０５１ 的中 ��� ４８７０１（２番人気）
３連単票数 計２１６９４５２ 的中 ��� ４６３６７（３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―３０．０―４２．３―５４．５―１：０６．３―１：１８．５―１：３０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プラテアード �
�
父 Silver Deputy �

�
母父 Saint Ballado デビュー ２００６．１０．１ 中山３着

２００４．４．２７生 牡４芦 母 ササファイヤー 母母 La Ice Queen １７戦４勝 賞金 ５３，０６４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）１４頭 アタゴビッグマン号・イノチノアカリ号・エプソムボス号・グランプリヒーロー号・ケイエスシンケイト号・

サトノハピネス号・ダイワレヴアップ号・タマモグレアー号・ピエナエイム号・ビッグクラウン号・
マイグローリアス号・マルブツブラボー号・メイショウカルド号・メジロティモン号

※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。



（２０札幌２）第７日 １０月４日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

稍重後良
不良後重

競走回数 １２回 出走頭数 １６３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

２３０，６５０，０００円
２，１３０，０００円
５，９９０，０００円
１，７１０，０００円
２３，８３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５２，９９４，０００円
４，４７６，０００円
１，６４６，３００円

勝馬投票券売得金
１９８，６５２，２００円
２８３，８０９，３００円
１６７，８７３，８００円
６３８，３０１，０００円
４６６，８３６，４００円
１９０，９８９，６００円
７１０，０５８，１００円
１，４７５，９９６，６００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 ４，１３２，５１７，０００円

総入場人員 １０，０４５名 （有料入場人員 ９，０６９名）




