
２２０６１ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６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）

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

５８．５
５７．７

良

重

５５ プレシャスジェムズ 牝２黒鹿５４ 中舘 英二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５６＋ ６１：００．１ ４．５�

３３ セントアンズ 牝２栗 ５４
５３ ☆丸田 恭介後藤 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 ４２８± ０１：００．３１ １．７�
８１１ トーセンキャッスル 牝２鹿 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ８ 〃 クビ ４．４�
６７ 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 ４２０＋ ２１：０１．１５ １６．８�
６８ ピエナヴィブレ 牝２鹿 ５４ 三浦 皇成本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４５８－１０１：０１．９５ １５．２�
１１ マンダリンスマイル 牝２栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太郭 東仁氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 ４５０＋ ４１：０２．１１� ２３０．５	
２２ デルマドミティア 牝２鹿 ５４ 中谷 雄太浅沼 廣幸氏 小林 常泰 日高 ファニーヒルファーム ４２８± ０１：０２．３１� ４３２．３

５６ フィッシュダイブ 牝２鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�ミルファーム 保田 一隆 新ひだか 小野 秀治 ４２６＋ ６１：０２．４クビ ３６５．１�
４４ 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 ３９０－１２１：０２．５� ４７．８

７９ ラブニューイン 牝２栗 ５４ 坂下 秀樹増田 陽一氏 星野 忍 むかわ 真壁 信一 ４０６± ０１：０２．７１� ６１１．７�
（北海道）

８１２ エルキャンディー 牝２黒鹿５４ 武 英智三宅 勝俊氏 境 直行 日高 いとう牧場 ４２４－ ２１：０２．８� ２６．９�
７１０ ノ ボ ル ナ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠�LS.M 尾関 知人 日高 サンバマウン

テンファーム ４１０－ ２１：０３．４３� ４４．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，５９１，９００円 複勝： ２６，８３３，１００円 枠連： ９，５９９，３００円

普通馬連： ３１，９１３，１００円 馬単： ２９，６０４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７２６，６００円

３連複： ４０，４２６，６００円 ３連単： ８４，１２５，３００円 計： ２４８，８２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（３－５） ３４０円

普通馬連 �� ３４０円 馬 単 �� １，０４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １８０円 �� ３３０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ４８０円 ３ 連 単 ��� ３，３１０円

票 数

単勝票数 計 １４５９１９ 的中 � ２５９９４（３番人気）
複勝票数 計 ２６８３３１ 的中 � ３６０５６（２番人気）� １５３８１６（１番人気）� ２４８２２（３番人気）
枠連票数 計 ９５９９３ 的中 （３－５） ２１１４６（２番人気）
普通馬連票数 計 ３１９１３１ 的中 �� ６９３２４（１番人気）
馬単票数 計 ２９６０４６ 的中 �� ２１１８０（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７２６６ 的中 �� １８５３４（１番人気）�� ７３３５（４番人気）�� １６１３０（２番人気）
３連複票数 計 ４０４２６６ 的中 ��� ６３３９０（１番人気）
３連単票数 計 ８４１２５３ 的中 ��� １８７７１（６番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．７―１２．２―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．４―３５．１―４７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレシャスジェムズ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Storm Cat デビュー ２００９．６．２０ 札幌６着

２００７．４．２７生 牝２黒鹿 母 プレシャスキャット 母母 Nurse Lulu ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００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） １頭 チェルカトローバ号
（非抽選馬） １頭 ヒッパリダコ号
※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。



２２０６２ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６日 第２競走 ��１，７００�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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

５６ コスモピグマン 牡３鹿 ５６
５５ ☆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 ４６６－ ４１：４６．５ ５．２�

７１０ ウインスカイハイ 牡３青鹿５６ 中舘 英二�ウイン 山内 研二 新冠 カミイスタット ４５２－ ６１：４７．２４ ５．７�
４５ ル ド ゥ ー テ �３青鹿 ５６

５３ ▲丸山 元気 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４３２＋ ２１：４７．４１� ３７．１�

２２ 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 ４５２－ ４１：４７．８２� ３．９�
６８ 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 ４９８＋ ４１：４８．１１� ６．２�
４４ ブローヒッター 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作深見 富朗氏 五十嵐忠男 静内 西村 和夫 ４６４＋ ２ 〃 クビ ９．４	
５７ ダークセクター 牡３黒鹿５６ 松田 大作山本 英俊氏 庄野 靖志 千歳 社台ファーム ４３４－１０１：４８．４２ １０．２

８１３ ラスペランツァ 牝３青鹿５４ 川島 信二 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４２６＋２２１：４９．２５ １０８．２�
１１ パワールールズ 牡３青鹿 ５６

５４ △荻野 琢真吉田 和子氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 B４９６± ０１：４９．３クビ ２２．１�
８１２ トキメキヒーロー 牡３栗 ５６ 横山 典弘片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４５８＋ ６１：４９．４� ８．４
３３ ヘリオスアレイオン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀吉田 勝己氏 斎藤 誠 早来 ノーザンファーム ５０４－２０１：５０．２５ １７．２�
６９ ニューセンチュリー 牡３鹿 ５６

５４ △宮崎 北斗�村田牧場 本田 優 新冠 村田牧場 ４４４－ ４１：５１．５８ ３０１．４�
７１１ イ ル ボ ッ ロ 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４４４＋ ２１：５３．０９ ２６２．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，６９６，４００円 複勝： １８，９６４，３００円 枠連： ９，４２３，７００円

普通馬連： ３１，４６７，５００円 馬単： ２４，８１９，３００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７１４，６００円

３連複： ４２，８１０，７００円 ３連単： ６８，４０２，６００円 計： ２２１，２９９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １９０円 � ２６０円 � ５７０円 枠 連（５－７） ８８０円

普通馬連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６００円 �� ９２０円 �� ３，４９０円

３ 連 複 ��� １２，６１０円 ３ 連 単 ��� ５６，９２０円

票 数

単勝票数 計 １２６９６４ 的中 � １９５０９（２番人気）
複勝票数 計 １８９６４３ 的中 � ３１３４２（１番人気）� １９５２１（５番人気）� ７２８２（９番人気）
枠連票数 計 ９４２３７ 的中 （５－７） ７９８９（３番人気）
普通馬連票数 計 ３１４６７５ 的中 �� １４２６８（６番人気）
馬単票数 計 ２４８１９３ 的中 �� ５９８７（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７１４６ 的中 �� ５４９７（６番人気）�� ３４１５（１４番人気）�� ８４７（３８番人気）
３連複票数 計 ４２８１０７ 的中 ��� ２５０６（５１番人気）
３連単票数 計 ６８４０２６ 的中 ��� ８８７（２３６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．２―３０．７―４３．２―５５．６―１：０７．８―１：２０．３―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

コスモピグマン �
�
父 イーグルカフェ �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００８．６．２９ 函館１１着

２００６．３．３０生 牡３鹿 母 バ レ リ ア ン 母母 カネヤマシカダ １５戦１勝 賞金 ８，２５０，０００円
〔騎手変更〕 ヘリオスアレイオン号の騎手田中博康は，第５日第１１競走での落馬負傷のため津村明秀に変更。

アドマイヤワンダ号の騎手的場勇人は，病気のため岩田康誠に変更。
〔発走状況〕 パワールールズ号・ヘリオスアレイオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 パワールールズ号は，平成２１年８月１７日から平成２１年９月６日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 ヘリオスアレイオン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 イルボッロ号は，平成２１年９月１６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 プライムウィッシュ号
（非抽選馬） ２頭 ネヴァウブロ号・マラード号



２２０６３ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６日 第３競走 ��
��１，０００�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

５７．５
５７．１

良

稍重

８１２ マザーロード 牝３栗 ５４ 三浦 皇成�大川牧場 水野 貴広 厚真 大川牧場 ４７６＋ ２１：００．５ ６．４�

７１０ アラートフォース 牡３黒鹿５６ 横山 典弘 �サンデーレーシング 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４６６＋１０１：００．７１� １．９�
８１１ キーププロミス 牝３栗 ５４

５１ ▲丸山 元気�グランド牧場 高松 邦男 新ひだか グランド牧場 ４６２＋１２１：００．９１� １０４．２�
４４ クロフネマリア 牝３芦 ５４ 柴山 雄一尾上 松壽氏 高橋 裕 新冠 土井牧場 ４７４± ０ 〃 クビ １２．１�
３３ ヒノデドリーム 牝３鹿 ５４

５２ △荻野 琢真久野 正弘氏 石栗 龍彦 新ひだか 塚尾牧場 ４２８－ ８１：０１．１１� １４２．２�
６７ サージプロミネンス 牝３鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗山上 和良氏 野中 賢二 平取 びらとり牧場 ４５０＋２０１：０１．２� １４．６�
５６ コアレスフラッシュ 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二小林 昌志氏 牧 光二 平取 コアレススタッド B４９８± ０１：０１．５１� １４．３	
７９ タツボストン 牝３鹿 ５４ 津村 明秀鈴木 昭作氏 武市 康男 浦河 大島牧場 ４３０± ０１：０２．２４ ７．７

１１ クレバーアグネス 牡３栗 ５６ 中舘 英二田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４６－１０１：０２．７３ ６．９�
２２ ニューヒストリー 牡３鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太春藤 良一氏 根本 康広 新冠 津田牧場 B４１６ ―１：０２．８クビ １２０．９
５５ キタサンオリュウ 牝３黒鹿５４ 四位 洋文�大野商事 中野渡清一 静内 カタオカステーブル ４６８＋ ２１：０２．９� ２６．７�
６８ ショウナンマゴコロ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎国本 哲秀氏 本間 忍 静内 岡田スタツド ４５４＋１６１：０３．８５ ５４．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，８６０，７００円 複勝： ２２，４７９，７００円 枠連： １０，１８３，３００円

普通馬連： ３１，３５１，６００円 馬単： ３０，３６５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，１１２，７００円

３連複： ４１，２７３，８００円 ３連単： ８２，８３４，３００円 計： ２４７，４６１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � １，２７０円 枠 連（７－８） ４７０円

普通馬連 �� ５３０円 馬 単 �� １，５５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ５，２６０円 �� ２，４５０円

３ 連 複 ��� １３，３８０円 ３ 連 単 ��� ７５，７６０円

票 数

単勝票数 計 １４８６０７ 的中 � １８３８１（２番人気）
複勝票数 計 ２２４７９７ 的中 � ３５５８５（２番人気）� ８３２５０（１番人気）� ２４６２（１１番人気）
枠連票数 計 １０１８３３ 的中 （７－８） １６１２８（１番人気）
普通馬連票数 計 ３１３５１６ 的中 �� ４４３９７（１番人気）
馬単票数 計 ３０３６５５ 的中 �� １４４６６（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４１１２７ 的中 �� １６３５４（２番人気）�� ５８４（３８番人気）�� １２７５（２９番人気）
３連複票数 計 ４１２７３８ 的中 ��� ２２７７（４５番人気）
３連単票数 計 ８２８３４３ 的中 ��� ８０７（２２３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１２．１―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３５．６―４７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３７．０
３ １０，１１，１２－（３，８）（１，９）－４，７－６，２＝５ ４ １０，１２，１１，３，４（１，９）－７－（８，６）－２－５

勝馬の
紹 介

マザーロード �
�
父 フォーティナイナー �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー ２００８．８．３０ 新潟１０着

２００６．３．２９生 牝３栗 母 トップサンキスト 母母 サンキストイエロー １０戦１勝 賞金 ９，７５０，０００円
〔騎手変更〕 ニューヒストリー号の騎手田中博康は，第５日第１１競走での落馬負傷のため小野寺祐太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 カラフルパレット号・キングエーコー号・クリスティビーム号・スイートフローラル号・フィールドダンス号



２２０６４ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６日 第４競走 ��
��１，２００�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

１：０９．６
１：０７．８

良

良

５９ ニシノマドカ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 西山牧場 ４６０ ―１：１０．３ ２．２�

３５ マンゴプディング 牝２黒鹿５４ 柴原 央明 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４０２ ― 〃 クビ ９．２�
６１２ 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 ４８４ ―１：１１．０４ ３．７�
１１ � エルトベーレ 牝２栗 ５４ 四位 洋文�村田牧場 昆 貢 米

James M. Her-
bener, Jr. & Pe-
ter Van Andel

４８０ ― 〃 アタマ １０．８�
７１４ コパノトヨウケ 牝２黒鹿５４ 柴山 雄一小林 祥晃氏 武藤 善則 新ひだか 谷岡牧場 ４１２ ―１：１１．３１� ４９．５�
８１５ コスモセレクト 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 日高 若林 武雄 ４７６ ―１：１１．６１� １１．８	
３６ オープンシャッセ 牝２青鹿５４ 武 幸四郎 �サンデーレーシング 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２６ ―１：１１．８１� ２９．１

８１６� メイクソリッド 牝２黒鹿５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 鮫島 一歩 米 Shadai Cor-

poration ４２０ ―１：１１．９� １３．４�
７１３ ディアグレース 牝２芦 ５４ 中舘 英二寺田千代乃氏 田村 康仁 浦河 畔高牧場 ４２２ ―１：１２．０� ４６．７�
２４ ストリークイーグル 牝２栗 ５４

５２ △宮崎 北斗岡田 牧雄氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド ４３４ ―１：１２．１クビ １０４．５
２３ トーセンピナクル 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介島川 �哉氏 後藤 由之 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６６ ―１：１２．３１� ３１．６�
６１１ マンダリンレイ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀郭 東仁氏 萱野 浩二 平取 清水牧場 ４３０ ―１：１２．５１� ８３．４�
４８ � ティアランドール 牝２黒鹿 ５４

５２ △荻野 琢真 �グリーンファーム 矢作 芳人 米 Peter J.
Pasteris ４５２ ―１：１３．０３ ７４．５�

５１０ 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 ４４０ ― 〃 クビ ２７４．７�

４７ ケイツーノース 牝２栗 ５４
５３ ☆丸田 恭介楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ４６８ ―１：１４．０６ ７４．７�

１２ プリモウェーブ 牝２栗 ５４ 松田 大作熊坂 俊一氏 大竹 正博 新冠 村上 欽哉 ４５２ ―１：１５．５９ ２９９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，９８４，７００円 複勝： １６，４７８，６００円 枠連： １１，７４６，９００円

普通馬連： ３４，４６５，７００円 馬単： ２６，９００，１００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３９２，７００円

３連複： ４０，５６３，３００円 ３連単： ６７，１８１，４００円 計： ２２４，７１３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � ２１０円 � １３０円 枠 連（３－５） １，０１０円

普通馬連 �� １，４４０円 馬 単 �� ２，０６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４５０円 �� １７０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ７，５２０円

票 数

単勝票数 計 １４９８４７ 的中 � ５５９６４（１番人気）
複勝票数 計 １６４７８６ 的中 � ４５５３７（１番人気）� １４６１０（３番人気）� ３７７７２（２番人気）
枠連票数 計 １１７４６９ 的中 （３－５） ８６３９（４番人気）
普通馬連票数 計 ３４４６５７ 的中 �� １７７７２（３番人気）
馬単票数 計 ２６９００１ 的中 �� ９６６５（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３９２７ 的中 �� ５９５７（２番人気）�� ２３６１１（１番人気）�� ４３３３（６番人気）
３連複票数 計 ４０５６３３ 的中 ��� ２２６３５（１番人気）
３連単票数 計 ６７１８１４ 的中 ��� ６５９５（９番人気）

ハロンタイム １２．２―１１．０―１１．２―１２．１―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．２―３４．４―４６．５―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノマドカ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ブライアンズタイム 初出走

２００７．３．１８生 牝２鹿 母 ニシノプロミネンス 母母 ブランドノーブル １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔騎手変更〕 ケイツーノース号の騎手田中博康は，第５日第１１競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プリモウェーブ号は，平成２１年９月１６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ナイトオブザオペラ号



２２０６５ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６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

７１０ ラ グ ナ ロ ク 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４８０＋ ２１：４７．１ ９．８�

３３ ゴ ー ギ ャ ン 牡３鹿 ５６ 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 静内 西村 和夫 ４７０＋１０１：４７．２� １９．７�
８１３ ポイマンドレース 牡３栗 ５６ 竹之下智昭 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２０－１２１：４７．５１� ３．１�
４４ オンフルール 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �ノースヒルズマネ

ジメント 佐々木晶三 新冠 ノースヒルズマネジメント B４６０± ０１：４７．６� ３．３�
５７ コスモジュゲム 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 様似 辻 牧場 ４９６＋ ２ 〃 クビ ４．７�
２２ プラチナタイム 牡３芦 ５６ 岩田 康誠�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 B４２８－１８１：４７．７クビ １５．４�
６９ アイアムランボー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二堀 紘一氏 鹿戸 雄一 静内 千代田牧場 ４７４－ ２１：４８．１２� ２７．１	
４５ ヴァンエボン 牡３栗 ５６ 武 英智松本 俊廣氏 山内 研二 登別 青藍牧場 ４７８－ ６１：４８．３１� １１．２

５６ スナークキャロル 牝３鹿 ５４ 梶 晃啓杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか 見上牧場 ４３０＋ ２１：４８．５１� ４４．５�
７１１ シルクナイスガイ 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介有限会社シルク作田 誠二 三石 タツヤファーム ４３０－ ２１：４８．８１� ２６．２�
６８ ブライティアヘアー 牝３芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太小林 昌志氏 西橋 豊治 平取 雅 牧場 B３９２－１０１：５０．２９ ３７１．８
１１ ジャックモンティー 牡３芦 ５６ 芹沢 純一吉田 和美氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ５２２＋１２１：５１．０５ ３５８．３�
８１２ ベニアミーノ �３黒鹿５６ 小林 徹弥白井 岳氏 小野 幸治 日高 白井牧場 ４８６ ―１：５３．６大差 ２７４．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，７２９，９００円 複勝： ２０，７９７，１００円 枠連： １０，９９５，２００円

普通馬連： ３３，０３１，２００円 馬単： ２５，８７３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４３６，０００円

３連複： ４４，７８６，６００円 ３連単： ７３，５６３，８００円 計： ２３７，２１３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９８０円 複 勝 � ３６０円 � ４５０円 � １８０円 枠 連（３－７） ５，８９０円

普通馬連 �� １２，０２０円 馬 単 �� ２１，３４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，３７０円 �� ７９０円 �� １，１１０円

３ 連 複 ��� １５，４００円 ３ 連 単 ��� １０６，０４０円

票 数

単勝票数 計 １３７２９９ 的中 � １１０８６（４番人気）
複勝票数 計 ２０７９７１ 的中 � １４０２８（５番人気）� １０５８５（６番人気）� ３８９５３（３番人気）
枠連票数 計 １０９９５２ 的中 （３－７） １３７８（２０番人気）
普通馬連票数 計 ３３０３１２ 的中 �� ２０２９（３２番人気）
馬単票数 計 ２５８７３８ 的中 �� ８９５（６０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４３６０ 的中 �� １０１３（３３番人気）�� ４７０８（８番人気）�� ３２２９（１２番人気）
３連複票数 計 ４４７８６６ 的中 ��� ２１４７（５３番人気）
３連単票数 計 ７３５６３８ 的中 ��� ５１２（３４４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．５―３１．１―４３．８―５６．３―１：０８．６―１：２０．９―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．８―３F３８．５
１
３
４（３，１０）（７，１３）（２，５，６）９，１１－（１，１２）８
４，１０（３，７）１３（２，５，６）（１１，９）－８，１２－１

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

勝馬の
紹 介

ラ グ ナ ロ ク �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Irish River デビュー ２００９．５．３１ 東京６着

２００６．５．１５生 牡３黒鹿 母 オールドスタッフ 母母 Antique Value ５戦１勝 賞金 ７，５００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベニアミーノ号は，平成２１年９月１６日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アサクサアミイゴ号
（非抽選馬） １頭 リバートップガン号



２２０６６ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時３５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

１：５８．６
１：５６．４

良

良

７１２ パーソナルブレーン 牝３黒鹿５４ 古川 吉洋深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４３４＋ ４２：０２．７ ２７．１�

２３ ローズバンク 牝３黒鹿５４ 横山 典弘吉田 勝己氏 小崎 憲 早来 ノーザンファーム ４４０＋１０ 〃 ハナ １１．８�
４６ ベーリンジア 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４９２－ ４２：０２．８� ５．８�
８１４ スマートカンパニー �３鹿 ５６ 中舘 英二大川 徹氏 国枝 栄 新ひだか ダイイチ牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ２１．１�
５８ � サトノサーガ 牡３黒鹿５６ 四位 洋文里見 治氏 藤沢 和雄 米 Mt. Brilliant

Farm LLC ４６４＋ ８２：０２．９� ３１．７�
３４ ラーマブルー 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �ブルーマネジメント武 宏平 静内 武 牧場 ４７８＋ ２２：０３．０クビ １９．９	
６１１ チューベローズ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４４８－ ４２：０３．４２	 ２３．９

６１０ メイストーム 牝３鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗西谷とき子氏 清水 英克 浦河 ダイヤモンドファーム ４２４＋ ２２：０３．５� ２４０．６�
１１ サクラキングオー 牡３栗 ５６ 岩田 康誠�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 ４８８－ ４２：０３．９２	 ２．５�
５９ スズカマグナム 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４９８－１４２：０４．２１� ３．８
４７ ロイヤルポケット 牡３鹿 ５６

５４ △荻野 琢真ロイヤルファーム� 畠山 吉宏 浦河 アイオイファーム ４１８＋ ４２：０４．５１� １９５．２�
２２ レッドロザリオ 牝３栃栗 ５４

５１ ▲国分 優作 �東京ホースレーシング 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４５０± ０２：０５．０３ ３７２．７�
７１３ ベストオブラック 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二吉田 照哉氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８８－１０２：０５．４２	 １２．８�
８１５ エルプレジデンテ 牡３鹿 ５６ 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４３８－ ８２：０５．５� ２８．０�
３５ カワカミキラリン 牝３青鹿５４ 池添 謙一 �三石川上牧場 西浦 勝一 三石 三石川上牧場 ４２４＋ ８２：０５．７１ ２２６．１�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １９，９０７，５００円 複勝： ３０，２１２，６００円 枠連： １３，１２０，０００円

普通馬連： ４３，３２５，１００円 馬単： ３３，０７５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １９，２５１，０００円

３連複： ５７，９１０，８００円 ３連単： ９６，９１２，８００円 計： ３１３，７１５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，７１０円 複 勝 � ９５０円 � ３５０円 � ２００円 枠 連（２－７） ６，０９０円

普通馬連 �� １３，６７０円 馬 単 �� ３０，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２４０円 �� ２，６６０円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ２２，０３０円 ３ 連 単 ��� ２２６，３４０円

票 数

単勝票数 計 １９９０７５ 的中 � ５７９９（９番人気）
複勝票数 計 ３０２１２６ 的中 � ６８１５（１１番人気）� ２２３７９（４番人気）� ５０９６３（３番人気）
枠連票数 計 １３１２００ 的中 （２－７） １５９０（２０番人気）
普通馬連票数 計 ４３３２５１ 的中 �� ２３４０（３６番人気）
馬単票数 計 ３３０７５５ 的中 �� ７９４（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９２５１０ 的中 �� １４３２（３２番人気）�� １７５６（２６番人気）�� ５１６４（９番人気）
３連複票数 計 ５７９１０８ 的中 ��� １９４０（６７番人気）
３連単票数 計 ９６９１２８ 的中 ��� ３１６（５３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．７―３６．４―４８．９―１：０１．３―１：１３．６―１：２５．９―１：３８．１―１：５０．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．８
１
３
１４，１２（５，１５）１１（６，７）４，１３，３－８，２（９，１０）－１
１４，１２，１５（５，１１，４，７）（３，６）－８，１３（２，１０）－９－１

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

勝馬の
紹 介

パーソナルブレーン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Zilzal デビュー ２００９．１．２５ 中京２着

２００６．３．１５生 牝３黒鹿 母 シルヴァーキャップ 母母 Over Your Shoulder ７戦１勝 賞金 ９，８００，０００円
〔騎手変更〕 ベストオブラック号の騎手田中博康は，第５日第１１競走での落馬負傷のため藤田伸二に変更。
※出走取消馬 プロサーピナ号（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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 アメジストオブレイ号
（非抽選馬） １頭 キリシマノホシ号



２２０６７ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６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

５６ ココシュニック 牝４芦 ５５ 岩田 康誠吉田 和子氏 松田 国英 早来 ノーザンファーム ５２０－ ２１：４６．２ １．９�

７１０ クーノキセキ 牝４栗 ５５ 柴山 雄一吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ５０４－ ８１：４６．４１� １１．６�
４４ チ ェ ル カ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文 �キャロットファーム 後藤 由之 早来 ノーザンファーム ５４２－ ４１：４７．２５ ２２．７�
５７ クリスザドール 牝３鹿 ５２ 中舘 英二国田 正忠氏 石坂 正 早来 ノーザンファーム ５４２＋２２１：４７．３クビ １８．４�
４５ コ ヅ ル 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二�グランド牧場 上原 博之 静内 グランド牧場 ４５２＋ ８１：４７．６２ １４．４�
３３ 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＋ ４ 〃 アタマ ５．１�
８１３ カントリードーター 牝３栗 ５２ 秋山真一郎�協和牧場 和田正一郎 新冠 協和牧場 ４６６＋ ２１：４７．８１� １２８．１	
２２ メジロブラボー 牝３芦 ５２ 長谷川浩大�メジロ牧場 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ４５２－ ４１：４８．０１ ５６．３

６８ � リ ロ 牝３鹿 ５２

５１ ☆丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 日高 門別 敏朗 ４９４＋ ６ 〃 クビ ５８．５�
８１２ ミスアンコール 牝３鹿 ５２ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４５８＋１０１：４８．４２� ５．９
１１ グロリアスウェザー 牝５鹿 ５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 清水 出美 浦河 赤田牧場 ５１４＋ ８１：４８．９３ ６８．７�
６９ � 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 ４３２＋ ２１：４９．１１� １４５．６�
７１１ チャームドリーム 牝３鹿 ５２

５０ △荻野 琢真タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５００＋ ２１：４９．４２ ２７．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １８，３１７，８００円 複勝： ３２，９５７，３００円 枠連： １２，３２０，６００円

普通馬連： ３９，６４３，４００円 馬単： ３３，２４９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １６，８９９，９００円

３連複： ５１，２１７，５００円 ３連単： １０３，２４７，８００円 計： ３０７，８５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ２８０円 � ４５０円 枠 連（５－７） ７３０円

普通馬連 �� ９３０円 馬 単 �� １，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４３０円 �� ６８０円 �� ２，７９０円

３ 連 複 ��� ４，１６０円 ３ 連 単 ��� １４，４００円

票 数

単勝票数 計 １８３１７８ 的中 � ７８７７５（１番人気）
複勝票数 計 ３２９５７３ 的中 � １７３２２４（１番人気）� １８５５４（４番人気）� ９８７２（６番人気）
枠連票数 計 １２３２０６ 的中 （５－７） １２４７２（４番人気）
普通馬連票数 計 ３９６４３４ 的中 �� ３１４６３（３番人気）
馬単票数 計 ３３２４９０ 的中 �� １７５６１（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６８９９９ 的中 �� １０６８８（３番人気）�� ６２０６（７番人気）�� １３６８（２５番人気）
３連複票数 計 ５１２１７５ 的中 ��� ９０９７（１１番人気）
３連単票数 計１０３２４７８ 的中 ��� ５２９２（３９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．０―３０．４―４３．１―５５．７―１：０７．９―１：２０．１―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．３
１
３
５，６，１０－９，１２－７（２，８）４，１１（１，１３）－３
５（６，１０）＝（９，１２）－７，４（２，１３）８，３，１，１１

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

勝馬の
紹 介

ココシュニック �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー ２００７．１０．２０ 京都２着

２００５．２．７生 牝４芦 母 ゴールドティアラ 母母 Bright Tiara １９戦３勝 賞金 ４２，７００，０００円
〔騎手変更〕 カントリードーター号の騎手田中博康は，第５日第１１競走での落馬負傷のため秋山真一郎に変更。



２２０６８ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６日 第８競走 ��
��１，７００�

よ う て い ざ ん

羊 蹄 山 特 別
発走１４時４５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 ２５９，０００円 ７４，０００円 ３７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

６６ � トウカイプライム 牡４黒鹿５７ 安藤 勝己内村 正則氏 成島 英春 浦河 吉田 又治 ５５４＋ ４１：４５．６ ２．４�

７９ ラヴィンライフ 牡３鹿 ５４ 中舘 英二 �サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０－ ４ 〃 クビ ２．５�

８１０ セイカアレグロ 牡４鹿 ５７ 津村 明秀久米 大氏 稲葉 隆一 新冠 シンユウフアーム ４９０－ ４１：４５．７� １４２．８�
３３ バロズハート 牡４栃栗５７ 岩田 康誠栗山 良子氏 池上 昌弘 新冠 田渕牧場 ５２２＋１０１：４５．９１	 ３．９�
１１ チャリティショウ 牡５栗 ５７ 秋山真一郎加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ５００＋１４１：４６．０クビ ３４．１�
２２ マルサライガー 
５黒鹿５７ 松田 大作鈴木キヌ子氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４６２± ０１：４６．１� ２２．８�
６７ マイグローリアス 牡７芦 ５７ 池添 謙一五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５０６＋ ６１：４６．２クビ ６６．６	
５５ ソウルオブジャパン 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介太田 美實氏 友道 康夫 静内 藤原牧場 ４９０＋１２１：４６．５２ ２６．４

４４ コスモアブソルート 牡７黒鹿５７ 宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 八木農場 ４９２－ ２１：４６．６クビ １８２．５�
８１１ リアルヴィクトリー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成杉山 美惠氏 浅見 秀一 三石 明治牧場 ４８６＋ ２１：４６．７� ５５．９�
７８ ニシノヴァネッサ 牝５芦 ５５ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４９４－ ２１：４８．３１０ １１０．９

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，２８３，４００円 複勝： ５０，００２，５００円 枠連： １２，８４８，２００円

普通馬連： ６８，６１９，０００円 馬単： ５７，５８３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７０９，５００円

３連複： ８４，２２２，１００円 ３連単： ２０２，６０４，４００円 計： ５２１，８７２，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １，１５０円 枠 連（６－７） ２８０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ６５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２，２８０円 �� ３，３５０円

３ 連 複 ��� ７，１６０円 ３ 連 単 ��� ２１，０７０円

票 数

単勝票数 計 ２５２８３４ 的中 � ８５９８０（１番人気）
複勝票数 計 ５０００２５ 的中 � ３１２５０６（１番人気）� ６６１６７（２番人気）� ３４７７（９番人気）
枠連票数 計 １２８４８２ 的中 （６－７） ３４６３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ６８６１９０ 的中 �� １７９８８９（１番人気）
馬単票数 計 ５７５８３６ 的中 �� ６５５７８（３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７０９５ 的中 �� ４４０２１（１番人気）�� １７８９（２１番人気）�� １２０４（２８番人気）
３連複票数 計 ８４２２２１ 的中 ��� ８６９３（１８番人気）
３連単票数 計２０２６０４４ 的中 ��� ７０９９（５６番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．６―１２．７―１２．９―１２．４―１１．８―１１．８―１２．３―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．４―３１．１―４４．０―５６．４―１：０８．２―１：２０．０―１：３２．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�トウカイプライム �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ギヤロツプダイナ

２００５．４．２４生 牡４黒鹿 母 トウカイダイナ 母母 トウカイハマナス １６戦３勝 賞金 ５７，７１７，０００円
初出走 JRA

〔制裁〕 セイカアレグロ号の騎手津村明秀は，４コーナーで内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１番への進路影響）



２２０６９ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６日 第９競走 ��
��１，８００�第５７回北海道新聞杯クイーンステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）
牝，３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５２�４歳以上
５５�，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳５２�４歳以上
５５�，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�増（ただし２歳時
の成績を除く）

北海道新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ３９，０００，０００円 １６，０００，０００円 ９，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，９００，０００円
付 加 賞 ５０４，０００円 １４４，０００円 ７２，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４４．１

良

良

３３ ピエナビーナス 牝５青鹿５５ 古川 吉洋本谷 兼三氏 南井 克巳 浦河 岡本牧場 ４６０－ ２１：４８．２ ５８．７�

４６ ザ レ マ 牝５栗 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム ５３８＋ ６１：４８．４１ ３．４�
５８ アメジストリング 牝５黒鹿５５ 池添 謙一 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４８６＋ ４ 〃 クビ ８．７�
８１４ ムードインディゴ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６２－ ４１：４８．５クビ ７．０�

１１ マイネカンナ 牝５栗 ５５ 三浦 皇成 �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 ４３８＋１６ 〃 アタマ ２０．９�

６１０ アドマイヤスペース 牝５芦 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４６６＋２８ 〃 アタマ ７４．４	
３４ ヤマニンメルベイユ 牝７栗 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４７６＋ ８１：４８．６クビ ７．９

７１１ スペルバインド 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース長浜 博之 追分 追分ファーム ４９８－１０ 〃 クビ ５．２�
５７ レインダンス 牝５栗 ５５ 中舘 英二吉田 照哉氏 宮 徹 千歳 社台ファーム ４７８－１２１：４８．７� １７．４�
２２ レ ジ ネ ッ タ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４６－ ２１：４８．８	 ５．８
６９ レッドアゲート 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二ディアレスト 田村 康仁 浦河 小島牧場 ４５２－ ６１：４８．９	 ２３．６�
４５ フミノサチヒメ 牝６栗 ５５ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４６６＋ ８１：４９．２１� ４５．３�
８１３ スイングロウ 牝５青 ５５ 松田 大作加藤 徹氏 成島 英春 静内 高橋 修 ４３６＋ ２１：４９．４１
 １９７．９�
７１２ スペシャルフロート 牝５鹿 ５５ 菊沢 隆徳吉田 照哉氏 伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４５２－ ２１：４９．６１	 １０６．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ７９，９７７，１００円 複勝： １２１，３０９，１００円 枠連： ７６，９１７，８００円

普通馬連： ５４２，６５２，１００円 馬単： ２７９，３７７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１９，４２２，４００円

３連複： ６１２，６４４，６００円 ３連単： １，３１１，４１８，７００円 計： ３，１４３，７１８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５，８７０円 複 勝 � ９９０円 � １５０円 � ２４０円 枠 連（３－４） １，２２０円

普通馬連 �� １１，２４０円 馬 単 �� ２８，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４２０円 �� ３，３８０円 �� ５５０円

３ 連 複 ��� １９，９３０円 ３ 連 単 ��� １７６，６２０円

票 数

単勝票数 計 ７９９７７１ 的中 � １０７４１（１１番人気）
複勝票数 計１２１３０９１ 的中 � ２２６８０（１１番人気）� ３０４１６３（１番人気）� １２５７８０（５番人気）
枠連票数 計 ７６９１７８ 的中 （３－４） ４６７６８（５番人気）
普通馬連票数 計５４２６５２１ 的中 �� ３５６５５（３３番人気）
馬単票数 計２７９３７７１ 的中 �� ７２４１（７５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１９４２２４ 的中 �� １１７５６（３３番人気）�� ８３２０（４１番人気）�� ５７６８８（４番人気）
３連複票数 計６１２６４４６ 的中 ��� ２２６９４（６７番人気）
３連単票数 計１３１１４１８７ 的中 ��� ５４８０（４９９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３５．５―４７．９―１：００．１―１：１２．３―１：２４．２―１：３６．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ピエナビーナス �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Caerleon デビュー ２００７．１．２１ 京都５着

２００４．３．１８生 牝５青鹿 母 オープニングタイトル 母母 Maiden Concert ２０戦５勝 賞金 ９３，１１８，０００円
〔騎手変更〕 アドマイヤスペース号の騎手的場勇人は，病気のため岩田康誠に変更。
〔制裁〕 ムードインディゴ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（２番への進路

影響）
ザレマ号の騎手安藤勝己は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１０番・４番・１１番への進路影
響）



２２０７０ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６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

７１０ スズカサンバ 牡５鹿 ５７ 川島 信二永井 啓弍氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４８０＋１４１：４７．２ ３．３�

６９ � クラレットジャグ �４鹿 ５７ 柴山 雄一 �サンデーレーシング 中川 公成 早来 ノーザンファーム ４６８＋ ４１：４７．３	 ３８．３�
７１１ 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 ４８６± ０１：４７．４	 １３．４�
４４ ディアマジェスティ 牡３黒鹿５４ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 ４６０＋１２ 〃 アタマ ４．３�
２２ � ブ チ カ マ シ 牡５黒鹿５７ 中舘 英二中西 功氏 嶋田 功 青森 久保フアーム ４４６－ ４１：４７．６１
 ７．１�
６８ デンコウヤマト 牡３栗 ５４ 武 幸四郎田中 康弘氏 小島 太 浦河 辻 牧場 ４７４＋ ６ 〃 クビ ５．０�
３３ ブラストヘッド 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成前田 幸治氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム B４９４± ０１：４７．７クビ ６．６	
８１３� ティグフォルテ 牡４栗 ５７ 松田 大作�嶋 祐子氏 牧 光二 米 Boyd Lynch ４７４－２２１：４８．２３ ２７．７

４５ ペプチドハリケーン 牡３青鹿５４ 武 英智沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 B４６４－ ６１：４８．３クビ ２９．０�
８１２� コスモイーゴリ 牡５栗 ５７

５５ △宮崎 北斗 �ビッグレッドファーム 松永 康利 豪 Barnaby
& Co Ltd ４５８－ ２１：４８．４	 ２３６．７�

５７ コアグリーン 牡４鹿 ５７ 津村 明秀斎藤 光政氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４９２＋１０１：４８．５� ９８．１
１１ ティアップシンゲキ 牡３黒鹿５４ 坂下 秀樹田中 昇氏 杉浦 宏昭 門別 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４６４± ０１：４９．６７ １０３．３�
（北海道）

５６ � ダニエルバローズ 牡３青鹿５４ 小林 徹弥猪熊 広次氏 野中 賢二 米 J. D. Squires ５０８＋１４１：５０．７７ ２７．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２３，３３６，８００円 複勝： ３２，４３２，１００円 枠連： １９，１６１，４００円

普通馬連： ７９，０７６，８００円 馬単： ４９，７９５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５４２，９００円

３連複： ９１，５５７，８００円 ３連単： ２０５，１５０，８００円 計： ５２５，０５４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １５０円 � １，０１０円 � ２９０円 枠 連（６－７） ７７０円

普通馬連 �� ７，０７０円 馬 単 �� ９，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，４９０円 �� ５３０円 �� ５，３２０円

３ 連 複 ��� １７，３９０円 ３ 連 単 ��� ９６，７５０円

票 数

単勝票数 計 ２３３３６８ 的中 � ５６３７５（１番人気）
複勝票数 計 ３２４３２１ 的中 � ８０６５６（１番人気）� ６１６０（１０番人気）� ２６６６８（６番人気）
枠連票数 計 １９１６１４ 的中 （６－７） １８５１１（３番人気）
普通馬連票数 計 ７９０７６８ 的中 �� ８２６４（２２番人気）
馬単票数 計 ４９７９５９ 的中 �� ３９４３（３４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５４２９ 的中 �� ２３３６（２７番人気）�� １２６１６（６番人気）�� １０７７（４３番人気）
３連複票数 計 ９１５５７８ 的中 ��� ３８８６（５４番人気）
３連単票数 計２０５１５０８ 的中 ��� １５６５（２７３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．３―３１．２―４４．１―５７．０―１：０９．７―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４F５０．２―３F３７．５
１
３
１３，１１－（９，１０）（１，３，４，１２）（６，８）（２，７）－５・（１３，１１）（１０，１２）（９，３，８）（４，６）（１，２）（７，５）

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

勝馬の
紹 介

スズカサンバ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー ２００６．８．２０ 札幌３着

２００４．４．３０生 牡５鹿 母 スプリングマンボ 母母 Key Flyer １１戦２勝 賞金 ２２，５８０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔騎手変更〕 クラレットジャグ号の騎手田中博康は，第５日第１１競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ２頭 セイウンシグナル号・フォルスストレート号
※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。



２２０７１ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６日 第１１競走 ��
��１，２００�

ひ つ じ が お か

羊 ヶ 丘 特 別
発走１６時４０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
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

１：０７．９
１：０６．５

良

良

８１６ プレンティフェスタ 牝４青 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：０９．６ ２０．７�

１１ ユキノハボタン 牝４栗 ５５ 丸田 恭介遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４６８± ０１：０９．８１ ３．４�
４７ ヴァイスハイト 牝５青鹿５５ 古川 吉洋 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ６ 〃 クビ ５３．０�
７１３ ミスクリアモン 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４５８－ ６ 〃 アタマ ３．６�
８１５ メイスンシンデレラ 牝５栗 ５５ 安藤 勝己梅村 浩氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ４５６＋１６ 〃 ハナ １０６．７�
２３ アモーレヴォレ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二�三嶋牧場 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 ４９２－ ２ 〃 ハナ ４．２�
１２ アドマイヤプルート 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４６４＋ ２１：０９．９クビ １４．３	
３５ アンソロジー 牝５鹿 ５５ 津村 明秀 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４４６＋２０ 〃 クビ ２３．６

２４ ラブチャーミー 牝３鹿 ５２ 武 幸四郎増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４２２－１６１：１０．０� ９５．７�
５１０ ヴ ェ リ タ ス 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 静内 岡田スタツド ４６８＋ ６ 〃 クビ ７．６�
３６ シセイヒカリ 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一猪苗代 勇氏 北出 成人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８６－ ２１：１０．１� １４４．９
５９ クレバージェフリー 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４２－１０ 〃 ハナ ７６．３�
４８ シシャモチャン 牝３栗 ５２ 小林 徹弥大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４６６－ ２１：１０．２クビ ２２．９�
６１１ グランプリヒーロー 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４６０＋ ４１：１０．５２ ３１．７�
６１２	 ゴールドクリッパー 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗山田 弘氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド B５００－ ６１：１０．９２� ２２９．０�
７１４ ヴィヴァーチェ 牝５鹿 ５５ 四位 洋文 �荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４４４－ ６ 〃 アタマ ５３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，８６２，５００円 複勝： ４０，１３７，１００円 枠連： ２３，３７９，１００円

普通馬連： ９４，８８８，７００円 馬単： ６３，６０８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７９４，７００円

３連複： １２１，７８７，６００円 ３連単： ２５０，５３４，８００円 計： ６５４，９９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０７０円 複 勝 � ５１０円 � １７０円 � ９３０円 枠 連（１－８） ２，０００円

普通馬連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ８，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ９，１１０円 �� ２，７６０円

３ 連 複 ��� ２９，２９０円 ３ 連 単 ��� ３０６，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２７８６２５ 的中 � １０６３４（６番人気）
複勝票数 計 ４０１３７１ 的中 � １７７６１（７番人気）� ８８３２３（１番人気）� ９０７７（１１番人気）
枠連票数 計 ２３３７９１ 的中 （１－８） ８６３３（８番人気）
普通馬連票数 計 ９４８８８７ 的中 �� ２２８６２（１０番人気）
馬単票数 計 ６３６０８３ 的中 �� ５４４５（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７９４７ 的中 �� ６１３８（１３番人気）�� ８６６（６７番人気）�� ２９２１（２７番人気）
３連複票数 計１２１７８７６ 的中 ��� ３０６９（８２番人気）
３連単票数 計２５０５３４８ 的中 ��� ６０４（６６９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．１―１１．６―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．７―４５．３―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレンティフェスタ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．４．２０ 福島３着

２００５．２．２６生 牝４青 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター １１戦３勝 賞金 ３１，４２１，０００円
〔騎手変更〕 ヴィヴァーチェ号の騎手的場勇人は，病気のため四位洋文に変更。

メイスンシンデレラ号の騎手田中博康は，第５日第１１競走での落馬負傷のため安藤勝己に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トップオブピーコイ号
（非抽選馬） ５頭 アイアンデューク号・セトノアンテウス号・ティムガッド号・トミノドリーム号・トーヨーエーピー号



２２０７２ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６日 第１２競走 ��
��１，８００�

る も い

留 萌 特 別
発走１７時１０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 ３８５，０００円 １１０，０００円 ５５，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４４．１

良

良

３４ � マサノウイズキッド 牡３黒鹿５４ 四位 洋文中村 正子氏 小島 茂之 日高 道見牧場 ５０２＋ ２１：４９．２ ８．０�

４６ � スマートステージ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠大川 徹氏 鹿戸 雄一 三石 ダイイチ牧場 B４９６± ０１：４９．３� ５．７�
７１２ トモロポケット 牡３栗 ５４ 芹沢 純一廣崎 智子氏 河内 洋 日高 前川ファーム ４７０± ０１：４９．４	 １６．３�
５８ マイネルアトレ 牡４栗 ５７ 丸田 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 門別 佐々木 直孝 ４５４－ ２１：４９．７１	 ４．４�
７１１ セイカカリンバ 
４黒鹿５７ 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４５６－ ２ 〃 クビ ３０．２�
１１ メジロルマン 牡３鹿 ５４ 横山 典弘�メジロ牧場 菊川 正達 洞爺湖 メジロ牧場 ４９８－ ６１：４９．８� ７．０	
２２ ファイブスター 牝４芦 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４４８－ ２１：５０．０１� ３．７

６９ ラヴドシャンクシー 牝４栗 ５５ 三浦 皇成 �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム ４７４＋１０ 〃 アタマ ８．１�
６１０ ゴ ス ラ ー 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二伊達 敏明氏 柴田 政人 門別 サンシャイン

牧場 ５１６－ ８１：５０．２１� ６３．９�
８１４� バーキングウルフ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介山本 英俊氏 尾関 知人 愛 Duncan A.

McGregor ４８６－ ２ 〃 ハナ ６２．０
８１３ テイエムハリアー 牡３芦 ５４ 武 幸四郎竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 ４４４＋ ２１：５０．３クビ ３６．５�
３３ ケイアイマーズ 牡３鹿 ５４ 中舘 英二 �啓愛義肢材料販売所 田村 康仁 静内 大滝 康晴 ４５２＋ ８１：５０．８３ ３５．６�
４５ スーパーミノル 牡３鹿 ５４ 松田 大作吉岡 實氏 南井 克巳 静内 マルショウ牧場 ４３８＋１４１：５０．９� １６０．２�
５７  マジカルパワー 牡３鹿 ５４ 坂下 秀樹藤井 謙氏 原 孝明 浦河 日東牧場 ５３２± ０１：５２．７大差 ２８５．４�

（北海道） （北海道）

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４４，７６０，７００円 複勝： ６４，３８３，３００円 枠連： ３４，６３１，３００円

普通馬連： １３９，４４３，１００円 馬単： ９４，４１０，３００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，８００，４００円

３連複： １８２，５０１，３００円 ３連単： ４３１，５８０，０００円 計： １，０４５，５１０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８００円 複 勝 � ２８０円 � ２３０円 � ５２０円 枠 連（３－４） ２，５８０円

普通馬連 �� ３，０１０円 馬 単 �� ５，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０１０円 �� ２，０２０円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� １３，１９０円 ３ 連 単 ��� ６０，７１０円

票 数

単勝票数 計 ４４７６０７ 的中 � ４４４３９（５番人気）
複勝票数 計 ６４３８３３ 的中 � ６３３８６（５番人気）� ８１８３２（３番人気）� ２８５１９（７番人気）
枠連票数 計 ３４６３１３ 的中 （３－４） ９９２１（１５番人気）
普通馬連票数 計１３９４４３１ 的中 �� ３４２８７（１４番人気）
馬単票数 計 ９４４１０３ 的中 �� １３８１２（２６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３８００４ 的中 �� １３５１０（１４番人気）�� ６４７９（２２番人気）�� ７０８３（２０番人気）
３連複票数 計１８２５０１３ 的中 ��� １０２１２（４１番人気）
３連単票数 計４３１５８００ 的中 ��� ５２４７（１８９番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．２―３６．１―４８．６―１：０１．２―１：１３．３―１：２５．２―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．９
１
３
１１（３，８）（６，９）（１，１２）１０，４－２，５（７，１３，１４）・（１１，３）８（６，９，１２）１（２，１０）１３（４，５）１４－７

２
４

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

勝馬の
紹 介

�マサノウイズキッド �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 トウシヨウボーイ （１戦０勝 賞金 １，６００，０００円）

２００６．３．１６生 牡３黒鹿 母 ファーストクラス 母母 スイートコンコルド ４戦１勝 賞金 １３，５３５，０００円
地方デビュー ２００８．６．２５ 旭川

〔騎手変更〕 セイカカリンバ号の騎手田中博康は，第５日第１１競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。
※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６日 ８月１６日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６２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

２４０，１４０，０００円
１，７１０，０００円
１１，９３０，０００円
２，１７０，０００円
２４，６３０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５８，５９５，５００円
４，４５０，０００円
１，６０３，８００円

勝馬投票券売得金
３１０，３０９，４００円
４７６，９８６，８００円
２４４，３２６，８００円
１，１６９，８７７，３００円
７４８，６６３，０００円
３５２，８０３，４００円
１，４１１，７０２，７００円
２，９７７，５５６，７００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 ７，６９２，２２６，１００円

総入場人員 １４，０７５名 （有料入場人員 １３，２２３名）




