
２２１２１ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第１競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２歳

発走１０時４０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

５６ ス ワ ッ ト 牡２栗 ５４ 藤田 伸二首藤 徳氏 武市 康男 日高 浜本 幸雄 ４４０－ ２ ５９．９ ２．３�

７１０ マイネルレガーロ 牡２黒鹿５４ 松岡 正海 �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 ５０２＋ ８ 〃 アタマ ９．７�

３３ セントアンズ 牝２栗 ５４ 横山 典弘後藤 繁樹氏 石毛 善彦 新ひだか 有限会社 レキ
シントンファーム ４３４＋ ４ 〃 クビ ４．９�

２２ クールジャズ 牝２栗 ５４ 武 豊川上 哲司氏 目野 哲也 日高 田中 元寿 ４４４－ ６１：００．６４ ２．４�
８１２ スズカジェネラル 牡２栗 ５４ 小林 徹弥永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４５６＋ ２１：０１．０２� ３１．５�
４４ ド ロ ッ プ 牝２栗 ５４ 菊沢 隆徳山本 武司氏 高市 圭二 日高 広富牧場 ４２４＋ ４１：０１．２１ ５３．９�
５５ フリークヒロイン 牝２鹿 ５４ 上野 翔吉永 清美氏 目野 哲也 えりも 上島牧場 ４５６＋ ４ 〃 クビ ４１．２	
６７ ヤマノシンデレラ 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介
木村牧場 松山 将樹 浦河 谷口牧場 ４６６ ―１：０１．３� １５６．４�
６８ ノ ア シ ー ズ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気佐山 公男氏 天間 昭一 むかわ エスティウィンファーム ４３４－ ６１：０１．５１ ４１６．０�
７９ コスモトウゴウ 牡２鹿 ５４ 五十嵐冬樹 
ビッグレッドファーム 柄崎 孝 青森 諏訪牧場 ４７０± ０１：０２．４５ ３１９．３

（北海道）

１１ ダイワトパーズ 牝２鹿 ５４ 竹之下智昭大城 敬三氏 中野渡清一 新ひだか 幌村牧場 ４７０－ ４１：０３．３５ １９４．８�
８１１ シルバーヒロイン 牝２芦 ５４ 山口 竜一小野 博郷氏 梅田 智之 新冠 パカパカ

ファーム ４２０ ―１：０４．１５ ２９１．９�
（北海道）

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，５１８，６００円 複勝： ２６，００４，９００円 枠連： ６，７９６，５００円

普通馬連： ２７，２３６，９００円 馬単： ２７，９６２，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５４０，５００円

３連複： ３８，４２３，６００円 ３連単： ８５，２１８，３００円 計： ２４０，７０１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（５－７） ８７０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� ２００円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，１２０円 ３ 連 単 ��� ５，５２０円

票 数

単勝票数 計 １５５１８６ 的中 � ５３２４４（１番人気）
複勝票数 計 ２６００４９ 的中 � ６４９１７（２番人気）� ２５７４２（４番人気）� ４１９９７（３番人気）
枠連票数 計 ６７９６５ 的中 （５－７） ５７８８（５番人気）
普通馬連票数 計 ２７２３６９ 的中 �� ２２５９２（５番人気）
馬単票数 計 ２７９６２５ 的中 �� １３５４０（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５４０５ 的中 �� ６６０８（６番人気）�� ２０４２０（２番人気）�� ９６１８（４番人気）
３連複票数 計 ３８４２３６ 的中 ��� ２５４９７（４番人気）
３連単票数 計 ８５２１８３ 的中 ��� １１４００（１５番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．９―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．７―２４．０―３５．９―４７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ワ ッ ト �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 スズカコバン デビュー ２００９．７．５ 札幌２着

２００７．３．３１生 牡２栗 母 ヘイセイエルザ 母母 ハツピートウメイ ４戦１勝 賞金 １１，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルバーヒロイン号は，平成２１年１０月５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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ハヤブサイッポン号
（非抽選馬） ３頭 デルマティベリウス号・ヒッパリダコ号・メイプルリボーン号
※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。



２２１２２ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第２競走 ��１，５００�サラブレッド系２歳
発走１１時１０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

３４ タガノガルーダ 牝２栗 ５４ 藤田 伸二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ４２４－１０１：２９．８ １０．４�

１１ イ オ ス 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成吉田 照哉氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム ４３４－１０１：３０．０１� １．９�
７１２ キタサンスズラン 牝２黒鹿５４ 横山 典弘�大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル ４７８－ ６ 〃 クビ ６．４�
４６ ベ リ ー フ 牝２栗 ５４ 松岡 正海岡田 繁幸氏 中村 均 伊達 高橋農場 ４２２＋ ８１：３０．１クビ １１．１�
２２ デ パ ー ル 牡２栗 ５４ 古川 吉洋伊達 敏明氏 斎藤 誠 日高 サンシャイン

牧場 ４４４＋ ２１：３０．５２� １６２．３�
６１０ レオプライム 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠�レオ 友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４４２＋ ２ 〃 クビ ４．５	
４５ ニシエイビック 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介西舘 榮氏 菅原 泰夫 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４５０－ ２１：３１．３５ １８．９


６９ シーキングカフェ 牡２青鹿５４ 武 豊ロイヤルファーム� 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４９０＋ ８１：３１．５１� ３１．１�
８１３ ガントレット 牡２栗 ５４ 五十嵐冬樹近藤 克麿氏 清水 出美 新冠 北星村田牧場 ４９４－ ２１：３１．６クビ １８５．１�

（北海道）

５７ パワーオブゴールド 牡２鹿 ５４ 小林 徹弥山田眞理子氏 梅内 忍 様似 堀 弘康 ４４４－ ４１：３１．７� ４０３．６
８１４ レオキュート 牝２黒鹿５４ 藤岡 佑介�レオ 平井 雄二 浦河 江谷 重雄 ４１６＋ ８１：３１．８� ３７０．８�
５８ ダンスカード 牝２鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗 �サンデーレーシング 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ３８４－ ６１：３１．９クビ １８１．０�

７１１ ジンリッキー 牝２栗 ５４ 川島 信二西森 鶴氏 和田 正道 浦河 鵜木 唯義 ４４６－ ４ 〃 ハナ ４１３．８�
３３ ライジングタイド 牡２鹿 ５４ 田中 勝春田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４８６－１２１：３２．０� ２３．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，４９１，８００円 複勝： ２４，２９４，２００円 枠連： ８，５０２，７００円

普通馬連： ２７，６８１，７００円 馬単： ２６，７０３，６００円 ワイド【拡大馬連】： １２，４８８，０００円

３連複： ３８，０１４，９００円 ３連単： ６９，９７６，５００円 計： ２２２，１５３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０４０円 複 勝 � ２３０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－３） ５９０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� ２，２００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� ７４０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� １，２７０円 ３ 連 単 ��� １０，３９０円

票 数

単勝票数 計 １４４９１８ 的中 � １１０４１（４番人気）
複勝票数 計 ２４２９４２ 的中 � １６６０６（５番人気）� １１１３４３（１番人気）� ２７１２６（３番人気）
枠連票数 計 ８５０２７ 的中 （１－３） １０７４４（４番人気）
普通馬連票数 計 ２７６８１７ 的中 �� ２７１４３（３番人気）
馬単票数 計 ２６７０３６ 的中 �� ８９９６（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２４８８０ 的中 �� ８１９０（４番人気）�� ３５７８（１１番人気）�� １６５４０（１番人気）
３連複票数 計 ３８０１４９ 的中 ��� ２２２３６（５番人気）
３連単票数 計 ６９９７６５ 的中 ��� ４９７４（３３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．８―１８．３―２９．８―４１．６―５４．０―１：０６．２―１：１７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．８

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

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

タガノガルーダ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．６．２０ 札幌２着

２００７．４．３生 牝２栗 母 タガノシャルフ 母母 ポリッシュプリンセス ３戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔制裁〕 ライジングタイド号の騎手田中勝春は，２コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１番への進路影響）
※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 ディアグレース号
（非抽選馬） １頭 フィッシュダイブ号
※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。



２２１２３ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１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）

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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

１１ アドマイヤワンダ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４９６＋ ４１：４７．８ １．７�

５７ トーアミステリー 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二高山ランド� 武藤 善則 豊浦トーア牧場 ４３２－ ２１：４８．２２� １２．３�
８１２ ニシノアッシュ 牡３鹿 ５６ 松田 大作西山 茂行氏 北出 成人 むかわ 西山牧場 ４７８＋ ４１：４８．６２� ６．４�
４５ アメージングカフェ 牡３黒鹿５６ 武 英智西川 恭子氏 中野 栄治 新ひだか 佐藤 陽一 ４４０± ０１：４８．７� ７５．６�
５６ ワイルドイマージュ 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成�グランド牧場 上原 博之 新ひだか グランド牧場 ４７６＋ ６１：４８．９１� ５．０�
７１１ マコトディアナ 牝３黒鹿５４ 中舘 英二眞壁 明氏 鮫島 一歩 日高 碧雲牧場 ４５８＋ ２１：４９．０� ３５．７	
８１３ マスタードリーム 牡３栗 ５６ 小林 徹弥山本 慎一氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４９２－ ４１：４９．３１� ５０．７

７１０ フライキャッチャー 牝３鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 ４２０－ ２１：４９．８３ ２６．３�

３３ マキシムギンガ 牝３栗 ５４
５１ ▲小野寺祐太小田 廣美氏 鈴木 勝美 門別 大沢育成牧場 ４８２－ ４１：５０．０１ ５５．０

６９ アクアヴィーテ 牝３芦 ５４
５３ ☆丸田 恭介岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 静内 岡田スタツド ４４０－１２１：５１．５９ ４５．７�

４４ プロパガンダ 牡３栗 ５６
５４ △荻野 琢真吉田 照哉氏 松山 康久 千歳 社台ファーム ５３０ ―１：５３．４大差 １３．２�

２２ ミカミラクル 牝３栗 ５４
５１ ▲丸山 元気井口 莞爾氏 和田正一郎 むかわ 上水牧場 ４２４－ ６１：５４．６７ ３２２．２�

（１２頭）
６８ ボスオブザリンド 牝３鹿 ５４ 四位 洋文飯田総一郎氏 柴崎 勇 日高 千葉飯田牧場 ４３８－ ４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １１，５２７，５００円 複勝： ２２，５４３，５００円 枠連： ９，１９９，４００円

普通馬連： ２４，８７３，１００円 馬単： ２５，８３１，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，６０２，２００円

３連複： ３２，３０１，２００円 ３連単： ６５，６６５，３００円 計： ２０３，５４３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � １８０円 枠 連（１－５） ２２０円

普通馬連 �� ６１０円 馬 単 �� ７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２２０円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� １，０１０円 ３ 連 単 ��� ２，９４０円

票 数

単勝票数 差引計 １１５２７５（返還計 ８０３） 的中 � ５５５９０（１番人気）
複勝票数 差引計 ２２５４３５（返還計 ２１２９） 的中 � １２１３３４（１番人気）� １９５５５（４番人気）� １９５５６（３番人気）
枠連票数 差引計 ９１９９４（返還計 ８９） 的中 （１－５） ３１１３５（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ２４８７３１（返還計 ９４８９） 的中 �� ３０２９４（３番人気）
馬単票数 差引計 ２５８３１３（返還計 ８６２６） 的中 �� ２５０７４（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １１６０２２（返還計 ６２１７） 的中 �� １３５７９（３番人気）�� １４６０９（２番人気）�� ３２２３（１０番人気）
３連複票数 差引計 ３２３０１２（返還計 ２７００５） 的中 ��� ２３８０２（３番人気）
３連単票数 差引計 ６５６６５３（返還計 ５０７３６） 的中 ��� １６５２３（６番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．８―１２．６―１２．７―１２．５―１２．７―１３．１―１２．４―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．５―３１．１―４３．８―５６．３―１：０９．０―１：２２．１―１：３４．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤワンダ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．１２．２８ 中山１０着

２００６．４．２８生 牡３鹿 母 アドマイヤキセキ 母母 オトメゴコロ ８戦１勝 賞金 ８，０００，０００円
〔競走除外〕 ボスオブザリンド号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロパガンダ号は，平成２１年１０月５日まで平地競走に出走できない。

ミカミラクル号は，平成２１年１１月５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。
（非当選馬） １頭 ベルウッドランタン号



２２１２４ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

１：０７．９
１：０６．５

良

良

４７ トリプルスレット 牝３青 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４６０＋ ２１：０９．９ １．７�

５９ � アグネスロージイ 牝３青鹿５２ 横山 典弘渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Orpendale ４４２＋ ２１：１０．０� ６．０�
１１ カワキタラブポップ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４７６＋ ２１：１０．１� １３．２�
６１２ シルキールンバ 牝３鹿 ５４ 松田 大作有限会社シルク大竹 正博 新冠 山岡ファーム ４２６＋１６１：１０．４１� ５１．９�
２４ ファストストリーム 牝３栗 ５４ 中舘 英二加藤 信之氏 昆 貢 青森 マルシチ牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ２９．７�
２３ フクノライジン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 B４９０＋ ４１：１０．５クビ １４．７�
３６ ラブユニバース 牝３栗 ５４ 田中 勝春増田 陽一氏 須貝 彦三 新冠 武田 修一 ４０２± ０１：１０．８１� ６３．５	
５１０ レッドエンサイン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 
東京ホースレーシング 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ２１：１１．０１	 ８．７�
４８ グレイスファミリー 牝３栗 ５４ 吉田 稔佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６２＋１４ 〃 ハナ ２２．６�

（北海道）

７１４ メイショウハイホー 牝３栗 ５４
５２ △荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 平取 稲原牧場 ４１４＋３０ 〃 アタマ ７８．６

７１３ アスペンアベニュー 牝３栗 ５４ 古川 吉洋 �社台レースホース安田 隆行 三石 追分ファーム ４４２＋ ８ 〃 クビ ３９．０�
６１１ クリノシーグリーン 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太栗本 博晴氏 高市 圭二 門別 三輪牧場 ４４６＋ ２１：１１．１クビ １３０．６�
８１５ ウインパランセ 牝３栗 ５４

５３ ☆丸田 恭介
ウイン 国枝 栄 門別 シンコーファーム ３９６＋１４ 〃 アタマ １１０．８�
３５ メイマドンナ 牝３鹿 ５４ 田中 博康千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４５８＋ ４１：１１．５２� １８１．６�
８１６ ルーシッドドリーム 牝３芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８＋ ６１：１２．２４ ２７０．９�

１２ コ コ ペ リ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４３６＋ ８１：１２．８３� １８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９１８，９００円 複勝： ４０，２４６，７００円 枠連： １０，２７６，６００円

普通馬連： ２７，４０２，１００円 馬単： ２７，８９７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７１３，４００円

３連複： ３８，６１０，８００円 ３連単： ７３，２１６，６００円 計： ２４５，２８２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２７０円 枠 連（４－５） ２５０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３７０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ５，０８０円

票 数

単勝票数 計 １３９１８９ 的中 � ６６８９１（１番人気）
複勝票数 計 ４０２４６７ 的中 � ２７７１９４（１番人気）� ２７９５４（２番人気）� １４１９９（４番人気）
枠連票数 計 １０２７６６ 的中 （４－５） ３１２１０（１番人気）
普通馬連票数 計 ２７４０２１ 的中 �� ４０５５５（１番人気）
馬単票数 計 ２７８９７５ 的中 �� ３６３０８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７１３４ 的中 �� １８１０７（１番人気）�� ９１２８（４番人気）�� ２５３１（１４番人気）
３連複票数 計 ３８６１０８ 的中 ��� １３８９２（５番人気）
３連単票数 計 ７３２１６６ 的中 ��� １０６４３（８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１１．８―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．１―４５．９―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トリプルスレット �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．６ 中山５着

２００６．３．１０生 牝３青 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ ８戦１勝 賞金 １２，５００，０００円
〔発走状況〕 ココペリ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻３分遅延。
※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 ポイントプリム号
（非抽選馬） １頭 セレーサ号
※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。



２２１２５ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１３時００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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

４４ ド レ ッ シ ー 牝３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－ ４１：４６．５ ４．６�

６８ ポイマンドレース 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２０± ０１：４７．１３� １．６�
４５ ダークセクター 牡３黒鹿５６ 藤岡 佑介山本 英俊氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４３８＋ ４１：４７．４２ ４４．１�
５７ トキメキヒーロー 牡３栗 ５６ 五十嵐冬樹片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４５６－ ２１：４８．４６ ３０．１�

（北海道）

５６ トレッドウェーヴ 牡３黒鹿 ５６
５５ ☆丸田 恭介ディアレスト 松山 将樹 むかわ 佐久間 孝司 ４５０－ ３１：４９．２５ ２４３．６�

３３ ロードブラン 牡３鹿 ５６
５４ △荻野 琢真 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 三石 ケイアイファーム ４５６－ ８１：４９．６２� １２６．６	

１１ オースチンエブリン 牝３青鹿５４ 田面木博公�テンジン 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 ４３８－ ８１：５０．５５ ５１５．０

８１３ ロードカイザー 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 河野 通文 新冠 イワミ牧場 ４５８＋ ６１：５０．６� ７．３�
７１１ クレバークンプウ 牡３鹿 ５６

５４ △宮崎 北斗田� 正明氏 加藤 和宏 浦河 富田牧場 B４８８＋ ４１：５０．８１� ９．７
２２ ケイアイカグラ 牝３栗 ５４

５１ ▲丸山 元気 �啓愛義肢材料販売所 南田美知雄 静内 佐竹 学 ４８０－ ２１：５１．５４ ２０３．３�
８１２ セイウンウィスパー 牡３黒鹿５６ 中舘 英二西山 茂行氏 水野 貴広 鵡川 市川牧場 ４５４－ ８１：５２．１３� １４．１�
６９ シルクスティング 牡３黒鹿５６ 松田 大作有限会社シルク羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 ４９２＋２２１：５２．４２ ２３３．６�
７１０ キングパレード 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田 三千雄 ４８０± ０１：５４．３大差 ７３．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，３１２，３００円 複勝： ３０，０６４，４００円 枠連： ８，８１２，３００円

普通馬連： ２５，４７２，２００円 馬単： ２４，９６７，８００円 ワイド【拡大馬連】： １１，４５１，８００円

３連複： ３３，８６０，７００円 ３連単： ７５，５７３，０００円 計： ２２４，５１４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � ４４０円 枠 連（４－６） ３６０円

普通馬連 �� ３８０円 馬 単 �� １，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� １，３１０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ２，４１０円 ３ 連 単 ��� １０，９００円

票 数

単勝票数 計 １４３１２３ 的中 � ２４６６０（２番人気）
複勝票数 計 ３００６４４ 的中 � ２６３３０（２番人気）� １９５６０１（１番人気）� ６２８８（７番人気）
枠連票数 計 ８８１２３ 的中 （４－６） １８４１４（２番人気）
普通馬連票数 計 ２５４７２２ 的中 �� ４９８３２（１番人気）
馬単票数 計 ２４９６７８ 的中 �� １５６８６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１４５１８ 的中 �� １９４８２（１番人気）�� １７９４（１７番人気）�� ３７５１（８番人気）
３連複票数 計 ３３８６０７ 的中 ��� １０３７６（９番人気）
３連単票数 計 ７５５７３０ 的中 ��� ５１２０（３３番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．８―１２．１―１２．５―１２．６―１２．９―１２．７―１２．４―１３．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．５―２９．６―４２．１―５４．７―１：０７．６―１：２０．３―１：３２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．８―３F３８．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ド レ ッ シ ー �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 エルセニョール デビュー ２００８．８．１７ 札幌３着

２００６．２．１６生 牝３鹿 母 ユウサンポリッシュ 母母 エルゼビアー １０戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔その他〕 セイウンウィスパー号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シルクスティング号・キングパレード号は，平成２１年１０月５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 タガノシューマン号・ハナノシルキー号
（非抽選馬） １頭 エーシンオナー号
※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。



２２１２６ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第６競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時３５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

７１０ ホワイトクルーザー 牝３芦 ５３ 中舘 英二�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５６＋ ８ ５８．８ ９．２�

７９ � ブライアントパーク 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠細川祐季子氏 藤原 英昭 平取 稲原牧場 ４４６－ ８ ５８．９� １２．９�
５６ チェアユーアップ 牝３栗 ５３

５２ ☆丸田 恭介岡田 将一氏 田島 俊明 静内 岡田スタツド ４３４± ０ 〃 クビ ４．４�
６７ メイショウエルピス 牝３鹿 ５３ 藤岡 佑介松本 好雄氏 荒川 義之 新ひだか 山田牧場 ４５２－ ２ ５９．２１	 ５．５�
８１２
 パーフェクトケン 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二藤田 在子氏 萱野 浩二 米 Edward P.

Evans ４８６－ ２ ５９．７３ ３．１�
６８ キスアンドクライ 牝４黒鹿５５ 三浦 皇成�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 ４７６＋ ６ ５９．８	 ２０．０�
８１１ マイディスカバリー 牝４鹿 ５５ 松田 大作 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 静内 寺越 政幸 B４５６＋１６ ５９．９クビ ２６．２

４４ ベルモントユリア 牝６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 ４７０± ０ 〃 ハナ １０１．８�
３３ ノ ボ ニ ョ 牝３青 ５３ 武 豊	LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４２６－ ２ 〃 アタマ １０．０�
２２ マルブツエンペラー 牡４青 ５７ 吉田 稔大澤 毅氏 加用 正 浦河 松田 憲一 ４７６－ ２１：００．０� ５０．７

（北海道）

１１ 
 レッドキャタピラー 牡５黒鹿５７ 池添 謙一山本 慎一氏 清水 出美 米 Diamond A
Racing Corp. ５５０＋ ６ 〃 ハナ ８．４�

５５ � ヴ ィ ー ノ 牝４黒鹿 ５５
５２ ▲丸山 元気岡田 牧雄氏 柴崎 勇 三石 ケイアイファーム ４４２＋ ４１：０１．３８ ２６０．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，０２８，８００円 複勝： ２４，６６９，１００円 枠連： １０，３１９，５００円

普通馬連： ３４，７４３，９００円 馬単： ２６，２４４，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７４２，４００円

３連複： ４４，５４６，６００円 ３連単： ７３，３５１，０００円 計： ２４１，６４６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９２０円 複 勝 � ２８０円 � ３１０円 � １８０円 枠 連（７－７） ６，７３０円

普通馬連 �� ５，５００円 馬 単 �� １１，３５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８８０円 �� ７９０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ８，９２０円 ３ 連 単 ��� ８１，７８０円

票 数

単勝票数 計 １４０２８８ 的中 � １２０３６（５番人気）
複勝票数 計 ２４６６９１ 的中 � ２２２８２（５番人気）� １９０９８（７番人気）� ４４０００（２番人気）
枠連票数 計 １０３１９５ 的中 （７－７） １１３２（１８番人気）
普通馬連票数 計 ３４７４３９ 的中 �� ４６７０（２１番人気）
馬単票数 計 ２６２４４９ 的中 �� １７０７（４５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７４２４ 的中 �� １７３０（２６番人気）�� ４３９２（９番人気）�� ４５０４（８番人気）
３連複票数 計 ４４５４６６ 的中 ��� ３６８６（３１番人気）
３連単票数 計 ７３３５１０ 的中 ��� ６６２（２６１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．６―１１．３―１２．０―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２２．９―３４．２―４６．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ホワイトクルーザー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ミ シ ル デビュー ２００９．４．１９ 中山１５着

２００６．５．８生 牝３芦 母 ホワイトカーニバル 母母 イエローブルーム ８戦２勝 賞金 １５，１４０，０００円
※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 ミッキーシュタルク号
※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。



２２１２７ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

７１０ ジ ュ モ ー 牝３栗 ５２ 岩田 康誠吉田 和美氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４５６± ０１：４４．７ ３．７�

７１１ クーノキセキ 牝４栗 ５５ 藤田 伸二吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４９８－ ６１：４４．９１� ６．３�
８１２ フェイドレスシーン 牝４栗 ５５ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 飯田 雄三 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８＋ ６１：４６．０７ ２．７�
４５ アースマリン 牝４鹿 ５５ 芹沢 純一松山 増男氏 野元 昭 浦河 アイオイファーム ４７０－ ６１：４６．１クビ ４．１�
６９ コ ヅ ル 牝４黒鹿５５ 武 豊�グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 ４５２± ０１：４６．２� １３．２�
２２ エリザベスムーン 牝３鹿 ５２ 松岡 正海 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６４－ ８１：４６．８３� ３３．４�
８１３ デルマネフティス 牝３栗 ５２ 横山 典弘浅沼 廣幸氏 石栗 龍彦 門別 ファニーヒルファーム ４８８± ０１：４６．９� ２０．４	
５６ ハッピードロップ 牝４栗 ５５

５３ △荻野 琢真�イクタ 谷 潔 池田 高橋 正三 B４８２＋２２１：４７．１１� １４３．５

６８ ヴェスティート 牝３黒鹿５２ 吉田 稔 �サンデーレーシング 田島 俊明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋１０１：４７．６３ ４５．６�
（北海道）

４４ � チョコフィオーレ 牝４黒鹿５５ 松田 大作�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 ４３８＋ ６１：４７．９１� ３４７．３�
１１ � リ ロ 牝３鹿 ５２ 五十嵐冬樹 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 門別 敏朗 ４８８－ ２１：４８．０� ７４．１

（北海道）

５７ フローラルパターン 牝３鹿 ５２
４９ ▲小野寺祐太岡田 牧雄氏 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド ４２２＋ ２１：４８．４２� １４３．０�

３３ アンローランサン 牝３鹿 ５２
５１ ☆丸田 恭介谷掛 龍夫氏 増本 豊 新ひだか 岡田スタツド ４５０－ ６１：４９．２５ １０３．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，８９４，６００円 複勝： ２１，９２７，３００円 枠連： ９，９３０，６００円

普通馬連： ３５，１６１，３００円 馬単： ２７，００８，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７６２，４００円

３連複： ４１，１４６，７００円 ３連単： ８５，００６，４００円 計： ２４７，８３７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � １６０円 � １３０円 枠 連（７－７） ９９０円

普通馬連 �� １，１５０円 馬 単 �� １，８８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ２４０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ７５０円 ３ 連 単 ��� ４，８６０円

票 数

単勝票数 計 １４８９４６ 的中 � ３１９５３（２番人気）
複勝票数 計 ２１９２７３ 的中 � ４０５１５（３番人気）� ３４４７２（４番人気）� ５１２２７（１番人気）
枠連票数 計 ９９３０６ 的中 （７－７） ７４６１（４番人気）
普通馬連票数 計 ３５１６１３ 的中 �� ２２６４５（５番人気）
馬単票数 計 ２７００８０ 的中 �� １０６１８（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７６２４ 的中 �� ８５０３（６番人気）�� １４２３０（２番人気）�� １０５５３（３番人気）
３連複票数 計 ４１１４６７ 的中 ��� ４０６３３（２番人気）
３連単票数 計 ８５００６４ 的中 ��� １２９１４（１３番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．２―１２．４―１２．５―１２．３―１２．７―１２．３―１２．１―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．９―３０．３―４２．８―５５．１―１：０７．８―１：２０．１―１：３２．２

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ ュ モ ー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．２１ 阪神４着

２００６．２．９生 牝３栗 母 ビスクドール 母母 フェアリードール ９戦２勝 賞金 ２０，１００，０００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。



２２１２８ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第８競走 ��
��２，０００�道新スポーツ賞

発走１４時４５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．９．６以降２１．８．３０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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．６
１：５６．４

良

良

４８ フミノイマージン 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４６０＋ ４２：００．３ １５．９�

１２ タガノプルミエール 牝５栗 ５４ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４５２＋ ２２：００．９３� １３．９�

４７ ボーテセレスト 牝５鹿 ５３ 武 豊�錦岡牧場 西橋 豊治 新冠 錦岡牧場 B４２０－ ２２：０１．２１� ５．３�
３５ レッドシャガーラ 牡３鹿 ５５ 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム ４９２＋１４２：０１．３� ２．６�
１１ イイデエース 牝３鹿 ５１ 五十嵐冬樹 �アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４５６－ ２２：０１．４クビ １８．５�

（北海道）

３６ サムデイシュアー 牡５鹿 ５５ 丸田 恭介�ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４６８＋ ２２：０１．５� ３１．３�
５９ ダークエンジェル 牝４黒鹿５２ 古川 吉洋吉田 勝己氏 古賀 慎明 早来 ノーザンファーム ４３０－ ２ 〃 ハナ ５１．４	
７１３ コパノジングー 牡４黒鹿５７ 松岡 正海小林 祥晃氏 宮 徹 門別 ヤナガワ牧場 ４８６－１６２：０１．７１� ２０．０

２３ サクセスガーウィン 牡６鹿 ５３ 田中 博康�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 B４８４＋ ８２：０１．９１ ２５．１�
６１２ エ テ ル ノ 	６芦 ５５ 中舘 英二前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント B５０２± ０２：０２．３２� ６４．４�
８１６
 コアレスストーム 	６鹿 ５５ 田中 勝春小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ５０８＋ ２２：０２．６２ ３０．１
７１４ メジロフォーナ 牝４栗 ５４ 三浦 皇成�メジロ牧場 栗田 博憲 洞爺 メジロ牧場 ５０２－ ４ 〃 クビ １７．７�
８１５ ステイトリーデイズ 牝５栗 ５４ 吉田 稔 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２２：０２．７クビ ２４．２�

（北海道）

６１１ マチカネフクノカミ 牡５栗 ５２ 津村 明秀細川 益男氏 小島 茂之 門別 待兼牧場 B４６２± ０２：０３．３３� ５６．６�
２４ アイアムドラマ 牡６鹿 ５３ 池添 謙一堀 紘一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７６＋ ６２：０３．９３� ３２．７�
５１０ スギノブレイド 牡３栗 ５４ 横山 典弘杉山 美惠氏 古賀 史生 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B５０２± ０２：０８．２大差 ６．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １９，７７０，７００円 複勝： ３４，２１５，０００円 枠連： １４，９４１，９００円

普通馬連： ６０，９１３，５００円 馬単： ３６，５４０，４００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，４６７，４００円

３連複： ７０，４１０，４００円 ３連単： １２８，７４１，５００円 計： ３８７，０００，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５９０円 複 勝 � ５３０円 � ３７０円 � ２１０円 枠 連（１－４） １，４９０円

普通馬連 �� ９，７６０円 馬 単 �� １７，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４００円 �� １，７５０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� １８，３７０円 ３ 連 単 ��� １２９，８００円

票 数

単勝票数 計 １９７７０７ 的中 � ９８５８（５番人気）
複勝票数 計 ３４２１５０ 的中 � １４９８６（６番人気）� ２３２０８（４番人気）� ５２６５７（２番人気）
枠連票数 計 １４９４１９ 的中 （１－４） ７４１０（７番人気）
普通馬連票数 計 ６０９１３５ 的中 �� ４６１０（３２番人気）
馬単票数 計 ３６５４０４ 的中 �� １５３０（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１４６７４ 的中 �� ２１７２（２４番人気）�� ３０３１（１７番人気）�� ４１６８（１２番人気）
３連複票数 計 ７０４１０４ 的中 ��� ２８２９（６２番人気）
３連単票数 計１２８７４１５ 的中 ��� ７３２（４０７番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．１―１２．５―１２．１―１２．２―１１．８―１２．３―１２．０―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３５．６―４８．１―１：００．２―１：１２．４―１：２４．２―１：３６．５―１：４８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．９―３F３６．１
１
３
１６，１５（５，１１）（１，１０）８（２，９）４，１４，６（７，１２）１３，３・（１６，４）－（１５，１１）５（１，８，１４）（２，１０，９，１３）（６，７）（３，１２）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

フミノイマージン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー ２００８．１２．２７ 阪神４着

２００６．３．１４生 牝３鹿 母 シンコウイマージン 母母 Vivid Imagination ８戦３勝 賞金 ３２，２７１，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スギノブレイド号は，平成２１年１０月５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） ４頭 オリエンタルロック号・ジャングルテクノ号・マイネルモデルノ号・リネンホーク号
（非抽選馬） １頭 コマチ号
※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。



２２１２９ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第９競走

第４４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 ５３２，０００円 １５２，０００円 ７６，０００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

３３ サンディエゴシチー 牡２黒鹿５４ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム ４８８－ ６１：４９．７ ４．６�

７１１ モ ズ 牡２青 ５４ 吉田 稔�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４６６－ ４１：４９．９１� １５．１�
（北海道）

６９ アーバンウィナー 牡２黒鹿５４ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム ４６０＋ ２ 〃 クビ １７．５�
８１３ ダノンパッション 牡２青鹿５４ 武 豊�ダノックス 池江 泰郎 新ひだか 矢野牧場 ４６８＋ ８１：５０．０クビ ２．９�
８１４� ポップコーン 牡２鹿 ５４ 五十嵐冬樹吉田 照哉氏 成田 春男 千歳 社台ファーム ４３４± ０１：５０．４２� ３３．２�

（北海道） （北海道）

５７ スペースアーク 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム ４８４± ０ 〃 アタマ ２１．１�
１１ ベビーネイル 牡２栗 ５４ 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 浦河 信岡牧場 ４８８＋１４１：５０．５クビ ２２．６	
６１０� サトノサンダー 牡２鹿 ５４ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 米 Fontaine-

bleau Farm ４３８－ ６１：５０．７１� ２６．９

３４ ロードシップ 牡２青鹿５４ 松岡 正海芹澤 精一氏 相沢 郁 日高 白井牧場 ４９８＋ ８ 〃 アタマ ３．８�
４５ ユメノキラメキ 牝２栗 ５４ 岩田 康誠諸江 幸祐氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４６０± ０ 〃 ハナ ２３．２�
２２ ネ レ イ ス 牝２黒鹿５４ 中舘 英二大林 一彦氏 沖 芳夫 安平 ノーザンファーム ４５２－ ４１：５１．５５ ５４．２
４６ マイネアロマ 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４５８＋ ６１：５１．８１	 １５．５�
７１２ カネスフォルテ 牡２鹿 ５４ 山口 竜一杉澤 光雄氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ４６４－ ４１：５３．０７ ３０６．２�

（北海道）

５８ ブルーソックス 牡２鹿 ５４ 丸田 恭介田島榮二郎氏 矢野 英一 新冠 北星村田牧場 ４６８＋ ２１：５３．４２� ６５．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８６，９５０，６００円 複勝： １１２，５０８，９００円 枠連： ６３，２４０，６００円

普通馬連： ３５０，１３２，０００円 馬単： ２０６，３２８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ８８，８２６，９００円

３連複： ３９５，１２７，５００円 ３連単： ８２５，６５４，７００円 計： ２，１２８，７６９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ４４０円 � ５００円 枠 連（３－７） １，９３０円

普通馬連 �� ３，５５０円 馬 単 �� ７，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２３０円 �� １，２４０円 �� ３，２４０円

３ 連 複 ��� １９，２５０円 ３ 連 単 ��� １０３，４４０円

票 数

単勝票数 計 ８６９５０６ 的中 � １５１９５２（３番人気）
複勝票数 計１１２５０８９ 的中 � ２１３２８２（２番人気）� ５９９９４（５番人気）� ５１５９３（６番人気）
枠連票数 計 ６３２４０６ 的中 （３－７） ２４３０６（７番人気）
普通馬連票数 計３５０１３２０ 的中 �� ７２８２８（１２番人気）
馬単票数 計２０６３２８２ 的中 �� ２０５１１（２８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ８８８２６９ 的中 �� １８０５４（１３番人気）�� １７９０３（１４番人気）�� ６５８０（３８番人気）
３連複票数 計３９５１２７５ 的中 ��� １５１５１（６５番人気）
３連単票数 計８２５６５４７ 的中 ��� ５８９１（３１２番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．６―１２．２―１２．６―１２．９―１２．６―１２．１―１１．７―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３６．２―４８．８―１：０１．７―１：１４．３―１：２６．４―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

サンディエゴシチー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Rahy デビュー ２００９．６．２１ 札幌１着

２００７．４．２８生 牡２黒鹿 母 ジェニーソング 母母 ビューティフルジェム ３戦３勝 賞金 ５５，７４２，０００円
〔発走状況〕 モズ号は，枠入り不良。発走時刻１分遅延。
〔調教再審査〕 モズ号は，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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ４頭 アマファソン号・コスモファントム号・タイセイレジェンド号・ロトディパーチャー号
※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。



２２１３０ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第１０競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時００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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

４５ ナニハトモアレ 牡３黒鹿５４ 安藤 勝己�グランプリ 鮫島 一歩 日高 目黒牧場 ４８８＋ ８１：４４．９ ６．９�

５７ ベルモントガリバー 牡３鹿 ５４ 藤田 伸二 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント
ファーム ５０４± ０１：４５．１１� ３．３�

６８ ル ナ キ ッ ズ 牡３栗 ５４
５２ △荻野 琢真畑 清介氏 田所 秀孝 新ひだか 上村 清志 ４５４＋ ２１：４５．８４ ２５．２�

２２ スマートキャスター 牡４青 ５７
５６ ☆丸田 恭介大川 徹氏 栗田 博憲 鵡川 上水牧場 ４８８＋ ２１：４６．０１ ２６．４�

３３ � ファイアーアップ 牡３芦 ５４ 佐々木国明泉 きみ子氏 若松 平 門別 サンシャイン
牧場 ５０８－ ６１：４６．３１� ８６．３�

（北海道） （北海道）

１１ シュヴァイツァー 牡３青鹿５４ 松岡 正海伊達 敏明氏 手塚 貴久 日高 サンシャイン
牧場 ５３４＋ ８１：４６．５１� １２．６	

７１１ ナカヤマスウェプト 牡３芦 ５４
５１ ▲丸山 元気和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４９２＋ ２１：４６．６� ２５．８


４４ コパノシンオー 牡４鹿 ５７ 津村 明秀小林 祥晃氏 武藤 善則 静内 谷岡牧場 ４５４＋ ８ 〃 アタマ ３７２．７�
６９ ヤマタケディガー 牡３栗 ５４ 三浦 皇成山中 佳代氏 根本 康広 日高 今井牧場 ４６２＋１６１：４７．２３� ９０．０�
８１２ ブラッシュアップ 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 作田 誠二 静内 カタオカステーブル ４７６＋ ２ 〃 ハナ ２．４
５６ スマートパルス 牝３芦 ５２ 岩田 康誠大川 徹氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム ５１６＋ ４１：４７．５２ ７．１�
７１０ セイカプレスト 牡３黒鹿５４ 田中 博康久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４５２± ０１：４８．０３ ６３．５�
８１３ エーシンサニーデイ 牡３芦 ５４ 吉田 稔�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４６０－ ２１：４８．３２ １６６．０�

（北海道）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，７６６，８００円 複勝： ４４，５８３，８００円 枠連： １８，４９３，４００円

普通馬連： ７３，７０８，５００円 馬単： ５０，５４１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６６３，２００円

３連複： ７９，８９３，０００円 ３連単： １７６，６４４，４００円 計： ４９７，２９４，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２１０円 � １６０円 � ３９０円 枠 連（４－５） ８７０円

普通馬連 �� １，８５０円 馬 単 �� ４，０１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １，６５０円 �� １，２７０円

３ 連 複 ��� ８，９１０円 ３ 連 単 ��� ４９，０９０円

票 数

単勝票数 計 ２６７６６８ 的中 � ３０８４６（３番人気）
複勝票数 計 ４４５８３８ 的中 � ５６１３２（３番人気）� ８７９２５（２番人気）� ２４２０２（６番人気）
枠連票数 計 １８４９３４ 的中 （４－５） １５７８６（３番人気）
普通馬連票数 計 ７３７０８５ 的中 �� ２９４１３（９番人気）
馬単票数 計 ５０５４１７ 的中 �� ９３２３（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６６３２ 的中 �� １２０９７（５番人気）�� ３８３５（２０番人気）�� ５０７１（１７番人気）
３連複票数 計 ７９８９３０ 的中 ��� ６６２４（３１番人気）
３連単票数 計１７６６４４４ 的中 ��� ２６５６（１４９番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．９―１１．８―１２．５―１２．７―１２．６―１２．５―１２．１―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．６―２９．４―４１．９―５４．６―１：０７．２―１：１９．７―１：３１．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．７
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ナニハトモアレ �
�
父 ブラックホーク �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００８．１１．２９ 京都７着

２００６．３．２３生 牡３黒鹿 母 ペルファヴォーレ 母母 コンアモール １０戦２勝 賞金 １８，２５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔その他〕 ブラッシュアップ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 マルブツファイン号
※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。



２２１３１ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第１１競走 ��
��１，７００�ハーベスト特別

発走１６時４０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
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 ３０１，０００円 ８６，０００円 ４３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

７１１ ロラパルーザ 牡３鹿 ５４ 中舘 英二�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４８８± ０１：４３．８ １．９�

８１３ フ リ ソ 牡３鹿 ５４ 吉田 稔藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４５８＋ ６１：４４．９７ １２．１�
（北海道）

５６ コロナグラフ 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ５０２± ０ 〃 クビ ５．７�
７１０ グランシュヴァリエ 牡４青鹿５７ 田中 勝春宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４８６＋ ４１：４５．３２� １５．７�
５７ ナムラカイシュウ 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４９８－ ２１：４５．６１� ９．２�
８１２ マルサンテクニカル 牡５鹿 ５７ 川島 信二松井三千年氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ４８６＋ ８１：４５．７� １５４．３�
３３ チャイコフスキー 牡４青鹿５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５３４＋ ４ 〃 クビ １２．８	
６９ ローンウルフ 牡４栗 ５７ 丸田 恭介鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７２＋ ８１：４５．８� ７０．４

２２ 	 ケイアイプラウド 牡４栗 ５７ 岩田 康誠 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 米 Pamela Ridley

& Kim Ridley ４７６± ０１：４５．９クビ ６．７�
４５ ギルティストライク 
５黒鹿５７ 四位 洋文 �ノースヒルズマネ

ジメント 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９２＋１６１：４６．１１� ９５．２
４４ タイキジャガー 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成�大樹ファーム 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４７４＋ ８１：４６．４１� ４５．７�
１１ エリモアラルマ 牡３鹿 ５４ 松田 大作山本 敏晴氏 松永 幹夫 えりも エクセルマネジメント ４８４＋ ２１：４７．３５ ６４．６�
６８ スズカフェロー 牡６鹿 ５７ 五十嵐冬樹永井 啓弍氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４８４± ０１：４７．７２� １６３．７�

（北海道）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３０，８５４，０００円 複勝： ５１，６１１，６００円 枠連： １９，４８７，５００円

普通馬連： ８２，６１８，０００円 馬単： ５８，２６３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５４１，８００円

３連複： １０８，６７５，２００円 ３連単： ２０８，２１９，４００円 計： ５９２，２７１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２７０円 � １６０円 枠 連（７－８） １，０００円

普通馬連 �� １，２８０円 馬 単 �� １，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ２４０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ２，４８０円 ３ 連 単 ��� ９，８００円

票 数

単勝票数 計 ３０８５４０ 的中 � １２９９２８（１番人気）
複勝票数 計 ５１６１１６ 的中 � １８３８４３（１番人気）� ３３１３４（５番人気）� ７７５１２（２番人気）
枠連票数 計 １９４８７５ 的中 （７－８） １４５１８（４番人気）
普通馬連票数 計 ８２６１８０ 的中 �� ４７８８２（５番人気）
馬単票数 計 ５８２６３６ 的中 �� ２４３３０（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５４１８ 的中 �� １４２９１（６番人気）�� ３９２１３（２番人気）�� ７４７４（１１番人気）
３連複票数 計１０８６７５２ 的中 ��� ３２３８９（８番人気）
３連単票数 計２０８２１９４ 的中 ��� １５６９３（２２番人気）

ハロンタイム ６．５―１１．３―１２．３―１２．８―１２．６―１２．４―１２．０―１１．７―１２．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．５―１７．８―３０．１―４２．９―５５．５―１：０７．９―１：１９．９―１：３１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９
１
３
６，１１，２（３，４，８）－（１，９，１３）１２（７，１０）＝５
６，１１（２，４，８）３（１，７）（９，１３，１２）１０－５

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

勝馬の
紹 介

ロラパルーザ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．７．１２ 函館２着

２００６．５．１０生 牡３鹿 母 フェアナタリー 母母 フェアディール １１戦３勝 賞金 ３８，５８５，０００円
※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。
（非抽選馬） ９頭 ウィッシュビーワン号・ウグイスジョウ号・ソウルオブジャパン号・ニットウサラン号・ハツカリ号・バロズハート号・

マイグローリアス号・マルサライガー号・ラオムフェーレ号
※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。



２２１３２ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第１２競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１７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

１：０７．９
１：０６．５

良

良

２３ フリーダムエアー 牡５栗 ５７ 四位 洋文深見 富朗氏 昆 貢 門別 白瀬 明 ５０８± ０１：０９．８ ６．３�

４８ サクライダテン 牡４青鹿５７ 三浦 皇成�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 ４５８＋ ４１：１０．０１� ３．１�
５１０ ヴィーヴァサルーテ 牡３青 ５５ 津村 明秀芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０８－ ２１：１０．１� ４２．２�
７１４ エリモラフィーネ 牝４黒鹿５５ 松田 大作山本 敏晴氏 北出 成人 えりも エクセルマネジメント ４５８＋ ６ 〃 ハナ ９．７�
３５ バロンダンス 牡４栗 ５７

５５ △宮崎 北斗市川不動産� 和田 正道 新冠 スピードフアーム ４３０＋ ６１：１０．２クビ ７０．５�
１１ スペシャルブレイド 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介�ターフ・スポート友道 康夫 浦河 酒井牧場 ４５４＋ ２１：１０．４１� ２．９	
８１５ テーオーカンブリア 牡３鹿 ５５ 五十嵐冬樹小笹 公也氏 梅田 智之 様似 能登ファーム ５１２＋１２１：１０．６１� ４９．２


（北海道）

６１１ マイティークラウン �４鹿 ５７
５４ ▲小野寺祐太世賀 聖啓氏 後藤 由之 浦河 有限会社

吉田ファーム ４３０＋１２ 〃 クビ ３８９．５�
１２ スズカライアン 牡５鹿 ５７ 川島 信二永井 啓弍氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 ４９０－ ６１：１０．７クビ ９．６�
４７ コンフォーコ 牡４栗 ５７

５６ ☆丸田 恭介岡田 牧雄氏 矢野 英一 静内 岡田スタツド ４６４± ０ 〃 ハナ １６．６
６１２ ウイングフット 牝４栗 ５５ 長谷川浩大加藤 信之氏 阿部 新生 門別 加藤ステーブル ４６８－１６ 〃 ハナ １１２．０�
５９ メジロマリアン 牝３芦 ５３ 横山 典弘�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４６０－２４１：１０．８� ２１．５�
８１６ テイクザスカイ 牝４栗 ５５ 田中 博康加藤 徹氏 松永 康利 新冠 大狩部牧場 ４７２＋１０１：１０．９クビ ５３．２�
３６ レグルスハート 牡３黒鹿５５ 藤田 伸二中江 隆一氏 土田 稔 新ひだか 土田 和男 ４９２＋ ４１：１１．５３� ９１．０�
７１３	 ナギサノヨウニ 牝３鹿 ５３ 吉田 稔簗詰 貴彦氏 林 和弘 平取（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４０８－ ２ 〃 ハナ ３０８．７�
（北海道） （北海道）

２４ 	 マサノデリラ 牝３黒鹿５３ 山口 竜一中村 正子氏 村上 正和 三石 中村 和夫 ４６０－ ２１：１１．８２ ７８．２�
（北海道） （北海道）

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４５６，５００円 複勝： ４５，７８９，９００円 枠連： ２５，３３２，３００円

普通馬連： ８８，１１１，５００円 馬単： ６４，６８９，２００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，８２６，０００円

３連複： １１７，８３７，４００円 ３連単： ２５６，３６１，９００円 計： ６６３，４０４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２３０円 � １５０円 � ８００円 枠 連（２－４） ６９０円

普通馬連 �� ９１０円 馬 単 �� １，９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３９０円 �� ２，４７０円 �� １，３２０円

３ 連 複 ��� １０，１６０円 ３ 連 単 ��� ５３，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２９４５６５ 的中 � ３７２２０（３番人気）
複勝票数 計 ４５７８９９ 的中 � ５２１４０（３番人気）� １０７０３５（１番人気）� １０８２８（８番人気）
枠連票数 計 ２５３３２３ 的中 （２－４） ２７２６５（２番人気）
普通馬連票数 計 ８８１１１５ 的中 �� ７１７９４（２番人気）
馬単票数 計 ６４６８９２ 的中 �� ２４８９３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５８２６０ 的中 �� ２５２２３（２番人気）�� ３３２７（３１番人気）�� ６４２６（１４番人気）
３連複票数 計１１７８３７４ 的中 ��� ８５６７（２８番人気）
３連単票数 計２５６３６１９ 的中 ��� ３５４７（１４７番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．６―１１．８―１１．６―１１．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．３―３４．９―４６．７―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリーダムエアー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．７．２２ 函館２着

２００４．３．６生 牡５栗 母 ヒロジュエル 母母 デイナーゲスト ２０戦３勝 賞金 ４６，２０９，０００円
〔制裁〕 テーオーカンブリア号の騎手五十嵐冬樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（１番・９番への進路影

響）
※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 イルドロール号・ユキノマーヴェラス号
※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。



（２１札幌２）第１１日 ９月５日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６４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

２２１，４７０，０００円
４，２６０，０００円
２３，８５０，０００円
１，７２０，０００円
２２，２７０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５６，６３０，０００円
４，５０２，０００円
１，６２３，６００円

勝馬投票券売得金
２９２，４９１，１００円
４７８，４５９，３００円
２０５，３３３，３００円
８５８，０５４，７００円
６０２，９７８，７００円
２９４，６２６，０００円
１，０３８，８４８，０００円
２，１２３，６２９，０００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 ５，８９４，４２０，１００円

総入場人員 １２，２４５名 （有料入場人員 １１，１２１名）




