
２５０７３１０月２日 晴 良 （２２札幌２）第７日 第１競走 ��１，５００�サラブレッド系２歳
発走９時５５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

８１３ インダクティ 牝２黒鹿５４ 田中 勝春 �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム ３８８＋１２１：３１．１ １９．４�

６９ タマモトリトン 牡２鹿 ５５ 勝浦 正樹タマモ� 水野 貴広 新ひだか 野坂牧場 ４５２± ０１：３１．２� ９．８�
５７ カ ル マ ー ト 牝２黒鹿５４ 北村 宏司 �サンデーレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ４１：３１．３クビ １３．３�
４５ エーシンイグアス 牡２鹿 ５５ 中舘 英二�栄進堂 畠山 吉宏 新ひだか 木田牧場 ４９８＋ ６１：３１．４� １１．５�
３４ レナソニック 牝２栗 ５４

５１ ▲西村 太一平澤 創氏 根本 康広 新ひだか 前田 宗将 ４７６－ ６１：３１．６１� ２２．６�
６１０ アフィントン 牝２栗 ５４ 吉田 隼人吉田 勝己氏 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４３４± ０ 〃 ハナ １０．５	
１１ ボンベイダック 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二�グランプリ 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム ４７６－ ６ 〃 アタマ ２．２

８１４ ミステリアスガール 牝２栗 ５４ 池添 謙一小川 勲氏 藤岡 健一 様似 猿倉牧場 ４７４－ ８ 〃 クビ ６２．２�
２２ オ リ ジ ン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 田島 俊明 浦河 桑田フアーム ４５０－ ２１：３１．７� ８１．０�
４６ トウケイローズ 牝２芦 ５４

５３ ☆丸山 元気木村 信彦氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４１４－ ８１：３１．８� １６．６
７１１ スーサングレート 牡２栗 ５５ 丸田 恭介林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 ５１０± ０１：３２．０１� ５．６�
３３ メイショウモンシロ 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 林 孝輝 ５０２－ ２１：３３．４９ １５３．１�
５８ クリノトルネード 牡２栗 ５５ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 庫宝牧場 ４６６＋ ６１：３３．９３ ２９６．５�
７１２ タマモプリマドンナ 牝２黒鹿５４ 小林 徹弥タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 岡田 猛 ４３４－ ６１：３４．０� １５．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，６４５，５００円 複勝： １９，６６３，０００円 枠連： ８，３１５，８００円

普通馬連： ２４，８４７，９００円 馬単： ２０，６４９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８９７，８００円

３連複： ３８，３０６，５００円 ３連単： ５９，５１８，７００円 計： １９３，８４４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９４０円 複 勝 � ６２０円 � ２７０円 � ５４０円 枠 連（６－８） ２，５８０円

普通馬連 �� ７，１００円 馬 単 �� １５，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１１０円 �� ３，８８０円 �� １，７１０円

３ 連 複 ��� ２４，０９０円 ３ 連 単 ��� ２５６，８８０円

票 数

単勝票数 計 １０６４５５ 的中 � ４３２６（９番人気）
複勝票数 計 １９６６３０ 的中 � ７７２９（９番人気）� ２２２４３（３番人気）� ９１８２（８番人気）
枠連票数 計 ８３１５８ 的中 （６－８） ２３８３（１０番人気）
普通馬連票数 計 ２４８４７９ 的中 �� ２５８６（２７番人気）
馬単票数 計 ２０６４９４ 的中 �� ９６６（５６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８９７８ 的中 �� １３９６（２５番人気）�� ７４５（３９番人気）�� １７３２（２３番人気）
３連複票数 計 ３８３０６５ 的中 ��� １１７４（７９番人気）
３連単票数 計 ５９５１８７ 的中 ��� １７１（６２２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．８―１７．８―２９．０―４１．４―５４．３―１：０７．０―１：１８．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４９．７―３F３６．８

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

勝馬の
紹 介

インダクティ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 アレミロード デビュー ２０１０．７．２５ 函館５着

２００８．３．３生 牝２黒鹿 母 ホールオブフェーム 母母 ベルベットサッシュ ２戦１勝 賞金 ５，７００，０００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 エメラルブライト号・トーセンジャガー号・ハヤブサミラクル号・マイネルヴィゴーレ号



２５０７４１０月２日 晴 良 （２２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

３５ ショウナンアリビオ 牡２栗 ５５ 上村 洋行国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４８４＋ ６１：１１．０ ９．３�

６１１ アタッキングゾーン 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 日高 大江牧場 ４７８± ０１：１１．１クビ ２．１�
３６ チェリービスティー 牝２栗 ５４ 藤田 伸二備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４２４－ ８１：１１．３１� ６．６�
２４ ヤマノサファイア 牡２栗 ５５ 中舘 英二澤村 敏雄氏 崎山 博樹 新ひだか 服部 牧場 ４２６－ ４１：１１．６２ ２５．０�
４７ ドリームボルト 牡２栗 ５５ 池添 謙一セゾンレースホース� 藤沢 則雄 浦河 谷口牧場 ５０４＋ ２ 〃 ハナ ４．１�
４８ アップターン 牡２栗 ５５

５４ ☆丸山 元気島田 久氏 小西 一男 日高 高柳 隆男 ４７４＋ ２１：１１．７� １７．６�
５１０ スパーブクィーン 牝２栗 ５４ 秋山真一郎吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４４４－ ２ 〃 ハナ ４８．３	
５９ トウショウドライヴ 牡２鹿 ５５ 柴山 雄一トウショウ産業� 清水 英克 新ひだか 片岡 博 ４４２± ０１：１１．９１� ３４４．８

２３ ローラドヴァランス 牝２鹿 ５４ 田中 勝春西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 ５０６＋ ４ 〃 ハナ ４４．８�
６１２ クリノエンドレス 牝２鹿 ５４ 丸田 恭介栗本 博晴氏 本間 忍 日高 山際 辰夫 ４３８＋ ８ 〃 クビ ３１２．２�
８１６ トーセンクリオネ 牝２青鹿 ５４

５１ ▲国分 優作島川 哉氏 中島 敏文 日高 有限会社 エ
スティファーム ４０６＋２０１：１２．０クビ １８２．９�

１１ ダンツハッピー 牝２栗 ５４ 宮崎 北斗山元 哲二氏 谷 潔 日高 天羽牧場 ４９０＋ ２ 〃 アタマ ３４６．５�
７１３ ゴールデンアスク 牝２鹿 ５４ 武 幸四郎廣崎 利洋氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 ４２０＋ ４１：１２．２１� １８．３�
１２ ニシエイコメット 牝２鹿 ５４ 芹沢 純一西舘 榮氏 鹿戸 明 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４４４± ０１：１２．５１� ９４．３�
７１４ アースエンブレム 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次小野 博郷氏 坂本 勝美 新ひだか 川端 英幸 ４３２＋ ６１：１３．０３ ２６．０�
８１５ ストレートボール 牡２栗 ５５ 勝浦 正樹島田 久氏 柴崎 勇 日高 新井 昭二 ４５８－１２１：１３．８５ ２６９．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８，７９３，５００円 複勝： １６，４８４，６００円 枠連： ７，０３０，８００円

普通馬連： １８，７８１，３００円 馬単： １５，９６９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ９，６７７，３００円

３連複： ２７，６２５，４００円 ３連単： ４７，９９１，１００円 計： １５２，３５３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９３０円 複 勝 � １７０円 � １１０円 � １９０円 枠 連（３－６） ３６０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� ２，４６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ６４０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� １０，１３０円

票 数

単勝票数 計 ８７９３５ 的中 � ７４８８（４番人気）
複勝票数 計 １６４８４６ 的中 � ２１８６５（３番人気）� ５６１８０（１番人気）� １８３２８（４番人気）
枠連票数 計 ７０３０８ 的中 （３－６） １４７４８（１番人気）
普通馬連票数 計 １８７８１３ 的中 �� １８３５４（３番人気）
馬単票数 計 １５９６９４ 的中 �� ４８０３（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９６７７３ 的中 �� ９１００（２番人気）�� ３２８８（７番人気）�� ８７４１（３番人気）
３連複票数 計 ２７６２５４ 的中 ��� １５３２３（３番人気）
３連単票数 計 ４７９９１１ 的中 ��� ３４９７（２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１２．１―１２．１―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．７―５８．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンアリビオ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 ダイナマイトダディ デビュー ２０１０．７．４ 函館４着

２００８．３．２０生 牡２栗 母 マイダイナマイト 母母 ミ ロ ク ４戦１勝 賞金 ８，８５０，０００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。
（非当選馬） １頭 デルマカーリー号



２５０７５１０月２日 晴 良 （２２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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

７１０ マキシムトパーズ 牡３青鹿５７ 古川 吉洋小田 廣美氏 石栗 龍彦 平取 原田 新治 ４８４＋ ６１：４８．５ ７．１�

１１ スズノチーフベアー 牡３栗 ５７ 三浦 皇成阿部 雅子氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 ４４６＋ ６１：４８．６� ２．５�
５６ ワ カ オ カ ミ 牝３芦 ５５ 長谷川浩大�グランド牧場 角居 勝彦 新ひだか グランド牧場 ４４０＋ ６１：４８．８� ９７．８�
７１１ レッドアクセル 牡３黒鹿５７ 北村 宏司 �東京ホースレーシング 国枝 栄 日高 シンボリ牧場 B５００＋１４１：４９．２２� ５．９�
６９ マルターズタイム 牡３鹿 ５７ 吉田 隼人藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 ４６６＋ ４１：４９．６２� ５．０�
６８ スターウォーズ 牡３黒鹿５７ 武 幸四郎中村 祐子氏 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム ４７０＋１６１：４９．９１� １１．５	
５７ サ ヤ ン ク ー 牝３鹿 ５５ 宮崎 北斗加藤 信之氏 境 征勝 浦河 斉藤 政志 ４８８＋ ４１：５０．３２� ４０．８

４４ ベルモントローザ 牝３黒鹿５５ 丸田 恭介 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４５４± ０１：５０．４クビ ８５．３�
４５ チ ャ メ 牝３鹿 ５５ 柴山 雄一藤田 達男氏 中野 栄治 新冠 イワミ牧場 ４８８＋１０１：５２．０１０ ２９０．１�
２２ ドリームレディ 牝３青 ５５ 藤田 伸二ロイヤルファーム� 野中 賢二 新冠 松浦牧場 ４６８＋ ２１：５２．８５ ８．８
８１３ ブアットムー 牝３鹿 ５５ 中舘 英二加藤 信之氏 小島 茂之 日高 本間牧場 ５０８＋ ６１：５３．２２� ２６．０�
３３ シルクケーニッヒ 牡３鹿 ５７ 小林 徹弥有限会社シルク本田 優 日高 北陽ファーム ５１４＋ ６１：５３．７３ ２４４．４�
８１２ ノボチャリオット 牡３鹿 ５７

５６ ☆丸山 元気�LS.M 武市 康男 浦河 高昭牧場 ４７４－ ４２：０２．５大差 １８．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，４５２，０００円 複勝： １４，６９０，３００円 枠連： ８，２８３，３００円

普通馬連： ２０，０１０，６００円 馬単： １７，６７２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ９，４５０，８００円

３連複： ２７，８４４，５００円 ３連単： ４７，４４７，７００円 計： １５５，８５１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � ２００円 � １４０円 � １，６９０円 枠 連（１－７） ３９０円

普通馬連 �� ７７０円 馬 単 �� １，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ６，７２０円 �� ３，３８０円

３ 連 複 ��� ２１，５７０円 ３ 連 単 ��� ９０，０２０円

票 数

単勝票数 計 １０４５２０ 的中 � １１６３１（４番人気）
複勝票数 計 １４６９０３ 的中 � １９８０２（３番人気）� ３７４３３（１番人気）� １４９９（１２番人気）
枠連票数 計 ８２８３３ 的中 （１－７） １５９２８（２番人気）
普通馬連票数 計 ２００１０６ 的中 �� １９３７７（２番人気）
馬単票数 計 １７６７２２ 的中 �� ６５８１（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９４５０８ 的中 �� ６５８６（３番人気）�� ３２２（４４番人気）�� ６４７（３３番人気）
３連複票数 計 ２７８４４５ 的中 ��� ９５３（５９番人気）
３連単票数 計 ４７４４７７ 的中 ��� ３８９（２６４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１２．４―１３．１―１３．５―１３．０―１２．９―１２．３―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―３０．３―４３．４―５６．９―１：０９．９―１：２２．８―１：３５．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マキシムトパーズ �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００９．８．１５ 新潟１５着

２００７．４．２３生 牡３青鹿 母 サンキョウナスカ 母母 カクテルクイン １６戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
［他本会外：３戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドリームレディ号・ブアットムー号・シルクケーニッヒ号・ノボチャリオット号は，平成２２年１１月２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） ２頭 アンジェラスクイン号・レッドマシェリ号



２５０７６１０月２日 晴 良 （２２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 ７，１００，０００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

５７．５
５７．１

良

稍重

５６ サクラサクラサクラ 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗野島 春男氏 田島 俊明 日高 野島牧場 ４７２＋ ２ ５９．５ ３．３�

８１２ サクラナスカ 牝４黒鹿５５ 吉田 隼人�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４３０＋ ２ ５９．６� ３．１�
５５ ショウナンタイリン 牝４栗 ５５ 池添 謙一国本 哲秀氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 ４４８± ０ ５９．７� ７．３�
２２ ワンズガーホッド 牝４芦 ５５ 秋山真一郎�協和牧場 笹田 和秀 新冠 協和牧場 ４９２＋ ２ 〃 ハナ ６．６�
６８ キタサンハナミチ 牝４青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一�大野商事 嶋田 功 新ひだか 木田牧場 ４６６＋ ２ 〃 アタマ ４７．１�
７９ � トゥインクルスノー 牝３鹿 ５３

５２ ☆丸山 元気トール＆ワイド 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４５８＋ ２ ５９．８クビ ２０．４	
７１０ デステニーアロー 牝４黒鹿５５ 竹之下智昭岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４２４－ ２ 〃 同着 ２０６．０

４４ � サクラサライ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋�さくらコマース牧浦 充徳 新冠 川上 悦夫 ４４６－２０１：００．２２� ３６．１�
３３ マンゴプディング 牝３黒鹿５３ 柴原 央明 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 ４２０＋ ８１：００．３� １０．３�
１１ プリティスター 牝３栗 ５３ 中舘 英二横瀬 兼二氏 佐藤 吉勝 新ひだか 原 光彦 ４４６＋ ６１：００．４� １４．５
６７ アームズトウショウ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行トウショウ産業� 奥平 雅士 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 ４６４＋ ２１：００．８２� ２２．１�
８１１ トーセンキャッスル 牝３鹿 ５３ 三浦 皇成島川 �哉氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム B４６２＋ ６１：０１．３３ ３７．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ９，９０４，６００円 複勝： １６，４７２，０００円 枠連： ８，１５５，９００円

普通馬連： ２１，０２４，４００円 馬単： １７，７１７，６００円 ワイド【拡大馬連】： １０，８５７，０００円

３連複： ３０，３５９，７００円 ３連単： ４７，７２３，２００円 計： １６２，２１４，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（５－８） ３２０円

普通馬連 �� ４４０円 馬 単 �� ９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３７０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ９２０円 ３ 連 単 ��� ３，５５０円

票 数

単勝票数 計 ９９０４６ 的中 � ２４０１１（２番人気）
複勝票数 計 １６４７２０ 的中 � ３３０１４（２番人気）� ４０２０４（１番人気）� １８９９１（４番人気）
枠連票数 計 ８１５５９ 的中 （５－８） １９３６６（１番人気）
普通馬連票数 計 ２１０２４４ 的中 �� ３６０１４（１番人気）
馬単票数 計 １７７１７６ 的中 �� １４０３３（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０８５７０ 的中 �� １４６８８（１番人気）�� ６８５２（４番人気）�� ５２４９（５番人気）
３連複票数 計 ３０３５９７ 的中 ��� ２４５５７（２番人気）
３連単票数 計 ４７７２３２ 的中 ��� ９９３０（２番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．４―１２．０―１２．９

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サクラサクラサクラ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 ノーリユート デビュー ２００８．１２．１３ 中山７着

２００６．６．１４生 牝４栗 母 コーエーガルボ 母母 パワフルレデイ １３戦２勝 賞金 ２０，９００，０００円



２５０７７１０月２日 晴 良 （２２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 ７，１００，０００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

２：３９．１
２：３７．４

良

良

３３ トレジャーハント 牡４栗 ５７ 中舘 英二 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ５１４－ ２２：４３．４ ５．８�

７１１ アクアブルーフライ 牡３栗 ５４ 長谷川浩大佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ４９０± ０ 〃 アタマ ６．６�
３４ バ ル ト ー ロ 牡３鹿 ５４ 四位 洋文 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４３２－ ６２：４３．５� ８．４�
６１０ トミケンプライム 牡５栗 ５７

５６ ☆丸山 元気冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４１４＋１２ 〃 クビ ４．８�
４６ マキハタセンシブル 牝６鹿 ５５ 黛 弘人�槇本牧場 佐藤 全弘 門別 槇本牧場 ４２４± ０２：４３．７１� １４．５�
８１３ ヴァンダライズ 牡３栗 ５４ 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 日高 シンコーファーム ４６２－ ６２：４３．８� ２．５�
６９ � エアカサミラ 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二 	ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４５２－ ４２：４４．８６ ４３．５

２２ スマートファントム 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 早来 ノーザンファーム ５１６± ０２：４４．９� ３３．０�
８１４ パワープレイズ 牡３青鹿５４ 柴原 央明�まの 野元 昭 日高 高山 博 ４４４－ ６２：４５．３２� ２２．５�
４５ カルヴァドス 牝３栗 ５２ 勝浦 正樹安原 浩司氏 河野 通文 浦河 赤田牧場 ４２４＋ ８２：４５．５１ ６７．０
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± ０２：４５．８２ １２６．３�
７１２� トーセンユニコーン 牡３鹿 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 ４２４－ ４２：４６．５４ ３０３．７�
５８ ロヴェレート 牝３鹿 ５２ 大野 拓弥 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 手塚 貴久 新ひだか グランド牧場 ４２０－ ４２：４６．７１� １８１．８�
５７ キャンディポップ 牝３栗 ５２

４９ ▲西村 太一�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 ４３０－ ４２：４６．８� １６８．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，７０９，１００円 複勝： １５，２５５，５００円 枠連： ７，３７１，７００円

普通馬連： ２１，４３１，０００円 馬単： １８，０２９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，１９９，８００円

３連複： ３１，８１０，１００円 ３連単： ５２，５８６，１００円 計： １６６，３９３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２４０円 � ２００円 � ２８０円 枠 連（３－７） １，１８０円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，５３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� ９８０円 �� １，０２０円

３ 連 複 ��� ５，２６０円 ３ 連 単 ��� ２８，８６０円

票 数

単勝票数 計 ９７０９１ 的中 � １３３４６（３番人気）
複勝票数 計 １５２５５５ 的中 � １６７５０（４番人気）� ２２６８８（３番人気）� １３５６８（５番人気）
枠連票数 計 ７３７１７ 的中 （３－７） ４６３９（５番人気）
普通馬連票数 計 ２１４３１０ 的中 �� ８７７７（８番人気）
馬単票数 計 １８０２９７ 的中 �� ３７７５（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０１９９８ 的中 �� ３４８０（８番人気）�� ２５５６（１１番人気）�� ２４４５（１２番人気）
３連複票数 計 ３１８１０１ 的中 ��� ４４６５（１８番人気）
３連単票数 計 ５２５８６１ 的中 ��� １３４５（８８番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．３―１２．８―１３．１―１１．６―１３．５―１２．７―１２．６―１３．０―１２．１―１２．１―１１．９―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―２５．２―３８．０―５１．１―１：０２．７―１：１６．２―１：２８．９―１：４１．５―１：５４．５―２：０６．６―２：１８．７―２：３０．６

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トレジャーハント �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００８．１０．１９ 京都１０着

２００６．４．２７生 牡４栗 母 エキストラグリーン 母母 ゴールデンテンプル ２５戦３勝 賞金 ４８，６４４，０００円
※カルヴァドス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２５０７８１０月２日 晴 良 （２２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 ７，１００，０００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

５７ フミノヤマビコ 牡３鹿 ５５ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４７８＋ ２１：４７．４ ７．５�

７１１ ディアトウシロウ 牡４栃栗５７ 古川 吉洋ディアレスト 斎藤 誠 新ひだか 中田 浩美 ４４２± ０１：４７．７２ ４．２�
１１ ヤマノトップラン 牝３栗 ５３ 秋山真一郎澤村 敏雄氏 須貝 彦三 新ひだか 前川 隆則 ４８０＋１４１：４７．８クビ ２５．５�
３３ エリモレインボー 牝３鹿 ５３ 芹沢 純一山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４５０－ ４１：４８．０１� ９．５�
８１２� モエレジュンキン 牡３鹿 ５５ 黛 弘人鈴木 照雄氏 鶴留 明雄 浦河 藤坂 秋雄 ４３４－ ６１：４８．３１� ３１．２�
２２ スマートイーグル 牡３栗 ５５ 勝浦 正樹大川 徹氏 高木 登 浦河 杵臼牧場 ４７２＋ ２ 〃 クビ ９．７�
４５ ウインステルス 牡６栗 ５７ 丸田 恭介�ウイン 牧浦 充徳 浦河 カナイシスタッド ５３６± ０１：４８．４� １４．５	
４４ 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 ４５０－ ６１：４８．５クビ ４２．５�
５６ クレバーネオ 牡４黒鹿５７ 中舘 英二田� 正明氏 石毛 善彦 浦河 向別牧場 ４６４＋ ６１：４９．０３ ３．２
６９ � ウォーエレファント 牡４鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 平山牧場 ４９２＋ ４１：５０．１７ ４５．８�
８１３ ア ド リ ー ム �５栗 ５７ 柴山 雄一 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 門別 三輪牧場 ４８８＋ ２１：５０．７３� ２０２．３�
６８ リズミックビート 牡３栗 ５５ 上村 洋行名古屋友豊� 小野 幸治 日高 白井牧場 ５０６＋ ６１：５１．０２ ４７．５�
７１０ 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± ０１：５４．１大差 ６．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ８，２１２，９００円 複勝： １５，２２０，０００円 枠連： ８，２２９，８００円

普通馬連： ２０，４６６，１００円 馬単： １５，６９９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３２８，１００円

３連複： ３０，６６８，９００円 ３連単： ４９，９１３，１００円 計： １５８，７３８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � ６６０円 枠 連（５－７） ３００円

普通馬連 �� １，５００円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４１０円 �� １，９００円 �� １，１５０円

３ 連 複 ��� ７，６９０円 ３ 連 単 ��� ３９，７８０円

票 数

単勝票数 計 ８２１２９ 的中 � ８６３９（４番人気）
複勝票数 計 １５２２００ 的中 � １８１１９（３番人気）� ２８３２３（２番人気）� ４６９６（８番人気）
枠連票数 計 ８２２９８ 的中 （５－７） ２０６３５（１番人気）
普通馬連票数 計 ２０４６６１ 的中 �� １００８７（６番人気）
馬単票数 計 １５６９９９ 的中 �� ３３０３（１４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３２８１ 的中 �� ６９０９（２番人気）�� １２５３（２３番人気）�� ２１３８（１２番人気）
３連複票数 計 ３０６６８９ 的中 ��� ２９４７（２７番人気）
３連単票数 計 ４９９１３１ 的中 ��� ９２６（１３０番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．０―１２．４―１２．８―１３．０―１３．０―１２．８―１２．６―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―３０．４―４３．２―５６．２―１：０９．２―１：２２．０―１：３４．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．２
１
３

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

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

フミノヤマビコ �
�
父 アグネスフライト �

�
母父 Fappiano デビュー ２００９．１１．１４ 京都１２着

２００７．５．１５生 牡３鹿 母 リ フ ァ ン 母母 Baldski’s Holiday １１戦２勝 賞金 １６，１００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマニングルノイユ号は，平成２２年１１月２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。
（非抽選馬） ２頭 カルヴァドス号・タケノチャンス号



２５０７９１０月２日 晴 良 （２２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 ７，１００，０００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

１：４６．７
１：４４．１

良

良

３４ ブルーモーリシャス 牡４青鹿５７ 上村 洋行 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４５０－１０１：５０．２ ３．０�

２２ ザバトルユージロー 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥宮川 秋信氏 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 ４４２＋ ８１：５０．３� ７．８�
４５ ゴールドサクセス 牡５鹿 ５７ 藤田 伸二居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ４６４＋ ４１：５０．４� ３．３�
８１３� カワキタライジン 牡５鹿 ５７ 大野 拓弥川島 吉男氏 成島 英春 門別 高澤 俊雄 ４６０－ ６１：５０．５� ２３３．９�
６９ ウインディーリング 牝３青鹿５３ 吉田 隼人細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４４０± ０１：５０．７１ ３８．３�
３３ ニシノフェリーチェ 牝６栗 ５５ 柴山 雄一西山 茂行氏 伊藤 大士 鵡川 西山牧場 ４３０± ０１：５０．８� ９１．７�
７１２ ベ イ ル リ 牝４鹿 ５５ 勝浦 正樹西浦 和男氏 土田 稔 浦河 地興牧場 ４６４＋ ４１：５０．９� ７６．６	
５８ ブラックバニヤン 牡３青 ５５ 北村 宏司津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ５００± ０ 〃 アタマ １２．７

４６ � プライズデイ 牝３青鹿５３ 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 むかわ 上水牧場 ４６２± ０ 〃 クビ １０２．８�
１１ リ リ ア ー レ 牝４鹿 ５５

５４ ☆丸山 元気 �社台レースホース国枝 栄 追分 追分ファーム ４８６－２０ 〃 ハナ ３０．３�
７１１ シルクウェッジ 牡３青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一有限会社シルク和田 正道 新冠 ムラカミファーム ４７２＋１０ 〃 ハナ １８．２
８１４ フ ォ ル テ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５８－ ２１：５１．２２ １１．６�
６１０ ラバンガルド 牡３栗 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 むかわ 市川牧場 B４８０－ ８１：５１．３� ４３．０�
５７ 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 ４５８－ ２１：５１．９３� ６．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，０９０，０００円 複勝： １５，７４４，７００円 枠連： ７，４２６，９００円

普通馬連： ２１，３７５，１００円 馬単： １７，５４３，７００円 ワイド【拡大馬連】： １０，７７５，９００円

３連複： ３０，８２６，８００円 ３連単： ５１，２４２，５００円 計： １６５，０２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（２－３） １，４００円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４６０円 �� ３１０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� ９，４００円

票 数

単勝票数 計 １００９００ 的中 � ２６８５８（１番人気）
複勝票数 計 １５７４４７ 的中 � ２７３８２（２番人気）� ２１５６８（３番人気）� ３６９５７（１番人気）
枠連票数 計 ７４２６９ 的中 （２－３） ３９２５（７番人気）
普通馬連票数 計 ２１３７５１ 的中 �� １１７９９（５番人気）
馬単票数 計 １７５４３７ 的中 �� ４９１７（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０７７５９ 的中 �� ５６２４（５番人気）�� ９０９５（１番人気）�� ６４６５（４番人気）
３連複票数 計 ３０８２６８ 的中 ��� １６０６７（２番人気）
３連単票数 計 ５１２４２５ 的中 ��� ４０２６（１５番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．８―１２．３―１２．５―１２．７―１２．３―１１．９―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．４―３６．７―４９．２―１：０１．９―１：１４．２―１：２６．１―１：３７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．０
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ブルーモーリシャス �
�
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 ２００８．１１．２４ 京都２着

２００６．３．３０生 牡４青鹿 母 エメラルドアイル 母母 アイリッシュダンス ２４戦３勝 賞金 ４０，３００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 エリザベスムーン号



２５０８０１０月２日 晴 良 （２２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 ７，１００，０００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

４５ � レ ア メ タ ル 牡４栗 ５７ 柴山 雄一�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 丸村村下
ファーム B４７８＋ ２１：４７．３ ４．３�

７１０� ジートップキセキ 牡５栗 ５７ 三浦 皇成�南原商事 本間 忍 静内 岡田スタツド ４９８± ０ 〃 クビ ２６．０�
４４ � クリノテンペスタ 牡３栗 ５５ 秋山真一郎栗本 博晴氏 高橋 義博 日高 シンボリ牧場 ４５８± ０１：４７．４クビ ７．６�
６８ � ビッグジャンパー 牡４栗 ５７ 大野 拓弥宮田 直也氏 藤原 辰雄 新冠 川上 悦夫 ４５０± ０１：４７．５� １４７．６�
３３ テイエムキングダム 牡３青鹿５５ 中舘 英二竹園 正繼氏 柴田 政見 新冠 オリエント牧場 ４８８＋ ４ 〃 クビ ３．８�
２２ ジーワンボーイ 牡３鹿 ５５ 古川 吉洋芹澤 精一氏 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７２－ ６１：４７．７１� １０．２	
５６ オメガブルーグラス 	３栗 ５５ 荻野 琢真原 
子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６０－ ２１：４８．１２� ９７．０

７１１ イマカツタイガー 牡５栗 ５７ 柴原 央明今西 和雄氏 昆 貢 浦河 多田 善弘 ４７４＋ ６１：４８．２� ２４．０�
６９ � ハヤブサエミネンス 牝３鹿 ５３

５２ ☆丸山 元気武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm ４５０＋ ２１：４８．４１� ８．２�
８１３ マイネルプロートス 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次 �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 ５１２＋ ４１：４８．７１ ６．７
５７ コウセイベイビー 牡３黒鹿５５ 黛 弘人杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 今井牧場 ４４６± ０１：４９．３３� ４６．０�
１１ � ペガサスフォート 	５栗 ５７

５４ ▲国分 優作広尾レース� 藤沢 和雄 米 Gaines－Gentry
Throughbreds ５２４＋１０１：４９．６２ １０．０�

８１２� セレスブレイク 	５鹿 ５７ 四位 洋文岡 浩二氏 笹田 和秀 米 Newbyth
Stud Farm ４９２＋ ２１：５１．７大差 ２６．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，６６１，９００円 複勝： ２０，０４２，８００円 枠連： ８，１８２，８００円

普通馬連： ２７，９７４，１００円 馬単： １９，２２０，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，９３０，０００円

３連複： ３５，９４０，４００円 ３連単： ６１，６２４，２００円 計： １９６，５７６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４３０円 複 勝 � １５０円 � ５８０円 � ２２０円 枠 連（４－７） １，２３０円

普通馬連 �� ３，１８０円 馬 単 �� ６，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０６０円 �� ４８０円 �� ２，０１０円

３ 連 複 ��� ８，０８０円 ３ 連 単 ��� ３２，９１０円

票 数

単勝票数 計 １１６６１９ 的中 � ２１８０３（２番人気）
複勝票数 計 ２００４２８ 的中 � ４７３０９（１番人気）� ６６９６（９番人気）� ２３８３４（４番人気）
枠連票数 計 ８１８２８ 的中 （４－７） ４９３２（５番人気）
普通馬連票数 計 ２７９７４１ 的中 �� ６４９９（１２番人気）
馬単票数 計 １９２２０２ 的中 �� ２２１８（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１９３００ 的中 �� ２７３３（１２番人気）�� ６５９２（２番人気）�� １３８２（３０番人気）
３連複票数 計 ３５９４０４ 的中 ��� ３２８５（２４番人気）
３連単票数 計 ６１６２４２ 的中 ��� １３８２（８６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―３０．１―４３．３―５６．０―１：０８．２―１：２０．９―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．３―３F３９．１
１
３
３，１，９－１１，２（１０，１３）（４，８）６（５，７）１２・（３，９）（１１，５）２（１，１０）（４，１３）８（６，７）＝１２

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

勝馬の
紹 介

�レ ア メ タ ル �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サ ン キ リ コ

２００６．３．２６生 牡４栗 母 フェリストウショウ 母母 リバーストウシヨウ １５戦２勝 賞金 ２０，７１０，０００円
初出走 JRA

※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 セイウンシグナル号



２５０８１１０月２日 晴 良 （２２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 ７，１００，０００円 ２，３００，０００
２，３００，０００

円
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 � シチリアーナ 牝５黒鹿５５ 田中 勝春岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６４＋ ２１：１０．３ １４．５�

２３ � トシザレイクブルー 牝４栗 ５５ 池添 謙一上村 叶氏 西浦 勝一 浦河 浦河小林牧場 ４６４± ０ 〃 クビ ３．２�
４７ サ ア ド ウ ゾ 牝４栗 ５５ 北村 宏司小田切有一氏 田中 章博 新ひだか 田中 裕之 ４５０＋ ２ 〃 同着 １２．２�
３５ � ビービーナエトル 牡５栗 ５７ 古川 吉洋�坂東牧場 古賀 慎明 門別 菊地牧場 B４８０－ ２１：１０．４クビ ２０．８�
８１６ コ ク ト ー 牡４鹿 ５７

５６ ☆丸山 元気柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 日高 富川牧場 ４７８＋１０ 〃 ハナ １０．５�
３６ セレスマジェスティ 牡３黒鹿５５ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 ４８２－ ２１：１０．５� ４．３	
７１４ ピーチブローフィズ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲国分 優作 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム B４３６－ ２１：１０．８１� １６５．０

５９ ワールドワン 牝４黒鹿５５ 荻野 琢真本間 茂氏 池添 兼雄 浦河 大柳ファーム ４３８－ ２１：１１．４３� １８．５�
１１ � プリンセスミカ 牝４鹿 ５５ 武 幸四郎冨沢 敦子氏 増本 豊 新ひだか 高橋 誠次 ４５８－ ６１：１１．５クビ ５７．４�
６１２ ヨシノアツヒメ 牝４鹿 ５５ 柴原 央明吉永 久子氏 野元 昭 青森 一山牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ９２．４
８１５ キングパーフェクト 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム ４６８± ０ 〃 アタマ ４．１�
２４ フ レ イ ヤ 牝４鹿 ５５ 小島 太一岡田 牧雄氏 小島 太 静内 岡田スタツド ５１０＋ ６ 〃 ハナ ４３．７�
６１１ カネコメリッチ 牡４青鹿５７ 北村 浩平�岡 義雄氏 須貝 尚介 日高 野口牧場 ４９６－ ４１：１１．７１� １０５．８�
７１３ スズカハイライト 牡３鹿 ５５ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B４４０－１０ 〃 アタマ ２４．５�
１２ エアフォースワン 牡４黒鹿５７ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 増本 良孝 ４６４－１２１：１１．９１� １７０．５�
５１０ スーパーミノル 牡４鹿 ５７ 宮崎 北斗吉岡 實氏 南井 克巳 静内 マルショウ牧場 ４３４＋ ２１：１３．８大差 ２１６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，０６２，６００円 複勝： ２０，４４３，６００円 枠連： １２，０２３，６００円

普通馬連： ３４，２７７，８００円 馬単： ２７，２５１，７００円 ワイド【拡大馬連】： １４，８４３，６００円

３連複： ４７，２４３，５００円 ３連単： ８６，９６７，４００円 計： ２５６，１１３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４５０円 複 勝 � ４３０円 �
�

１５０円
３３０円 枠 連（２－４）（４－４）

４６０円
３，１７０円

普通馬連 ��
��

９８０円
３，０５０円 馬 単 ��

��
３，０２０円
６，４２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】

��
��

９１０円
１，６７０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� ６，２２０円 ３ 連 単 ���
���

２１，９４０円
３２，９００円

票 数

単勝票数 計 １３０６２６ 的中 � ７１１５（６番人気）
複勝票数 計 ２０４４３６ 的中 � １０００８（６番人気）� ５０９２５（１番人気）� １４２６４（５番人気）
枠連票数 計 １２０２３６ 的中 （２－４） １０４３６（５番人気）（４－４） １２９６（２０番人気）
普通馬連票数 計 ３４２７７８ 的中 �� １３２９１（７番人気）�� ４０３７（２４番人気）
馬単票数 計 ２７２５１７ 的中 �� ３３５５（２５番人気）�� １５５７（４６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４８４３６ 的中 �� ４０６５（８番人気）�� ２１２２（２０番人気）�� ４９１５（７番人気）
３連複票数 計 ４７２４３５ 的中 ��� ５６０８（１９番人気）
３連単票数 計 ８６９６７４ 的中 ��� １４６４（１３４番人気） ��� ９７５（２１０番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．２―１１．８―１２．１―１２．２

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�シチリアーナ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 ラストタイクーン

２００５．４．２１生 牝５黒鹿 母 プラチナレディー 母母 ビユテイフルクイン ２３戦１勝 賞金 １８，２５０，０００円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 スーパーミノル号は，平成２２年１１月２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） ３頭 イナズマガイア号・キルシュバウム号・サクラモサ号
（非抽選馬） １頭 アドマイヤサーフ号



２５０８２１０月２日 晴 良 （２２札幌２）第７日 第１０競走 ��
��１，７００�オ ー ロ ラ 特 別

発走１４時５０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 １４，２００，０００円 ５，７００，０００円 ３，６００，０００円 ２，１００，０００円 １，４２０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００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 キ テ ィ 牝４鹿 ５５ 荻野 琢真武田 茂男氏 野中 賢二 浦河 山下 恭茂 ４７２＋１２１：４３．９ ２．９�

５６ ハギノリベラ 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ５３０＋ ２１：４４．２２ ２０．６�
７１１� メダリアビート 牡４黒鹿５７ 丸山 元気門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse

Farm, Inc. ４６４＋ ４１：４４．９４ １６．８�
４５ マッドマックス 牡４鹿 ５７ 四位 洋文有馬 博文氏 的場 均 三石 城地 和義 ５００＋ ６１：４５．４３ ７．４�
８１３ スノーマジック 牝４芦 ５５ 宮崎 北斗 �グリーンファーム 加用 正 千歳 社台ファーム ４６２＋ ２１：４５．５クビ ６３．０�
５７ � アストレーション 牡４栗 ５７ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 米 Tower

Bloodstock ４９０＋ ６１：４５．６� ２１．０�
６８ ローンウルフ 牡５栗 ５７ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 静内 岡田スタツド ４７４＋ ４１：４５．８� ２１．０	
７１０ ラヴィンライフ 牡４鹿 ５７ 北村 宏司 
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± ０ 〃 ハナ ５．７�
３３ ファイブスター 牝５芦 ５５ 安藤 勝己吉田 照哉氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５０＋ ６１：４６．５４ ８．３�
１１ 	 メイクアダッシュ 牡６鹿 ５７ 勝浦 正樹
谷岡牧場 境 征勝 静内 谷岡牧場 ４６８－ ２１：４６．９２
 １２３．５
２２ オースミレジスタ 牡３青鹿５５ 池添 謙一�オースミ 南井 克巳 千歳 社台ファーム ５３６＋ ４１：４７．１１
 ４．７�
４４ ローレルレヴァータ �３鹿 ５５ 藤田 伸二 �ローレルレーシング 加用 正 新冠 若林牧場 ４７８＋１８１：４７．９５ ５０．３�
８１２ フルボディー 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人深見 富朗氏 伊藤 伸一 新ひだか 桜井牧場 B４８８＋ ６１：４８．３２
 ４３．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １９，２９６，４００円 複勝： ３４，２８１，１００円 枠連： １４，２９４，９００円

普通馬連： ６０，０８４，６００円 馬単： ３７，２９４，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，６８４，９００円

３連複： ７６，０８５，６００円 ３連単： １３８，９４５，０００円 計： ４０１，９６７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２９０円 複 勝 � １５０円 � ６１０円 � ４３０円 枠 連（５－６） １，４６０円

普通馬連 �� ３，１７０円 馬 単 �� ５，４７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１５０円 �� ９８０円 �� ４，７５０円

３ 連 複 ��� １４，４３０円 ３ 連 単 ��� ６１，２２０円

票 数

単勝票数 計 １９２９６４ 的中 � ５３００７（１番人気）
複勝票数 計 ３４２８１１ 的中 � ８９２６０（１番人気）� １１３９３（８番人気）� １７５６０（６番人気）
枠連票数 計 １４２９４９ 的中 （５－６） ７２５５（８番人気）
普通馬連票数 計 ６００８４６ 的中 �� １４０００（１２番人気）
馬単票数 計 ３７２９４９ 的中 �� ５０３９（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１６８４９ 的中 �� ４７２２（１３番人気）�� ５６０４（１１番人気）�� １０８３（４５番人気）
３連複票数 計 ７６０８５６ 的中 ��� ３８９３（５１番人気）
３連単票数 計１３８９４５０ 的中 ��� １６７５（１９７番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１１．８―１２．２―１２．４―１２．２―１２．０―１２．２―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．７―４１．９―５４．３―１：０６．５―１：１８．５―１：３０．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．６―３F３７．４
１
３

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

勝馬の
紹 介

キ テ ィ �
�
父 Northern Afleet �

�
母父 Forestry デビュー ２００９．６．２０ 阪神１着

２００６．４．１生 牝４鹿 母 フォレストキティ 母母 Haleakala １１戦４勝 賞金 ６５，０１７，０００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。
（非当選馬） ５頭 アートオブビーン号・バトルブリンディス号・プリモローズ号・マルタカワンタッチ号・モエレデフィニット号
（非抽選馬） ３頭 ニシノミーチャン号・バアゼルリバー号・マイグローリアス号



２５０８３１０月２日 晴 良 （２２札幌２）第７日 第１１競走
第４５回農林水産省賞典

��
��１，８００�札幌２歳ステークス（ＧⅢ）

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
１：４６．６

良

良

８１３ オールアズワン 牡２黒鹿５５ 安藤 勝己宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４６８＋ ４１：４９．８ ５．０�

７１１ アヴェンチュラ 牝２鹿 ５４ 池添 謙一 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：４９．９� ４．５�
２２ アドマイヤセプター 牝２栗 ５４ 四位 洋文近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４４０－ ８１：５０．２１� ２．１�
４６ ル ル ー シ ュ 牡２黒鹿５５ 北村 宏司山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４ 〃 クビ ８．４�
３４ ギリギリヒーロー 牡２栗 ５５ 武 幸四郎小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４１８＋ ２１：５０．３� １４．４�
６１０ ゲットハッピー 牡２黒鹿５５ 丸山 元気�ターフ・スポート中竹 和也 新ひだか 佐藤 陽一 ４６２＋１０１：５０．４� ７０．６�
３３ メイショウトチワカ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎松本 好雄氏 小島 太 浦河 鮫川フアーム ４５６＋ ４ 〃 クビ ８７．７	
６９ マーベラスカイザー 牡２栗 ５５ 古川 吉洋笹原 貞生氏 柴田 政見 新ひだか 松田牧場 ４７６＋ ４１：５０．５クビ １４０．２

４５ エイブルブラッド 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４８０－ ４１：５０．６� ６０．９�
７１２ マイネルギブソン 牡２鹿 ５５ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４２８－ ４１：５０．７クビ １３．５
５８ タイキパーシヴァル 牡２栗 ５５ 中舘 英二�大樹ファーム 藤岡 健一 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４６８－ ２１：５１．０１� ６８．４�
１１ ムライチンタ 牝２栗 ５４ 田中 勝春加藤 信之氏 上原 博之 日高 有限会社

ケイズ ４７２＋ ６１：５１．１� ９７．７�
８１４ ビービーマキシマス 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹�坂東牧場 土田 稔 新冠 中村農場 ４５０－ ２１：５１．８４ ２９９．７�
５７ ヴ ェ イ ロ ン 牡２栗 ５５ 藤田 伸二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６２＋ ４１：５１．９� ６２．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ８４，３３８，８００円 複勝： １１１，３８０，３００円 枠連： ３８，９８７，６００円

普通馬連： ２４１，３７９，８００円 馬単： １６４，３８８，５００円 ワイド【拡大馬連】： ７４，４８２，６００円

３連複： ２８８，６３２，５００円 ３連単： ６３６，５４７，６００円 計： １，６４０，１３７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � １１０円 枠 連（７－８） ８００円

普通馬連 �� １，２５０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３４０円 �� ２３０円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ７７０円 ３ 連 単 ��� ６，２００円

票 数

単勝票数 計 ８４３３８８ 的中 � １３５２４２（３番人気）
複勝票数 計１１１３８０３ 的中 � １９３０２９（３番人気）� ２０３９７６（２番人気）� ３４１１２６（１番人気）
枠連票数 計 ３８９８７６ 的中 （７－８） ３６１５５（４番人気）
普通馬連票数 計２４１３７９８ 的中 �� １４２７３０（５番人気）
馬単票数 計１６４３８８５ 的中 �� ５０７０４（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ７４４８２６ 的中 �� ４９１３８（４番人気）�� ８６３９１（２番人気）�� ８９５５３（１番人気）
３連複票数 計２８８６３２５ 的中 ��� ２７７１６２（１番人気）
３連単票数 計６３６５４７６ 的中 ��� ７５８７１（１３番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．６―１２．０―１２．０―１２．９―１２．３―１２．５―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．１―４８．１―１：０１．０―１：１３．３―１：２５．８―１：３７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．８―３F３６．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

オールアズワン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２０１０．８．１４ 札幌２着

２００８．３．６生 牡２黒鹿 母 トウホープログレス 母母 シンデレラロード ３戦２勝 賞金 ４０，２９７，０００円
〔制裁〕 アドマイヤセプター号の騎手四位洋文は，４コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（１１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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ジェットストリーム号



２５０８４１０月２日 晴 良 （２２札幌２）第７日 第１２競走 ��
��２，０００�ラ イ ラ ッ ク 賞

発走１６時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２１．１０．３以降２２．９．２６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．６
１：５６．４

良

良

７１３ エ ジ ソ ン 牡４栗 ５６ 藤田 伸二重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５２６－ ４２：０２．３ ６．３�

８１６ プロヴィデンス 牡４鹿 ５５ 丸山 元気臼田 浩義氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ５１０＋ ４２：０２．４� ４８．４�
４８ アマファソン 牝３黒鹿５３ 田中 勝春吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ６２：０２．５� ４．７�
２３ � ウォークラウン 牡４鹿 ５５ 秋山真一郎加藤 守氏 中竹 和也 米 Carl Rosen

Associates ５０４－１２ 〃 ハナ ７．２�
４７ フミノイマージン 牝４鹿 ５５ 池添 謙一谷 二氏 本田 優 日高 シンコーファーム ４７６＋ ２ 〃 ハナ ２．９�
６１１� ブライズメイト 牝５鹿 ５１ 荻野 琢真沖田 正憲氏 伊藤 大士 門別 沖田牧場 ４４８－ ２ 〃 アタマ ２４７．０�
１１ ネ コ パ ン チ 牡４黒鹿５５ 大野 拓弥桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 B４７２＋ ６２：０２．９２� １９．０�
６１２ コハクジョー 牡４芦 ５５ 宮崎 北斗河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ５１４± ０ 〃 クビ １６．２	
５１０ バイタルスタイル 牝３栗 ５１ 丸田 恭介 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 ４６４－ ４２：０３．０クビ ５５．９�
８１５� 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 ４６２＋ ４ 〃 アタマ １９．７�
３６ サムデイシュアー 牡６鹿 ５２ 丹内 祐次
ジェイアール 岩戸 孝樹 浦河 信岡牧場 ４６４－ ２２：０３．１	 ５２．２
２４ ベルスリーブ 牝５鹿 ５２ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 尾関 知人 早来 ノーザンファーム ４９８＋ ４ 〃 ハナ ３２．３�
１２ パーソナルブレーン 牝４黒鹿５３ 中舘 英二深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５４＋ ６２：０３．４２ １８．１�
５９ イイデエース 牝４鹿 ５２ 三浦 皇成 
アールエスエーカントリ北出 成人 新冠 武田牧場 ４６２＋ ４２：０３．６１
 １４．７�
７１４ ソウルオブジャパン 牡６鹿 ５４ 上村 洋行太田 美實氏 友道 康夫 静内 藤原牧場 ４８８＋ ２２：０４．２３� １４４．２�
３５ バトルブリンディス 牡５青鹿５４ 柴山 雄一宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４６２＋ ４２：０４．８３� ６９．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，８１１，２００円 複勝： ３６，３０１，０００円 枠連： １９，２４９，８００円

普通馬連： ６４，４２８，２００円 馬単： ３９，０９２，３００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，１５９，０００円

３連複： ８６，８１８，７００円 ３連単： １５８，６０５，４００円 計： ４５３，４６５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６３０円 複 勝 � ２２０円 � １，２２０円 � ２００円 枠 連（７－８） ２，６２０円

普通馬連 �� １５，６４０円 馬 単 �� ２２，７００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４，１００円 �� ６２０円 �� ３，９７０円

３ 連 複 ��� ２６，７１０円 ３ 連 単 ��� ２３５，５２０円

票 数

単勝票数 計 ２２８１１２ 的中 � ２８８８３（３番人気）
複勝票数 計 ３６３０１０ 的中 � ４９２１６（３番人気）� ５９８４（１２番人気）� ５４５７４（２番人気）
枠連票数 計 １９２４９８ 的中 （７－８） ５４２５（９番人気）
普通馬連票数 計 ６４４２８２ 的中 �� ３０４２（４３番人気）
馬単票数 計 ３９０９２３ 的中 �� １２７１（７１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６１５９０ 的中 �� １５１３（４２番人気）�� １１２５０（４番人気）�� １５６４（４１番人気）
３連複票数 計 ８６８１８７ 的中 ��� ２３９９（８５番人気）
３連単票数 計１５８６０５４ 的中 ��� ４９７（６２５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．９―３６．４―４８．９―１：０１．１―１：１３．５―１：２５．７―１：３８．０―１：５０．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ジ ソ ン �
�
父 ティンバーカントリー �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２００８．６．２９ 福島１４着

２００６．４．２３生 牡４栗 母 ワールドマジック 母母 ロングドーター ２４戦４勝 賞金 ６０，１８０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※バトルブリンディス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



（２２札幌２）第７日 １０月２日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １６８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

２２４，７５０，０００円
４，２６０，０００円
１０，８４０，０００円
１，６８０，０００円
２２，１１０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５５，５１５，０００円
４，６０６，０００円
１，６６３，２００円

勝馬投票券売得金
２１８，９７８，５００円
３３５，９７８，９００円
１４７，５５２，９００円
５７６，０８０，９００円
４１０，５２９，５００円
２２２，２８６，８００円
７５２，１６２，６００円
１，４３９，１１２，０００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 ４，１０２，６８２，１００円

総入場人員 １１，４８２名 （有料入場人員 １０，３１４名）




