
２５０３７ ９月２０日 晴 良 （２２札幌２）第４日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系２歳
発走１０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

１：４６．８
１：４５．９

良

重

２２ ラヴィアンクレール 牡２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 ４５６－ ２１：４８．４ １６．０�

４５ レッフェルン 牡２栗 ５４ 吉田 隼人 �社台レースホース久保田貴士 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：４９．１４ ８．７�
７１０ エ ラ ッ ト 牡２鹿 ５４ 松岡 正海加藤 信之氏 手塚 貴久 むかわ 大頭 忠典 ４８８＋ ８１：４９．２クビ １０．０�
６９ ウォーターデューク 牡２鹿 ５４ 古川 吉洋山岡 正人氏 安田 隆行 新ひだか 乾 皆雄 ４４８± ０１：５０．２６ ８．２�
８１２ ボールドキング 牡２青鹿５４ 三浦 皇成増田 陽一氏 中村 均 青森 柏木 善治 ４６６± ０１：５０．４１� ４７．３�
５７ レナソニック 牝２栗 ５４

５３ ☆丸山 元気平澤 創氏 根本 康広 新ひだか 前田 宗将 ４８２＋ ２１：５０．９３ １９．２�
５６ メイショウホウユウ 牡２黒鹿５４ 武 幸四郎松本 好	氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 ５１２＋ ２ 〃 ハナ １．７

３３ マイネルパラダイム 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４００＋ ６１：５１．６４ １４．０�
６８ ラショウモン 牡２鹿 ５４ 石橋 脩福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４６２－ ２ 〃 アタマ １５．２
８１３ スリープレシャス 牡２青 ５４ 北村 宏司永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４３０－ ６１：５１．９２ ５４．３�
１１ マダムショコラ 牝２鹿 ５４ 小林 徹弥津村 圭一氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４３６＋ ２１：５２．９６ １３８．９�
４４ オリオンザゴールド 牡２鹿 ５４ 宮崎 北斗平本 敏夫氏 松永 康利 新冠 川上 悦夫 ４５８＋１６ 〃 クビ ２４２．７�
７１１ アドマイヤセリナー 牝２鹿 ５４ 池添 謙一近藤 利一氏 藤沢 則雄 浦河 辻 牧場 ４４６± ０１：５４．２８ ７６．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，２２５，１００円 複勝： ２４，０９３，７００円 枠連： ８，５３１，３００円

普通馬連： ３１，９８３，０００円 馬単： ２８，３２２，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５０７，８００円

３連複： ４５，６５６，１００円 ３連単： ８７，６９８，４００円 計： ２５３，０１７，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６００円 複 勝 � ５７０円 � ４００円 � ４２０円 枠 連（２－４） ６，６１０円

普通馬連 �� ５，６９０円 馬 単 �� １２，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，４７０円 �� １，８２０円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� １３，２２０円 ３ 連 単 ��� ８９，４００円

票 数

単勝票数 計 １２２２５１ 的中 � ６０４５（７番人気）
複勝票数 計 ２４０９３７ 的中 � １０６８５（６番人気）� １６２６１（３番人気）� １５５７０（４番人気）
枠連票数 計 ８５３１３ 的中 （２－４） ９５３（１７番人気）
普通馬連票数 計 ３１９８３０ 的中 �� ４１５４（１９番人気）
馬単票数 計 ２８３２２４ 的中 �� １６８４（３９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５０７８ 的中 �� ２４３８（１３番人気）�� １９４２（２１番人気）�� ３１５３（１２番人気）
３連複票数 計 ４５６５６１ 的中 ��� ２５４９（３９番人気）
３連単票数 計 ８７６９８４ 的中 ��� ７２４（２３９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．０―３０．９―４４．５―５８．１―１：１１．１―１：２４．２―１：３６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．３―３F３７．３
１
３
２（７，１０）（５，１２）（６，１１）（８，１３）（１，４）（３，９）
２（７，１０）５（６，１２）９，８（１１，３）（１３，４）－１

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

勝馬の
紹 介

ラヴィアンクレール �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１０．８．２８ 札幌１０着

２００８．１．２５生 牡２黒鹿 母 ダークエンディング 母母 Dark Champagne ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 ボールドキング号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻２分遅延。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アドマイヤセリナー号は，平成２２年１０月２０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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 エーシンイグアス号・マイネルムジカ号・モンフォール号
（非抽選馬） ３頭 カシマホクト号・サダムグランジュテ号・ディーエスラムール号



２５０３８ ９月２０日 晴 良 （２２札幌２）第４日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０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

１：０９．６
１：０７．８

良

良

８９ ユキノマークン 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 ４６２－ ８１：１１．１ １０．５�

７８ ダイアンスマイル 牝２栗 ５４ 三浦 皇成森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか タイヘイ牧場 ４０８－ ４１：１１．３１� ４８．８�
３３ デルマガネーシャ 牡２青鹿５４ 吉田 豊浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４５２－ ２１：１１．６２ ５６．０�
７７ カシノエベレスト 牝２青 ５４ 古川 吉洋柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４３４± ０ 〃 クビ ９．８�
８１０ アップターン 牡２栗 ５４

５３ ☆丸山 元気島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４７２＋ ６１：１１．７クビ ６．０�
２２ サラノブランシュ 牡２芦 ５４ 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４７２＋ ２１：１２．２３ １２３．５�
４４ デルマジュンコ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４２４－ ８ 〃 クビ １．４�
１１ レナキックス 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作平澤 創氏 根本 康広 浦河 田中スタッド ４６６＋１０１：１２．３� １４．１	
６６ � ロ ザ ー ジ ュ 牝２栗 ５４ 松岡 正海赤沼 秀典氏 森 秀行 米 Adieu

Syndicate ４９０＋１０１：１２．７２� １５．８

５５ バトルヴンダー 牡２鹿 ５４ 丸田 恭介宮川 秋信氏 田島 俊明 登別 登別上水牧場 ４４８＋ ６ 〃 クビ ２０２．０�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １３，０９６，６００円 複勝： ４４，１１８，６００円 枠連： ９，３０８，０００円

普通馬連： ２８，７７９，５００円 馬単： ３１，８８３，０００円 ワイド【拡大馬連】： １２，９３０，０００円

３連複： ３５，３３３，４００円 ３連単： ９１，３９６，０００円 計： ２６６，８４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ５８０円 � ２，１７０円 � １，７００円 枠 連（７－８） １，３６０円

普通馬連 �� １８，９７０円 馬 単 �� ４１，９５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，２４０円 �� ２，６５０円 �� ５，８３０円

３ 連 複 ��� ７９，２６０円 ３ 連 単 ��� ５１４，８９０円

票 数

単勝票数 計 １３０９６６ 的中 � ９９０７（４番人気）
複勝票数 計 ４４１１８６ 的中 � ２１６６５（４番人気）� ５１６０（８番人気）� ６６５４（７番人気）
枠連票数 計 ９３０８０ 的中 （７－８） ５０５８（５番人気）
普通馬連票数 計 ２８７７９５ 的中 �� １１２０（２８番人気）
馬単票数 計 ３１８８３０ 的中 �� ５６１（５３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２９３００ 的中 �� ９８５（２７番人気）�� １２１３（２３番人気）�� ５４１（３２番人気）
３連複票数 計 ３５３３３４ 的中 ��� ３２９（８０番人気）
３連単票数 計 ９１３９６０ 的中 ��� １３１（４０７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．６―１１．８―１１．８―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．９―３５．７―４７．５―５９．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノマークン �

父 パラダイスクリーク �


母父 ラ ム タ ラ デビュー ２０１０．７．１７ 函館３着

２００８．４．１１生 牡２鹿 母 ユキノレイコ 母母 ヴ ェ リ ガ ２戦１勝 賞金 ６，８００，０００円



２５０３９ ９月２０日 晴 良 （２２札幌２）第４日 第３競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１１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

５７．５
５７．１

良

稍重

７８ ハッピースカッシュ 牝３栗 ５４ 内田 博幸馬場 幸夫氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４３６－１０１：００．２ ５．７�

７９ ラッキーツー 牝３栗 ５４
５１ ▲国分 優作西村 憲人氏 梅内 忍 新ひだか カタオカフアーム ４４２± ０ 〃 クビ ６０．７�

２２ スーサンハリケーン 牡３鹿 ５６ 大野 拓弥林 進氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ４６４＋ ６１：００．６２� ２７．４�
６６ シ エ ル ト 牝３鹿 ５４ 中舘 英二永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５２＋１０１：００．８１� １３．６�
４４ バトルウィーキャン 牡３鹿 ５６

５４ △伊藤 工真宮川 秋信氏 本田 優 様似 中脇 一幸 ４８２－ ２ 〃 アタマ １１４．５�
３３ オヘソノタカラモノ 牝３鹿 ５４ 北村 宏司小池 宗人氏 古賀 慎明 新ひだか タイヘイ牧場 B４９４＋ ４１：０１．０１� ２．１�
８１０ リキアイタイリン 牝３栗 ５４ 松岡 正海高山 幸雄氏 阿部 新生 日高 戸川牧場 ４４８＋ ８ 〃 ハナ １７．５�
５５ サラノガンプ 牝３芦 ５４ 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４７４＋ ６１：０１．１クビ ７．３	
６７ エクスプロージョン 牡３鹿 ５６ 池添 謙一藤本 直弘氏 池添 兼雄 日高 藤本 直弘 ４７４－ ４１：０１．３１� ５．２

８１１ ボスコアズーロ �３芦 ５６ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 青森 長谷地 義正 ４５６－ ４１：０２．８９ １９．４�
１１ アドマイヤライジン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行近藤 利一氏 藤沢 則雄 浦河 辻 牧場 B４７４ ―１：０４．１８ ４０．３

（１１頭）

売 得 金

単勝： １６，２０３，２００円 複勝： ２３，０２２，４００円 枠連： ９，８０８，８００円

普通馬連： ３４，５７１，８００円 馬単： ２８，０４４，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，７８３，２００円

３連複： ４５，１４８，７００円 ３連単： ８８，０８７，２００円 計： ２５９，６６９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５７０円 複 勝 � ２２０円 � １，３５０円 � ５５０円 枠 連（７－７） １４，７８０円

普通馬連 �� １３，８９０円 馬 単 �� ２３，１８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６４０円 �� １，５８０円 �� ５，７６０円

３ 連 複 ��� ６０，５９０円 ３ 連 単 ��� ３０８，１００円

票 数

単勝票数 計 １６２０３２ 的中 � ２２７６５（３番人気）
複勝票数 計 ２３０２２４ 的中 � ３３６５９（３番人気）� ３８２２（１０番人気）� １０４２８（８番人気）
枠連票数 計 ９８０８８ 的中 （７－７） ４９０（２６番人気）
普通馬連票数 計 ３４５７１８ 的中 �� １８３８（３５番人気）
馬単票数 計 ２８０４４５ 的中 �� ８９３（５９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４７８３２ 的中 �� ９９５（３３番人気）�� ２３６１（１８番人気）�� ６２３（４３番人気）
３連複票数 計 ４５１４８７ 的中 ��� ５５０（１０９番人気）
３連単票数 計 ８８０８７２ 的中 ��� ２１１（５６５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．８―１２．０―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３５．３―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 ・（６，９）３，７（５，１０）－（２，８，１１）４＝１ ４ ・（６，９）（３，７）－（５，１０）２，８，４＝１１＝１
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ハッピースカッシュ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００９．１０．１１ 京都５着

２００７．４．２９生 牝３栗 母 レ モ ン キ ス 母母 コランデアガール ８戦１勝 賞金 ６，８５０，０００円
※出走取消馬 ローレルソヒール号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕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 キャニオンルナ号・ルチュー号



２５０４０ ９月２０日 晴 良 （２２札幌２）第４日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１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

８１６ バンダムクラウス 牡３鹿 ５６
５５ ☆丸山 元気山科 統氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 ４５６＋ ２１：１０．５ ２．０�

５１０ キャニオンビュー 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４３８＋ ２１：１０．８１� ４．６�
５９ アラマサマンボウ 牝３栗 ５４ 池添 謙一�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４６６－１０ 〃 ハナ ７．９�
７１４ サクセスゴーランド 牝３黒鹿５４ 田辺 裕信�嶋 航氏 久保田貴士 浦河 有限会社

吉田ファーム B４７６－ ２１：１１．１１� ３６．７�
６１２ マルティプライ 牝３黒鹿 ５４

５２ △伊藤 工真 �キャロットファーム 中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４０４＋ ４ 〃 アタマ ８３．４�

２４ トミケンクロワール �３鹿 ５６ 丸田 恭介冨樫 賢二氏 和田 正道 浦河 ミルファーム ４２６－ ４１：１１．２� １２７．４�
１１ アキノアゲイン 牝３栗 ５４ 田中 勝春穐吉 正孝氏 須貝 彦三 新冠 タニグチ牧場 ４５４－ ８１：１１．３� ３５．１	
３６ メイショウオリビア 牝３青鹿５４ 吉田 隼人松本 好
氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 ４５０－ ２１：１１．５１� ５．６�
７１３ フィッツナウ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一下河�美智子氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４７６± ０ 〃 クビ ５７．３
６１１ ジェンティール 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム B４１０＋１０１：１１．９２� １７．５�
４８ パノラマトウショウ 牝３鹿 ５４ 中舘 英二トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか 藤沢牧場 ４９６－ ２１：１２．１１� １０４．６�
４７ メイショウアリス 牝３黒鹿５４ 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 ４０４＋ ４１：１２．２� ２８４．９�
３５ ウエスタンリバー 牡３青鹿５６ 内田 博幸西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか 原 伸幸 ４７８ ―１：１２．３クビ ５８．２�
８１５ バンブーエリザベス 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�バンブー牧場 梅内 忍 浦河 バンブー牧場 ４６４＋３２ 〃 アタマ ８９．３�
１２ ダイワエルモーサ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘大城 敬三氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４２０－ ４１：１２．８３ １９．５�

（１５頭）
２３ モ ノ リ ス 牡３芦 ５６ 上村 洋行岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 日高 原田牧場 ４７４± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １４，３５１，２００円 複勝： ２３，１３４，７００円 枠連： １４，８３１，２００円

普通馬連： ３４，１３４，３００円 馬単： ２６，１４９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８７６，３００円

３連複： ４２，９１０，７００円 ３連単： ７７，７２６，４００円 計： ２４８，１１３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １９０円 枠 連（５－８） ３５０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� １，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� ３５０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，０８０円 ３ 連 単 ��� ３，６６０円

票 数

単勝票数 差引計 １４３５１２（返還計 ４８９５） 的中 � ５６５６５（１番人気）
複勝票数 差引計 ２３１３４７（返還計 １０６０７） 的中 � ７６３１２（１番人気）� ３６３２６（３番人気）� ２４９３２（４番人気）
枠連票数 差引計 １４８３１２（返還計 １３３） 的中 （５－８） ３１９６４（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ３４１３４３（返還計 ４４４８０） 的中 �� ４５８９２（２番人気）
馬単票数 差引計 ２６１４９０（返還計 ３４１１３） 的中 �� １９３６４（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １４８７６３（返還計 ２０１２１） 的中 �� １６７１７（２番人気）�� １０４３６（４番人気）�� ６９０１（６番人気）
３連複票数 差引計 ４２９１０７（返還計１１０７５３） 的中 ��� ２９５７８（３番人気）
３連単票数 差引計 ７７７２６４（返還計１９４２４０） 的中 ��� １５６８２（５番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．１―１１．５―１１．９―１２．０―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．２―３４．７―４６．６―５８．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バンダムクラウス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．８．２２ 小倉２着

２００７．２．１２生 牡３鹿 母 キューティブロンド 母母 ブラッシングブロンド ９戦１勝 賞金 １８，５５０，０００円
〔競走除外〕 モノリス号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 トミケンクロワール号の騎手丸田恭介は，発走後に外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（６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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 クリーンチェンジ号



２５０４１ ９月２０日 晴 良 （２２札幌２）第４日 第５競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走１２時２０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
１：４６．６

良

良

７１１ マリアビスティー 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７０ ―１：５１．８ ４．８�

７１２ ロードハリアー 牡２鹿 ５４ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 様似 猿倉牧場 ４８４ ―１：５２．１２ ２．３�
４５ モ モ チ ャ ン 牝２青 ５４ 藤田 伸二堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４８ ―１：５２．５２� ９．１�
３４ エミリアビスティー 牝２青鹿５４ 横山 典弘備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４７４ ―１：５２．８２ １２．０�
５７ ロ ジ ホ ー プ 牡２鹿 ５４ 内田 博幸久米田正明氏 大竹 正博 日高 藤本ファーム ４９４ ―１：５３．１１� １０．４�
２２ エクスビート 牡２鹿 ５４ 長谷川浩大前原 敏行氏 松永 昌博 むかわ 上水牧場 ４４４ ―１：５３．２� ３８．２�
６１０ ジャイアントブルー 牡２鹿 ５４ 吉田 豊中西 宏彰氏 加藤 敬二 新冠 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４９６ ―１：５４．０５ １１．２	
６９ ク ウ ォ ー ト 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次有限会社シルク大江原 哲 新冠 石田牧場 ４４８ ―１：５４．１� ４０．４

１１ ジョーアポロン 牡２芦 ５４

５３ ☆丸山 元気上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ４９０ ― 〃 ハナ ３３．２�

８１３ トーセンジャガー 牡２青 ５４ 上村 洋行島川 �哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ
スティファーム ４４０ ―１：５４．２クビ ２６．６

３３ コスモロビン 牡２鹿 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 清水 英克 様似 中村 俊紀 ５０６ ―１：５４．４１� １１．３�
５８ ハヤブサミラクル 牡２黒鹿５４ 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４５４ ―１：５５．１４ ５３．５�
４６ ダンツハッピー 牝２栗 ５４ 柴山 雄一山元 哲二氏 谷 潔 日高 天羽牧場 ４８８ ― 〃 クビ １０３．３�

（１３頭）
８１４ アドマイヤコリン 牡２青鹿５４ 四位 洋文近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４２６ ― （競走除外）

売 得 金

単勝： １６，７８９，７００円 複勝： ２２，９３９，２００円 枠連： １４，８８２，７００円

普通馬連： ３７，９７６，５００円 馬単： ２７，７６３，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，８５７，２００円

３連複： ４９，６３８，９００円 ３連単： ８３，３５９，４００円 計： ２６９，２０７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４８０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � ２３０円 枠 連（７－７） ６８０円

普通馬連 �� ７００円 馬 単 �� １，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２６０円 �� ７２０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，９１０円 ３ 連 単 ��� ９，４６０円

票 数

単勝票数 差引計 １６７８９７（返還計 ８４９８） 的中 � ２７８３３（２番人気）
複勝票数 差引計 ２２９３９２（返還計 ７７０９） 的中 � ３７４０１（２番人気）� ６０９７０（１番人気）� ２０８９２（３番人気）
枠連票数 差引計 １４８８２７（返還計 ２８９） 的中 （７－７） １６３６２（３番人気）
普通馬連票数 差引計 ３７９７６５（返還計 ２９００６） 的中 �� ４０２８３（１番人気）
馬単票数 差引計 ２７７６３４（返還計 ２１３０５） 的中 �� １３６９７（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １５８５７２（返還計 ８７２１） 的中 �� １７６４８（１番人気）�� ４９８７（８番人気）�� ６８８８（５番人気）
３連複票数 差引計 ４９６３８９（返還計 ５１８７９） 的中 ��� １９１９６（２番人気）
３連単票数 差引計 ８３３５９４（返還計 ９８３５０） 的中 ��� ６５０７（１０番人気）

ハロンタイム １２．７―１２．４―１２．６―１２．８―１２．９―１２．５―１２．４―１１．８―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２５．１―３７．７―５０．５―１：０３．４―１：１５．９―１：２８．３―１：４０．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マリアビスティー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nureyev 初出走

２００８．２．２５生 牝２黒鹿 母 ダ リ ン ダ 母母 Daloma １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔競走除外〕 アドマイヤコリン号は，疾病〔左寛跛行〕のため装鞍所で競走除外。
※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。
（非当選馬） ３頭 ギンザアキレス号・ヒデノシリウス号・ヤマカツエイト号



２５０４２ ９月２０日 晴 良 （２２札幌２）第４日 第６競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時５０分 （芝・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５３�４歳以上５５�
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

４８ フリーソウル 牝４鹿 ５５ 黛 弘人松尾 正氏 尾関 知人 新ひだか 大塚牧場 ５０６＋１９１：１０．２ ６６．９�

７１３� シチリアーナ 牝５黒鹿５５ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６２＋ ６１：１０．４１� ２８．５�
１１ ケイツーノース 牝３栗 ５３ 柴田 善臣楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ４８０－１０ 〃 アタマ １３．２�
２３ ディーズハイビガー 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４９４－ ２１：１０．６１� ４１．４�
５９ プリンセスパトラ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成森 保彦氏 小桧山 悟 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム ４５２± ０１：１０．７クビ ２．２�
１２ アクティビューティ 牝３芦 ５３ 古川 吉洋�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ５０４＋ ６ 〃 アタマ １７．５�
２４ ヤマニングルノイユ 牝３鹿 ５３ 四位 洋文土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４８０＋ ８ 〃 ハナ ５．５	
６１１� サウンドウェーブ 牝３鹿 ５３ 松岡 正海水上 行雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４４２－ ４ 〃 ハナ ４０．１

７１４ メイショウユリシス 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４６８＋ ２１：１０．８� ９．７�
４７ ホッコーマスタング 牝３鹿 ５３ 丹内 祐次矢部 幸一氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 ４３０－１６１：１０．９� ５．９�
３６ スターリースカイ 牝４鹿 ５５ 小林 徹弥�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 ４５６＋２２１：１１．１１ ２５．２
８１５� コ ノ ハ ナ 牝４鹿 ５５ 小島 太一齋藤 實氏 中野 栄治 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８－１６１：１１．３１� １３５．８�
５１０ ブライティアピア 牝４鹿 ５５ 中舘 英二小林 昌志氏 鈴木 康弘 平取 コアレススタッド ４６６＋ ２１：１１．４� １３８．９�
８１６ ミルリュユッテ 牝４黒鹿５５ 内田 博幸畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 北光牧場 ４４８＋ ２１：１１．５クビ ３０．１�
６１２ ラインディーヴァ 牝５青鹿 ５５

５４ ☆丸山 元気大澤 繁昌氏 根本 康広 静内 原 光彦 ４５０＋ ６１：１１．７１� ５２．１�
３５ メジロポピンズ 牝４栗 ５５ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４５２＋１４１：１２．６５ ６５．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，１０５，８００円 複勝： １９，７７９，６００円 枠連： １１，５３３，９００円

普通馬連： ３８，９８７，２００円 馬単： ２５，１８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，９４７，６００円

３連複： ５０，１１５，８００円 ３連単： ８８，３７５，１００円 計： ２６２，０２５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，６９０円 複 勝 � １，５９０円 � ７９０円 � ４００円 枠 連（４－７） １，６６０円

普通馬連 �� ５９，７００円 馬 単 �� ９６，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １２，０４０円 �� ７，１５０円 �� ４，４５０円

３ 連 複 ��� ２０３，２２０円 ３ 連 単 ��� １，０６９，２００円

票 数

単勝票数 計 １３１０５８ 的中 � １５４６（１４番人気）
複勝票数 計 １９７７９６ 的中 � ３０５３（１３番人気）� ６４９６（８番人気）� １４２８７（５番人気）
枠連票数 計 １１５３３９ 的中 （４－７） ５１４３（６番人気）
普通馬連票数 計 ３８９８７２ 的中 �� ４８２（８９番人気）
馬単票数 計 ２５１８０７ 的中 �� １９３（１６６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４９４７６ 的中 �� ３０４（８３番人気）�� ５１４（６５番人気）�� ８３１（４７番人気）
３連複票数 計 ５０１１５８ 的中 ��� １８２（３１５番人気）
３連単票数 計 ８８３７５１ 的中 ��� ６１（１７４２番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．８―１１．６―１２．２―１１．９―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．７―３４．３―４６．５―５８．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリーソウル �
�
父 カコイーシーズ �

�
母父 ラツキーソブリン デビュー ２００８．８．９ 新潟１２着

２００６．５．４生 牝４鹿 母 ポ コ ア ポ コ 母母 グロリーベル １６戦２勝 賞金 １３，５９０，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※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 クィンビークイーン号
（非抽選馬） ２頭 イナズマガイア号・ステファナイト号



２５０４３ ９月２０日 晴 良 （２２札幌２）第４日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２５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 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

６９ ゴールドマッシモ 牝３鹿 ５２ 横山 典弘磯波 勇氏 高木 登 浦河 駿河牧場 ４７４＋ ２１：４７．０ ４．１�

２２ アポカリプス 牡３鹿 ５４ 柴山 雄一山上 和良氏 中川 公成 新ひだか 前谷 武志 ４９４＋ ６１：４７．２１� ２０．３�
１１ ジェットヴォイス 牡３鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４８６＋ ６１：４７．３� １６．５�
８１２ テイエムキングダム 牡３青鹿５４ 中舘 英二竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 オリエント牧場 ４８４＋ ２１：４７．４� ３．８�
６８ トウカイキアーロ 牡３黒鹿５４ 三浦 皇成内村 正則氏 中村 均 日高 福満牧場 ５０６＋ ４１：４７．５� ２０．９�
４５ コウセイベイビー 牡３黒鹿５４ 黛 弘人杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４４６＋ ２１：４７．７１ ５２．８�
５７ マイネルプロートス 牡４黒鹿５７ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム ５０８－１０１：４７．８� １３．７	
３３ ビーチランデブー 牡３黒鹿５４ 内田 博幸金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５６＋ ４１：４７．９クビ ８．８

７１１ ベルモントサーガ 牡４黒鹿５７ 吉田 豊 �ベルモントファーム 矢作 芳人 新冠 ベルモント

ファーム ５４２－ ２１：４８．０� １３．９�
５６ ボーカリスト 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム ４５６± ０１：４８．２１� １０．０
４４ シルバービート 牝４芦 ５５ 田辺 裕信門野 重雄氏 南田美知雄 静内 フジワラフアーム ５００＋ ４１：４８．９４ ２５５．２�
８１３ シーフォーアイ 牡４青鹿５７ 池添 謙一加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新ひだか 鹿嶋牧場 ５４４＋ ８１：４９．０� ５．４�
７１０ ベルモントダイヤ 牝４黒鹿５５ 中谷 雄太 �ベルモントファーム 堀井 雅広 新冠 ベルモント

ファーム ５０６－１０１：４９．４２� ４１．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，６７５，０００円 複勝： ２６，１５７，６００円 枠連： １５，３９９，８００円

普通馬連： ４７，９９６，２００円 馬単： ３１，４０３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １９，０１０，８００円

３連複： ６０，９９４，８００円 ３連単： １１１，２２０，３００円 計： ３２８，８５８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � ４９０円 � ３９０円 枠 連（２－６） ４，０３０円

普通馬連 �� ４，２１０円 馬 単 �� ６，７７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１６０円 �� ９８０円 �� ２，３１０円

３ 連 複 ��� １３，６９０円 ３ 連 単 ��� ６４，２３０円

票 数

単勝票数 計 １６６７５０ 的中 � ３２５７６（２番人気）
複勝票数 計 ２６１５７６ 的中 � ５９８３５（１番人気）� １１４４２（１０番人気）� １５４１７（６番人気）
枠連票数 計 １５３９９８ 的中 （２－６） ２８２３（１５番人気）
普通馬連票数 計 ４７９９６２ 的中 �� ８４２６（１８番人気）
馬単票数 計 ３１４０３８ 的中 �� ３４２４（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９０１０８ 的中 �� ４０９３（１３番人気）�� ４８８９（９番人気）�� １９７２（３５番人気）
３連複票数 計 ６０９９４８ 的中 ��� ３２８９（５５番人気）
３連単票数 計１１１２２０３ 的中 ��� １２７８（２１８番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．８―１１．６―１２．１―１２．７―１３．２―１３．４―１３．３―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．５―２９．１―４１．２―５３．９―１：０７．１―１：２０．５―１：３３．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５３．１―３F３９．９
１
３
１０，１２（２，１３）－１（８，９，１１）－７，５（３，６）－４
１０，１２，１３（２，１１）９（１，７）８，３，５，６，４

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ゴールドマッシモ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 サンダーガルチ デビュー ２００９．７．１１ 札幌７着

２００７．３．５生 牝３鹿 母 トレヴィサンライズ 母母 メモリーズオブロニー １２戦２勝 賞金 １９，１００，０００円
〔発走状況〕 ビーチランデブー号は，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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 エイシンワールド号



２５０４４ ９月２０日 晴 良 （２２札幌２）第４日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時００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 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．６
１：５６．４

良

良

３６ コハクジョー 牡４芦 ５７ 宮崎 北斗河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５１４＋ ６２：０２．４ １６．４�

６１２ ブレーブビスティー 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹備前島敏子氏 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 ４７０± ０２：０２．５� ５．１�
８１６ マシュケナーダ 牝３鹿 ５２ 池添 謙一西尾誠一郎氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 ４５２－ ２２：０２．６クビ ４．１�
２４ � ザバトルクラシック 牡４鹿 ５７ 田辺 裕信宮川 秋信氏 伊藤 大士 門別 日高大洋牧場 ４８６± ０２：０２．９２ ６７．８�
５９ ピエナファンタスト 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４６０± ０２：０３．２１� １７．２�
３５ タガノガブリエル 牡４青 ５７ 石橋 脩八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ５１４－ ４ 〃 クビ ６３．２�
６１１ メジロクリントン 牡３栗 ５４ 吉田 豊�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 B５０６＋ ２２：０３．３� ２９．０	
２３ ウェザーサイド 牡４鹿 ５７ 松岡 正海吉田 勝己氏 平田 修 早来 ノーザンファーム ４４６± ０ 〃 クビ １５．０

７１４ シルクウェッジ 牡３青鹿５４ 丸田 恭介有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４６２－ ４２：０３．４� １７．８�
１２ ラガーアンバー 牡３黒鹿５４ 柴山 雄一古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 今 牧場 ４６０－ ４２：０３．５クビ ２６．４�
４７ ツルミプラチナム 牡３黒鹿５４ 柴原 央明�鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４７２± ０ 〃 クビ １１．３
１１ � ホーカーシーホーク 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲国分 優作石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４５４＋１２２：０３．６� １７７．３�
５１０ ラバンガルド 牡３栗 ５４ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 B４８８＋１４ 〃 クビ １５．０�
７１３ ヤマニンギモーヴ 牝３鹿 ５２ 古川 吉洋土井 肇氏 柴田 政見 新冠 錦岡牧場 ４８４－ ２２：０４．２３� ３３．７�
８１５ アオゾラペダル 牝４黒鹿５５ 藤田 伸二小林けい子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ２２：０４．３� ３．７�
４８ リ ー テ ィ ラ 牝４鹿 ５５ 小林 徹弥吉田 修氏 梅内 忍 新冠 武田 修一 ４８４－ ８２：０５．１５ ９４．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １７，０７１，８００円 複勝： ２８，８９９，４００円 枠連： １９，０７１，５００円

普通馬連： ５８，５４７，１００円 馬単： ３７，２１４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２２，６１９，６００円

３連複： ７６，０６８，９００円 ３連単： １３７，３９３，２００円 計： ３９６，８８６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，６４０円 複 勝 � ３６０円 � ２２０円 � ２００円 枠 連（３－６） ２，８６０円

普通馬連 �� ３，７５０円 馬 単 �� １１，０８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２２０円 �� １，３２０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ６，８７０円 ３ 連 単 ��� ５０，４００円

票 数

単勝票数 計 １７０７１８ 的中 � ８２１１（７番人気）
複勝票数 計 ２８８９９４ 的中 � １８３８８（５番人気）� ３６５１６（３番人気）� ４２３０９（２番人気）
枠連票数 計 １９０７１５ 的中 （３－６） ４９３０（１１番人気）
普通馬連票数 計 ５８５４７１ 的中 �� １１５５１（１４番人気）
馬単票数 計 ３７２１４９ 的中 �� ２４８０（４２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２２６１９６ 的中 �� ４４５５（１２番人気）�� ４０９７（１５番人気）�� １０９９３（３番人気）
３連複票数 計 ７６０６８９ 的中 ��� ８１８２（１６番人気）
３連単票数 計１３７３９３２ 的中 ��� ２０１２（１２６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．４―１１．７―１２．４―１２．４―１２．９―１２．６―１２．３―１２．３―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．５―２３．９―３５．６―４８．０―１：００．４―１：１３．３―１：２５．９―１：３８．２―１：５０．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．１―３F３６．５
１
３
１４－１０，３，１５，６（１，１３，１６）（２，４）（７，１１）－８（５，１２）－９
１４，１０（３，１５）６（１，１６）（４，１１）（２，１３）（５，７，１２）（８，９）

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

勝馬の
紹 介

コハクジョー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 トウカイテイオー デビュー ２００８．９．２０ 中山５着

２００６．３．１８生 牡４芦 母 ハコダテノホシ 母母 ケイエフペガサス １６戦３勝 賞金 ２９，５５９，０００円
〔制裁〕 メジロクリントン号の騎手吉田豊は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（２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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ディレクシオン号



２５０４５ ９月２０日 曇 良 （２２札幌２）第４日 第９競走 ��
��１，７００�オホーツク特別

発走１４時３５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 １４，２００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４２０，０００円
付 加 賞 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

６８ ウインブシドウ 牡３黒鹿５４ 吉田 隼人�ウイン 池江 泰郎 新冠 松浦牧場 ４８４＋ ４１：４５．１ ３．７�

８１３ ワーズワース 牡４鹿 ５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４８４－ ６１：４５．６３ ２．９�
６９ ローンウルフ 牡５栗 ５７ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７０－ ４ 〃 ハナ ４１．５�
４５ コスモイフリート 牡３栗 ５４ 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 北星村田牧場 ４９４＋ ２１：４６．０２� ７．６�
７１０ ニシノミーチャン 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４７６－ ２１：４６．１� ７２．０�
５７ マイグローリアス 牡８芦 ５７ 長谷川浩大五影 慶則氏 西浦 勝一 三石 坂本牧場 ５１２＋ ２１：４６．４２ １５５．４	
８１２ モアザンスマート 牡４鹿 ５７ 石橋 脩�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４８４＋１０１：４６．５� １３３．７

７１１ ダノンハラショー 牡３栗 ５４ 中舘 英二�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム B４３４－ ４１：４６．６� ２３．６�
３３ 	 トップジャイアンツ 牡５鹿 ５７ 三浦 皇成横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

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

５００＋ ８１：４６．７クビ ２７．４�
１１ キシュウグラシア 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４８２－ ２１：４６．８� ３１．８
４４ タガノアッシュ 牡６鹿 ５７ 丸山 元気八木 昌司氏 岡田 稲男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６８＋ ６ 〃 クビ ８．３�
５６ グラスブラスト 牡５青鹿５７ 藤田 伸二半沢� 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５０８－ ２１：４７．３３ ４．６�
２２ サンアスレチック 
６黒鹿５７ 柴田 善臣加藤 信之氏 小島 茂之 静内 坂本 健一 ５００＋ ８１：４８．０４ ８４．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，８８０，２００円 複勝： ３５，５３２，９００円 枠連： １６，８６４，７００円

普通馬連： ７９，８７５，５００円 馬単： ５４，３７７，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，３７２，５００円

３連複： ９６，１２１，５００円 ３連単： ２０３，０３８，０００円 計： ５３７，０６３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ４７０円 枠 連（６－８） ５１０円

普通馬連 �� ５２０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� １，３００円 �� １，１７０円

３ 連 複 ��� ４，２６０円 ３ 連 単 ��� １５，２７０円

票 数

単勝票数 計 ２４８８０２ 的中 � ５４０５９（２番人気）
複勝票数 計 ３５５３２９ 的中 � ９１２５９（１番人気）� ７０９６９（２番人気）� １２８１０（８番人気）
枠連票数 計 １６８６４７ 的中 （６－８） ２４８９１（１番人気）
普通馬連票数 計 ７９８７５５ 的中 �� １１４６９４（１番人気）
馬単票数 計 ５４３７７７ 的中 �� ３７０５６（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６３７２５ 的中 �� ３３２０８（１番人気）�� ４４６３（１６番人気）�� ４９７３（１４番人気）
３連複票数 計 ９６１２１５ 的中 ��� １６６８５（１１番人気）
３連単票数 計２０３０３８０ 的中 ��� ９８１７（４４番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．０―１２．４―１３．０―１２．６―１２．７―１２．１―１２．０―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．７―３０．１―４３．１―５５．７―１：０８．４―１：２０．５―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．４―３F３６．７
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ウインブシドウ �
�
父 More Than Ready �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２００９．１１．１４ 京都３着

２００７．３．１３生 牡３黒鹿 母 エフィシェントフロンティア 母母 Sailing Minstrel １３戦３勝 賞金 ４３，７０９，０００円
〔その他〕 グラスブラスト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グラスブラスト号は，平成２２年１０月２０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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 ヌーサ号・ヘリオスシチー号・リアルヴィクトリー号



２５０４６ ９月２０日 雨 良 （２２札幌２）第４日 第１０競走 ��
��１，８００�道新スポーツ賞

発走１５時１０分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．９．１９以降２２．９．１２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 １４，２００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４２０，０００円
付 加 賞 ２５２，０００円 ７２，０００円 ３６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４４．１

良

良

７８ イ チ ブ ン 牡３青鹿５４ 横山 典弘山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新ひだか 水上 習孝 ４８６＋１８１：５０．１ ２．０�

８１０ ナムラボルテージ 牝３鹿 ５１ 長谷川浩大奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７４＋ ４１：５０．４１� ６．６�
６６ � グレイスフルソング 牝５鹿 ５１ 国分 優作広尾レース� 国枝 栄 愛 NT Blood-

stock ４５８＋１６１：５０．５� ３８．３�
３３ マイネエアウエイ 牝５鹿 ５２ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４４０＋１０ 〃 クビ １９．６�
２２ メジロマリアン 牝４芦 ５３ 北村 宏司�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４８２－ ４ 〃 アタマ ９．１�
６７ キングスデライト 牡６栗 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース河内 洋 千歳 社台ファーム ５３４＋１２１：５０．６クビ １３．６	
１１ ベルスリーブ 牝５鹿 ５２ 吉田 豊 �サンデーレーシング 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４９４－ ６ 〃 クビ １１．６

４４ グ リ フ ィ ス 牡５鹿 ５３ 田中 勝春 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７６＋１４１：５１．３４ ８８．０�
５５ バ シ レ ウ ス 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 ４８６＋１０１：５１．４� ４．４�
７９ 	 ミウラジェット 牡６黒鹿５１ 武 英智佐藤 明氏 柄崎 孝 三石 久米 和夫 ４５４± ０１：５１．７１� ２４９．６
８１１ アースマリン 牝５鹿 ５１ 上村 洋行松山 増男氏 小西 一男 浦河 アイオイファーム ４７４＋ ２１：５２．３３� ５０．７�

（１１頭）

売 得 金

単勝： ２５，９６６，８００円 複勝： ３４，２７１，６００円 枠連： １５，５７８，７００円

普通馬連： ８９，４３５，１００円 馬単： ６６，１８２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２７，５８７，６００円

３連複： ９８，１７２，８００円 ３連単： ２５１，７０６，６００円 計： ６０８，９０１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １３０円 � ２００円 � ６８０円 枠 連（７－８） ５３０円

普通馬連 �� ６４０円 馬 単 �� ９８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� １，２４０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� ６，９２０円 ３ 連 単 ��� ２３，２００円

票 数

単勝票数 計 ２５９６６８ 的中 � １０２８０１（１番人気）
複勝票数 計 ３４２７１６ 的中 � １００４４０（１番人気）� ４４７７６（３番人気）� ８６５６（８番人気）
枠連票数 計 １５５７８７ 的中 （７－８） ２１９６３（２番人気）
普通馬連票数 計 ８９４３５１ 的中 �� １０４４７７（２番人気）
馬単票数 計 ６６１８２７ 的中 �� ５０１３８（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２７５８７６ 的中 �� ２５４１６（２番人気）�� ５１２４（１７番人気）�� ２６９０（２６番人気）
３連複票数 計 ９８１７２８ 的中 ��� １０４７９（２４番人気）
３連単票数 計２５１７０６６ 的中 ��� ８００７（７３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．２―３６．５―４８．９―１：０１．５―１：１３．８―１：２５．９―１：３７．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

イ チ ブ ン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Shirley Heights デビュー ２００９．１０．２４ 東京２着

２００７．３．１１生 牡３青鹿 母 チッキーズディスコ 母母 African Dance ９戦３勝 賞金 ４０，３６３，０００円



２５０４７ ９月２０日 雨 良 （２２札幌２）第４日 第１１競走 ��
��１，７００�第１５回エルムステークス（ＧⅢ）

発走１５時４５分 （ダート・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，２１．９．１９以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）１着馬１�増，２１．９．１８以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時
の成績を除く）

札幌馬主協会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３８，０００，０００円 １５，０００，０００円 ９，５００，０００円 ５，７００，０００円 ３，８００，０００円
付 加 賞 ４５５，０００円 １３０，０００円 ６５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

１１ クリールパッション 牡５鹿 ５６ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４７４＋ ４１：４３．５ ３．７�

４５ オーロマイスター 牡５鹿 ５６ 吉田 豊 �サンデーレーシング 大久保洋吉 三石 追分ファーム ５０６－ ２１：４３．６� ９．４�
４４ エーシンモアオバー 牡４鹿 ５６ 四位 洋文�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ４８４± ０１：４３．９１� ２．９�
８１２ ピイラニハイウェイ 牡５黒鹿５６ 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７２－ ２１：４４．１１ １８１．９�
６９ アドマイヤスバル 牡７青鹿５７ 勝浦 正樹近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５１８＋ ７１：４４．２� ３．７�
５６ ケイアイテンジン 牡４栗 ５６ 内田 博幸 �啓愛義肢材料販売所 白井 寿昭 三石 乾 皆雄 ４８４＋１２１：４４．４１� ２１．０	
７１０ スターシップ 牡６芦 ５６ 吉田 隼人 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４７２－ ４１：４４．５� ２１．１

６８ タガノクリスエス 牝５鹿 ５４ 田辺 裕信八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９０－ ４１：４４．６クビ １５．２�
２２ バロズハート 牡５栃栗５６ 三浦 皇成栗山 良子氏 池上 昌弘 新冠 田渕牧場 ５１２－ ８１：４５．４５ １４１．８�
８１３ ラストアロー 牝６鹿 ５４ 藤田 伸二 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 静内 フジワラフアーム ４９０－ ４１：４６．０３� ４７．３
７１１ サクラオリオン 牡８黒鹿５６ 松岡 正海�さくらコマース池江 泰郎 静内 新和牧場 ４７４± ０１：４６．４２� ７５．６�
３３ 	 エイシンドーバー 牡８栗 ５７ 柴山 雄一平井 豊光氏 小崎 憲 米 Columbi-

ana Farm ４５２－ ８１：４６．７１� ２６．１�
５７ タマモクリエイト 牡５鹿 ５６ 中舘 英二タマモ� 小原伊佐美 新冠 須崎牧場 ５２４＋ ２１：４７．５５ ７６．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ８３，２３０，１００円 複勝： １１５，９８０，６００円 枠連： ６２，１５９，６００円

普通馬連： ３５６，９７４，８００円 馬単： ２２３，８０７，９００円 ワイド【拡大馬連】： １１０，０７４，１００円

３連複： ４８６，４９０，２００円 ３連単： １，１９１，３５９，７００円 計： ２，６３０，０７７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � １３０円 枠 連（１－４） ４２０円

普通馬連 �� １，７５０円 馬 単 �� ３，０２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５３０円 �� ２１０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� １，３３０円 ３ 連 単 ��� ９，１００円

票 数

単勝票数 計 ８３２３０１ 的中 � １８１０３９（２番人気）
複勝票数 計１１５９８０６ 的中 � ２４６８８８（２番人気）� １０７４３３（４番人気）� ２８４１３７（１番人気）
枠連票数 計 ６２１５９６ 的中 （１－４） １１０６９９（２番人気）
普通馬連票数 計３５６９７４８ 的中 �� １５０７１３（５番人気）
馬単票数 計２２３８０７９ 的中 �� ５４８０２（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１１００７４１ 的中 �� ４５８１１（５番人気）�� １５３６３３（１番人気）�� ５３６１８（４番人気）
３連複票数 計４８６４９０２ 的中 ��� ２７０３５３（２番人気）
３連単票数 計１１９１３５９７ 的中 ��� ９６６８６（１８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―３０．０―４２．６―５４．９―１：０７．１―１：１９．３―１：３１．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．４
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

クリールパッション �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００７．７．２２ 新潟７着

２００５．３．１生 牡５鹿 母 イマジネーション 母母 コートネイズデイ ２９戦８勝 賞金 １８８，３０３，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ８頭 アートオブウォー号・ギンゲイ号・ゲンパチタキオン号・コロナグラフ号・トーホウカラブラン号・

ピエナグッドラック号・フミノパシフィック号・モンテクリスエス号



２５０４８ ９月２０日 曇 良 （２２札幌２）第４日 第１２競走 ��１，５００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時２０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，１００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７１０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２７．８
１：２７．８

良

良

４６ アドマイヤロイヤル 牡３鹿 ５５ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ５１０＋ ４１：３０．６ ３．４�

６１０ レッドヴァンクール 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ５２６－ ２１：３０．８１� ９．８�
５７ メルヴェイユドール 牝３黒鹿５３ 松岡 正海 �サンデーレーシング 池江 泰郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２＋ ４１：３０．９クビ ２８．１�
８１３ ヴィクトリアローズ 牝３栗 ５３

５２ ☆丸山 元気古賀 和夫氏 牧 光二 新冠 対馬 正 ４４２＋ ４ 〃 ハナ １１．６�
６９ ドンビザッツウェイ 牡３鹿 ５５ 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 服部 牧場 B５００± ０ 〃 アタマ １４．９�
１１ アイディンパワー 牡４鹿 ５７ 吉田 豊米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４８６＋ ６１：３１．０� １５．１	
５８ セイクリッドセブン 牡３栗 ５５ 中舘 英二 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋ ２１：３１．１� １１．７

３４ � マルターズクリス 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 門別 天羽 禮治 ５０４＋ ４１：３１．４１� ４５．５�
３３ ザクリエイション 牡４黒鹿５７ 横山 典弘池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ５３４＋２０１：３１．９３ ３．８�
２２ メイショウスズラン 牝３栗 ５３ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４８２－ ４１：３２．１１� １３．９
７１１ ロイヤルクリッパー 牝４栗 ５５ 武 幸四郎 �社台レースホース清水 出美 三石 追分ファーム ４７４± ０１：３２．２クビ ６３．３�
４５ � フジペガサス 牡３栗 ５５ 木幡 初広藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 佐藤 信広 ４４８＋２０１：３２．３� ２５０．６�
７１２� エイトスター 	５鹿 ５７ 柴山 雄一玉置 辰次氏 南田美知雄 三石 元道牧場 ５１０＋ ４１：３３．１５ １９５．７�
８１４ ナムラロアー 牡３鹿 ５５ 藤田 伸二奈村 信重氏 田村 康仁 新ひだか 小野 秀治 ４４０＋ ４１：３３．４１� ７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ３１，１６５，６００円 複勝： ４３，９５０，９００円 枠連： ２５，４４７，９００円

普通馬連： １１３，４８４，４００円 馬単： ７０，１３２，６００円 ワイド【拡大馬連】： ３６，６１２，７００円

３連複： １４６，２３９，８００円 ３連単： ３２７，２６４，６００円 計： ７９４，２９８，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � ３４０円 � ８００円 枠 連（４－６） １，０６０円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ３，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７５０円 �� ２，３８０円 �� ４，６００円

３ 連 複 ��� ２０，２２０円 ３ 連 単 ��� ７９，５６０円

票 数

単勝票数 計 ３１１６５６ 的中 � ７４１０８（１番人気）
複勝票数 計 ４３９５０９ 的中 � ９５４５１（１番人気）� ３０９５７（５番人気）� １１２３６（１１番人気）
枠連票数 計 ２５４４７９ 的中 （４－６） １７７９３（４番人気）
普通馬連票数 計１１３４８４４ 的中 �� ４２７４４（６番人気）
馬単票数 計 ７０１３２６ 的中 �� １４８６２（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３６６１２７ 的中 �� １２６９９（５番人気）�� ３７１２（３７番人気）�� １８９２（４９番人気）
３連複票数 計１４６２３９８ 的中 ��� ５３３９（６７番人気）
３連単票数 計３２７２６４６ 的中 ��� ３０３６（２８７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
７．０―１８．４―２９．６―４１．４―５３．５―１：０５．７―１：１８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．２―３F３７．１

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

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤロイヤル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．８．２２ 札幌２着

２００７．２．１０生 牡３鹿 母 マストビーラヴド 母母 ダイナシユート ７戦２勝 賞金 １９，１７２，０００円



（２２札幌２）第４日 ９月２０日 （祝日） 晴後曇一時雨 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 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

２３１，６８０，０００円
２，１３０，０００円
２０，５５０，０００円
１，４３０，０００円
２２，８００，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５２，２９４，０００円
４，３２９，０００円
１，５６４，２００円

勝馬投票券売得金
２８４，７６１，１００円
４４１，８８１，２００円
２２３，４１８，１００円
９５２，７４５，４００円
６５０，４６２，６００円
３３０，１７９，４００円
１，２３２，８９１，６００円
２，７３８，６２４，９００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 ６，８５４，９６４，３００円

総入場人員 １２，１６２名 （有料入場人員 １１，０９２名）




