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２６０７３１０月１日 小雨 不良 （２３札幌２）第７日 第１競走 ��
��１，７００�サラブレッド系２歳

発走９時５５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．６
１：４５．９

良

重

２２ カアチャンコワイ 牝２芦 ５４ 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム ４７８＋１２１：４７．７ ６．０�

４５ ハ ヤ ブ サ 牡２鹿 ５５ 小林 徹弥西村 憲人氏 目野 哲也 日高 ナカノファーム ４５６－ ２１：４７．８� １６．８�
４４ サクセスフルビッド 牡２黒鹿５５ 藤岡 佑介�G１レーシング 矢作 芳人 千歳 社台ファーム ４８８－ ２１：４８．３３ １．６�
７１１ タ マ ラ マ 牡２黒鹿５５ 秋山真一郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ５０４± ０ 〃 クビ １４．０�
５７ タマノフウジン 牡２黒鹿５５ 黛 弘人玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 ４５８－１０１：４８．４クビ ４２．７�
６９ アズマリュウセイ 牡２黒鹿５５ 吉田 隼人東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４７８－１６１：４８．６１� １５．４�
１１ シゲルマンゴー 牡２栗 ５５ 荻野 琢真森中 蕃氏 宮 徹 新冠 守矢牧場 ４５４＋ ８１：４８．９１� １６０．５	
５６ ダイワアズール 牡２鹿 ５５ 丸田 恭介大城 敬三氏 菊沢 隆徳 新ひだか 千代田牧場 ４８２＋２０１：４９．２２ ２７．３

８１３ ヒミノオオワシ 牡２栗 ５５ 松田 大作佐々木八郎氏 鈴木 孝志 新冠 パカパカ

ファーム ４８６－ ４１：４９．４１� １４５．０�
６８ ジョウノバッカス 牡２栗 ５５ 四位 洋文小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４９２＋１４１：４９．６１� ２９．７�
３３ グランデタンゴ 牡２黒鹿５５ 柴山 雄一 �グランデオーナーズ 勢司 和浩 浦河 グランデファーム ５１４＋ ６１：５０．３４ １９４．６
８１２ ダブルプライム 牝２栗 ５４ 上村 洋行 �社台レースホース浅見 秀一 新冠 追分ファーム ４４２－ ２１：５１．１５ ６．７�
７１０ ディアヴィラージュ 牡２鹿 ５５ 宮崎 北斗ディアレスト 新開 幸一 様似 林 時春 ４５２－ ６１：５１．３１� ５８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，４０６，０００円 複勝： ２９，０１１，０００円 枠連： ５，９９４，６００円

馬連： ２０，３３３，６００円 馬単： １８，４１５，１００円 ワイド： １１，１５５，５００円

３連複： ３０，９７７，５００円 ３連単： ５６，３３３，３００円 計： １８３，６２６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � １５０円 � ３００円 � １１０円 枠 連（２－４） ３８０円

馬 連 �� ２，８４０円 馬 単 �� ５，９８０円

ワ イ ド �� ７１０円 �� １９０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� １，４５０円 ３ 連 単 ��� １３，８５０円

票 数

単勝票数 計 １１４０６０ 的中 � １５０６５（２番人気）
複勝票数 計 ２９０１１０ 的中 � ３３９５６（２番人気）� １０９５３（６番人気）� １６８２２６（１番人気）
枠連票数 計 ５９９４６ 的中 （２－４） １１７７８（１番人気）
馬連票数 計 ２０３３３６ 的中 �� ５２８９（１１番人気）
馬単票数 計 １８４１５１ 的中 �� ２２７４（１８番人気）
ワイド票数 計 １１１５５５ 的中 �� ３２３６（９番人気）�� １９２５９（１番人気）�� ５９０２（５番人気）
３連複票数 計 ３０９７７５ 的中 ��� １５８１０（４番人気）
３連単票数 計 ５６３３３３ 的中 ��� ３００３（４１番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．４―１２．５―１３．０―１２．８―１２．５―１３．０―１３．１―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．２―３０．７―４３．７―５６．５―１：０９．０―１：２２．０―１：３５．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カアチャンコワイ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．９．３ 札幌２着

２００９．５．１生 牝２芦 母 フレンドリーマナー 母母 フレンドリービューティ ２戦１勝 賞金 ７，３００，０００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。
（非当選馬） １頭 ナムラプラトーン号

２６０７４１０月１日 小雨 稍重 （２３札幌２）第７日 第２競走 ��１，８００�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

１：４８．４
１：４６．６

良

良

４４ マイネルテュール 牡２鹿 ５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 日高 石原牧場 ４７８＋ ６１：５２．６ ５．６�

２２ ハードロッカー 牡２黒鹿５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４５４－ ２１：５２．７� １２．８�
７１０ タイキプレミアム 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 ４６８－ ２１：５２．８� ２０．４�
８１２ アドマイヤシルク 牝２鹿 ５４ 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５４－ ４１：５２．９� １．８�
５７ ジェームズバローズ 牡２鹿 ５５ 秋山真一郎猪熊 広次氏 中竹 和也 新ひだか 折手牧場 ４８０－ ２１：５３．０� ５．０�
５６ ジョウノナタリー 牝２青鹿５４ 吉田 隼人小川 義勝氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４３０＋ ４１：５３．２１� １８９．０	
８１３ マイネルツァウバー 牡２青鹿５５ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４６６＋ ４１：５３．３� ４１．２

６８ ベルウッドワンキー 牡２青鹿５５ 松田 大作鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 坂本 春信 ４７０－ ４ 〃 ハナ １４．２�
１１ メトロファルコン 牡２鹿 ５５ 藤岡 佑介太田 廣子氏 平田 修 新冠 小泉牧場 ４６８＋ ８１：５３．６１� １１．６�
３３ エンジョーイアゲン 牡２栗 ５５ 黛 弘人浅川 皓司氏 中野 栄治 新ひだか 荒谷 英俊 ４４６± ０１：５５．１９ ２４４．０
４５ ベルウッドハピネス 牡２鹿 ５５ 長谷川浩大鈴木 照雄氏 中島 敏文 新ひだか 岡田スタツド ４４４－ ４１：５５．８４ ４３７．８�
７１１ タイキパピヨン 牝２鹿 ５４ 川島 信二�大樹ファーム 梅内 忍 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４２４－１０１：５５．９� ２８１．０�
６９ ヒ ト メ ボ レ 牝２黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生岩� 正志氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７０－ ４１：５７．３９ ２０９．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，０５４，１００円 複勝： １７，０７９，０００円 枠連： ５，５３０，７００円

馬連： １８，７１９，９００円 馬単： １６，５１４，８００円 ワイド： １０，０６５，０００円

３連複： ２６，０２２，７００円 ３連単： ５０，０５６，２００円 計： １５５，０４２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １９０円 � ２９０円 � ４１０円 枠 連（２－４） ２，９３０円

馬 連 �� ２，６２０円 馬 単 �� ５，０５０円

ワ イ ド �� ８６０円 �� １，０５０円 �� １，５５０円

３ 連 複 ��� ９，４１０円 ３ 連 単 ��� ５１，７４０円

票 数

単勝票数 計 １１０５４１ 的中 � １５５５７（３番人気）
複勝票数 計 １７０７９０ 的中 � ２８４２４（２番人気）� １５１１１（５番人気）� ９６６４（７番人気）
枠連票数 計 ５５３０７ 的中 （２－４） １３９７（１０番人気）
馬連票数 計 １８７１９９ 的中 �� ５２８６（１０番人気）
馬単票数 計 １６５１４８ 的中 �� ２４１４（１８番人気）
ワイド票数 計 １００６５０ 的中 �� ２９３７（１１番人気）�� ２３８１（１４番人気）�� １５６９（１９番人気）
３連複票数 計 ２６０２２７ 的中 ��� ２０４３（３０番人気）
３連単票数 計 ５００５６２ 的中 ��� ７１４（１５６番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．１―１２．７―１３．０―１３．０―１２．２―１２．１―１２．３―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．６―３７．３―５０．３―１：０３．３―１：１５．５―１：２７．６―１：３９．９

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルテュール �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．８．２０ 札幌５着

２００９．２．１９生 牡２鹿 母 ハニーテューズデイ 母母 ゴールデンサマー ３戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヒトメボレ号は，平成２３年１１月１日まで平地競走に出走できない。

第２回　札幌競馬　第７日



２６０７５１０月１日 小雨 不良 （２３札幌２）第７日 第３競走 ��１，０００�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 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．５
５７．１

良

稍重

８１１ ナイキトリック 牝３鹿 ５５ 四位 洋文小野 誠治氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４９０＋ ２ ５９．６ ８．５�

３３ ジュピタードリーム 牝３鹿 ５５ 藤岡 佑介深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４７６＋ ４ ５９．９１� ２．３�
６７ アートオブグレース 牝３鹿 ５５ 宮崎 北斗岡田 隆寛氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４７０± ０１：００．１１� ３５．３�
５６ トウカイギアー 牡３鹿 ５７ 的場 勇人内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４８０＋ ８１：００．３１� ２０．５�
７１０ ランニングハイ 牝３鹿 ５５ 丸田 恭介 �ローレルレーシング 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４５６＋ ２１：００．４� ２４．７�
５５ セイコーフジ 牡３青 ５７ 吉田 隼人竹國 弘氏 鈴木 康弘 安平 ノーザンファーム ４９６＋１０１：００．５� ８．７�
６８ スイートレーヌ 牝３鹿 ５５ 三浦 皇成シンボリ牧場 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 ４４６＋ ６ 〃 ハナ ３．３	
７９ ブラザーダックマン 牡３鹿 ５７ 勝浦 正樹宮田 守氏 松山 将樹 浦河 栄進牧場 ５２２ ―１：００．６クビ ５４．７

２２ マスターアポイ 牡３栗 ５７ 丸山 元気�辻牧場 松田 国英 浦河 辻 牧場 ４８２＋１０１：００．９１� １５．５�
１１ メジロクロビシ 牝３青 ５５ 上村 洋行岩� 伸道氏 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４５４＋ ４１：０１．７５ １３．７
４４ プロフィール 牝３鹿 ５５

５２ ▲西村 太一�和田牧場 和田 正道 新ひだか 及川 ミツ子 ４５４－ ２１：０２．６５ １９３．１�
８１２ リバレイション 牝３黒鹿５５ 黛 弘人大原 詔宏氏 尾関 知人 浦河 有限会社

大原ファーム B４６６－１０１：０３．７７ ２５５．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，６８９，０００円 複勝： ２１，４５８，４００円 枠連： ６，４７７，８００円

馬連： ２１，９７６，０００円 馬単： １８，６２８，４００円 ワイド： １２，１１８，５００円

３連複： ３０，００１，４００円 ３連単： ５４，０００，６００円 計： １７７，３５０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８５０円 複 勝 � ２００円 � １２０円 � ５４０円 枠 連（３－８） ８２０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� ２，４３０円

ワ イ ド �� ４８０円 �� ２，９６０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ６，５４０円 ３ 連 単 ��� ３６，４７０円

票 数

単勝票数 計 １２６８９０ 的中 � １１８８６（３番人気）
複勝票数 計 ２１４５８４ 的中 � ２５０７４（３番人気）� ７９２７８（１番人気）� ６２６１（９番人気）
枠連票数 計 ６４７７８ 的中 （３－８） ５８８９（３番人気）
馬連票数 計 ２１９７６０ 的中 �� １８４８０（２番人気）
馬単票数 計 １８６２８４ 的中 �� ５６７０（８番人気）
ワイド票数 計 １２１１８５ 的中 �� ６７３３（３番人気）�� ９４３（２９番人気）�� ２９５０（１２番人気）
３連複票数 計 ３０００１４ 的中 ��� ３３８７（２３番人気）
３連単票数 計 ５４０００６ 的中 ��� １０９３（１２４番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１１．８―１２．０―１２．５

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナイキトリック �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Favorite Trick デビュー ２０１１．１．２９ 東京８着

２００８．５．５生 牝３鹿 母 ナイキフェイバー 母母 Sixy Chic ５戦１勝 賞金 ６，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リバレイション号は，平成２３年１１月１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 ヴィグラスハンター号・ソルデラ号

２６０７６１０月１日 小雨 不良 （２３札幌２）第７日 第４競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１１時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，５００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ６８０，０００円 ４５０，０００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 ファンタズミック 牡３鹿 ５７ 柴山 雄一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４９８－１０１：４６．５ １１．０�

４５ コパノカーン 牡３栗 ５７ 藤岡 佑介小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 服部 牧場 ５１２－ ２１：４６．６� ２．５�
３３ ジャガンナート 牡３鹿 ５７ 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４８２＋ ４ 〃 クビ １１．９�
８１３ オ ペ ラ 牡３鹿 ５７ 津村 明秀吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２１：４６．７クビ ２．２�
７１１ ピエナセレブ 牡３黒鹿５７ 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４４０± ０ 〃 クビ １５．８�
６９ マンテンマックス 牡３鹿 ５７ 芹沢 純一小島 將之氏 鹿戸 明 日高 山田 政宏 ４４６－ ２１：４７．７６ ５２．９�
２２ � メダグリアスズカ 牡３黒鹿５７ 吉田 隼人永井 啓弍氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm ４６６± ０１：４７．８� １１８．１�
７１０ デルサラード 牡３栗 ５７ 横山 典弘 	社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム ５０４－１２１：４８．９７ ５６．１

５６ ボ ル ト 牝３青鹿５５ 池添 謙一中村 浩章氏 友道 康夫 様似 清水スタッド ４４２＋１４１：４９．１１� ２４．０�
１１ ロジポケット 牡３黒鹿５７ 丸山 元気久米田正明氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 B５１０＋１０１：４９．３� ２０．０�
６８ スズカレディ 牝３青鹿 ５５

５２ ▲水口 優也永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 前田 宗将 ５０４－ ８１：４９．６１� １３２．８
８１２ テイエムサウスダン 牡３栗 ５７ 村田 一誠竹園 正繼氏 柴田 政人 日高 テイエム牧場日高支場 ４７６＋ ６１：５１．２１０ １１７．８�
５７ フ ウ ジ ン 牡３栗 ５７

５４ ▲西村 太一	和田牧場 和田 正道 新ひだか カタオカフアーム ４８２＋ ８１：５１．８３� １６４．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，１２０，１００円 複勝： １９，９７８，８００円 枠連： ７，４５４，２００円

馬連： ２２，３２０，９００円 馬単： １８，８２９，８００円 ワイド： １２，０４０，７００円

３連複： ３０，６４３，３００円 ３連単： ６１，６７４，８００円 計： １８６，０６２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ２４０円 � １３０円 � ２６０円 枠 連（４－４） １，２００円

馬 連 �� １，２５０円 馬 単 �� ３，１２０円

ワ イ ド �� ４３０円 �� １，３５０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，４４０円 ３ 連 単 ��� １８，７９０円

票 数

単勝票数 計 １３１２０１ 的中 � ９４４９（３番人気）
複勝票数 計 １９９７８８ 的中 � １８０４０（３番人気）� ６１１７４（１番人気）� １５７２１（４番人気）
枠連票数 計 ７４５４２ 的中 （４－４） ４６１４（４番人気）
馬連票数 計 ２２３２０９ 的中 �� １３１８３（３番人気）
馬単票数 計 １８８２９８ 的中 �� ４４６０（１０番人気）
ワイド票数 計 １２０４０７ 的中 �� ７２８６（２番人気）�� ２０１１（１５番人気）�� ７０１５（３番人気）
３連複票数 計 ３０６４３３ 的中 ��� ９３００（７番人気）
３連単票数 計 ６１６７４８ 的中 ��� ２４２３（５０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．３―３０．４―４２．９―５５．６―１：０７．９―１：２０．５―１：３３．１

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ファンタズミック �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー ２０１１．２．１９ 京都５着

２００８．４．２４生 牡３鹿 母 ティエッチグリーン 母母 Confirmed Dancer ７戦１勝 賞金 ５，６３０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムサウスダン号・フウジン号は，平成２３年１１月１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） ４頭 タタップラー号・トーセンシオン号・プリンセスヌビア号・マスターズソング号



２６０７７１０月１日 小雨 不良 （２３札幌２）第７日 第５競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時５０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 ７，０００，０００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

５７．５
５７．１

良

稍重

８１１ ヤマニンパピオネ 牝３芦 ５３ 柴山 雄一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４８８± ０ ５８．４ ２．７�

８１２ サマーコード 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人石瀬 浩三氏 嶋田 功 新冠 �渡 信義 ４３８＋１４ ５９．０３� １６．４�
６７ サクラティアモ 牝４青 ５５ 藤岡 佑介�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４４４± ０ ５９．２１� ３．１�
２２ サイズミックレディ 牝３鹿 ５３ 四位 洋文細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 ４９０± ０ ５９．４１� ７．９�
４４ プリンシプルレディ 牝４鹿 ５５

５２ ▲水口 優也�大北牧場 伊藤 圭三 浦河 大北牧場 B４４４－ ４ ５９．８２� １７１．０	
６８ ツカサリボン 牝３栗 ５３ 上野 翔中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４２６－ ２ 〃 ハナ ８１．３

３３ ミ ク ル 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成�ターフ・スポート矢野 英一 様似 小田 誠一 B４８２＋ ６ 〃 クビ ７．７�
５６ ノブヴィクトリー 牝３鹿 ５３ 的場 勇人前田 亘輝氏 平井 雄二 新ひだか 岡田スタツド ４２２＋ ２ ５９．９クビ ２５．３�
７１０� トゥインクルスノー 牝４鹿 ５５ 岩部 純二トール＆ワイド 萱野 浩二 日高 広富牧場 ４６４± ０１：００．０� ３７．９
１１ � フラッパーミク 牝４黒鹿５５ 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 北光牧場 ４８６＋１２１：００．１� １５．０�
７９ テングジョウ 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 杵臼斉藤牧場 ４８０＋２２１：００．２� ５９．８�
５５ ミ ス コ マ チ 牝３黒鹿 ５３

５０ ▲西村 太一西村 專次氏 小笠 倫弘 新冠 八木 常郎 ４４０＋ ８１：００．４１� １３．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，８３６，１００円 複勝： ２０，４０２，６００円 枠連： ８，０１６，０００円

馬連： ２５，４２３，８００円 馬単： ２０，２９６，５００円 ワイド： １３，３５３，２００円

３連複： ３６，２６８，０００円 ３連単： ６７，６２３，７００円 計： ２０６，２１９，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １５０円 � ４１０円 � １３０円 枠 連（８－８） １，８１０円

馬 連 �� ２，２７０円 馬 単 �� ３，２７０円

ワ イ ド �� ９８０円 �� ２２０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� ３，０１０円 ３ 連 単 ��� １４，１９０円

票 数

単勝票数 計 １４８３６１ 的中 � ４４８９１（１番人気）
複勝票数 計 ２０４０２６ 的中 � ３８３１３（２番人気）� ８８３０（９番人気）� ５２２９７（１番人気）
枠連票数 計 ８０１６０ 的中 （８－８） ３２７９（９番人気）
馬連票数 計 ２５４２３８ 的中 �� ８２８２（１０番人気）
馬単票数 計 ２０２９６５ 的中 �� ４５８５（１３番人気）
ワイド票数 計 １３３５３２ 的中 �� ３００７（１４番人気）�� １８４７２（１番人気）�� ２２９８（１７番人気）
３連複票数 計 ３６２６８０ 的中 ��� ８８９５（７番人気）
３連単票数 計 ６７６２３７ 的中 ��� ３５１９（３３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．８―１１．６―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．１―２２．９―３４．７―４６．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンパピオネ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２０１０．１１．１３ 福島１着

２００８．３．２４生 牝３芦 母 ヤマニンメルティ 母母 ワンオブアクライン ８戦２勝 賞金 １７，２００，０００円

２６０７８１０月１日 曇 稍重 （２３札幌２）第７日 第６競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１２時４０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 ７，０００，０００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

２：３９．１
２：３７．４

良

良

６９ ダイワリューリン 牡３黒鹿５４ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５３０＋ ２２：４４．７ １１．４�

３３ エアポートメサ 牡３栗 ５４ 川島 信二新木 鈴子氏 小原伊佐美 日高 ナカノファーム ４４２－ ２２：４４．８� １２．１�
７１２ マルカゴクウ 牡４鹿 ５７ 黛 弘人河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム B４７４＋ ２２：４５．１２ １５．８�
５７ ガ リ ア ー ノ 牡５栗 ５７ 丸田 恭介 �キャロットファーム 栗田 徹 安平 ノーザンファーム B４５２＋ ４２：４５．２クビ ４８．４�
１１ メイショウオオワシ 牡３鹿 ５４ 柴山 雄一松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 B４９０＋ ２２：４５．３� ２９．２�
２２ トミケンプライム 牡６栗 ５７ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４２０＋ ８２：４５．４クビ ６．０	
６１０ オールターゲット 牡５栗 ５７ 松田 大作 �サンデーレーシング 松元 茂樹 平取 追分ファーム ４６２－ ２２：４５．５� ６．１

４６ � ローレルクラシック 牡４栗 ５７ 上野 翔 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ４９４＋２２２：４５．６クビ ７．９�
８１３� ヒラボクエース 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋�平田牧場 加藤 敬二 浦河 鎌田 正嗣 ４７０＋ ６２：４５．７� ８３．３�
８１４ ダノンハロー 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ２２：４５．８� ２２．５
４５ メイショウフジッコ 牝３青鹿５２ 長谷川浩大松本 好雄氏 西浦 勝一 新冠 新冠橋本牧場 ４４２－ ２ 〃 ハナ ８６．７�
５８ メイショウマルクル 牡３栗 ５４ 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ４９４－ ２２：４５．９� ３９．３�
３４ ブルースビスティー 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人備前島敏子氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 ４６２± ０２：４６．４３ １１．７�
７１１ キングウェールズ 牡５鹿 ５７ 丸山 元気杉山 美惠氏 浅見 秀一 新冠 パカパカ

ファーム ４５２－１２２：４６．５� ３．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，０８６，５００円 複勝： ２０，８４２，１００円 枠連： ８，５７５，９００円

馬連： ２３，９１８，２００円 馬単： １７，０３６，４００円 ワイド： １３，５５４，８００円

３連複： ３６，７２４，４００円 ３連単： ５４，７７９，４００円 計： １８６，５１７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１４０円 複 勝 � ４７０円 � ３４０円 � ３９０円 枠 連（３－６） ９８０円

馬 連 �� ８，４２０円 馬 単 �� １４，３７０円

ワ イ ド �� ２，５９０円 �� ３，０２０円 �� １，６００円

３ 連 複 ��� ２３，９７０円 ３ 連 単 ��� １５６，７００円

票 数

単勝票数 計 １１０８６５ 的中 � ７７２４（５番人気）
複勝票数 計 ２０８４２１ 的中 � １１４３９（８番人気）� １７１３１（５番人気）� １４２５４（６番人気）
枠連票数 計 ８５７５９ 的中 （３－６） ６５０１（２番人気）
馬連票数 計 ２３９１８２ 的中 �� ２０９７（３４番人気）
馬単票数 計 １７０３６４ 的中 �� ８７５（５７番人気）
ワイド票数 計 １３５５４８ 的中 �� １２８２（３２番人気）�� １０９７（４０番人気）�� ２１１３（２１番人気）
３連複票数 計 ３６７２４４ 的中 ��� １１３１（８７番人気）
３連単票数 計 ５４７７９４ 的中 ��� ２５８（５３９番人気）

ハロンタイム １３．０―１１．９―１２．５―１３．０―１２．２―１３．２―１３．４―１２．８―１２．４―１２．２―１２．６―１２．７―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�
１３．０―２４．９―３７．４―５０．４―１：０２．６―１：１５．８―１：２９．２―１：４２．０―１：５４．４―２：０６．６―２：１９．２―２：３１．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→
→�」 上り４F５０．３―３F３８．１
１
�
１４－（１３，１０）（４，１１）８，９（６，７）（５，２）（１，３）１２・（１４，１３）１０（４，８，１１）（９，７）２（５，３，６）１２，１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダイワリューリン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２０１１．８．２１ 新潟１４着

２００８．３．９生 牡３黒鹿 母 スマイリングアワー 母母 ロツクンロールリーダー ３戦１勝 賞金 ８，８００，０００円
〔制裁〕 ダイワリューリン号の騎手的場勇人は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１１番・７番への進路影

響）
ダイワリューリン号の騎手的場勇人は，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。（３番・１２番への
進路影響）

※メイショウマルクル号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０７９１０月１日 曇 不良 （２３札幌２）第７日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０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 ７，０００，０００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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

４４ モズハリケーン 牡３栗 ５５ 吉田 隼人北側 雅司氏 南井 克巳 浦河 バンダム牧場 B４９４± ０１：４５．２ ６．７�

６９ メイショウサリマン 牡３栗 ５５ 藤岡 佑介松本 好雄氏 高橋 義忠 新ひだか 三木田 明仁 ４７８－ ４１：４５．３� ５．０�
３３ トーセンヤッテキタ 牡４栗 ５７ 丸田 恭介島川 �哉氏 菅原 泰夫 新ひだか 前田 宗将 ５２０－１０１：４５．６２ ４．６�
１１ アイアムノココロ 牝４青鹿５５ 村田 一誠堀 紘一氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ４５０＋２４１：４６．０２� ３５．４�
５６ ハタノゼフィロス 牡３栗 ５５ 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 畠山 吉宏 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４７０－ ４１：４６．３１� １４．７�
４５ アドマイヤアゲイン 牡５青鹿５７ 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４８２± ０１：４６．４クビ ３．７	
８１２ スズノオオタカ 牡３鹿 ５５ 松田 大作阿部 雅子氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 ５３０＋２４ 〃 ハナ ９．２

８１３ ホ ト ダ ー 牡９栗 ５７ 岩部 純二井上 一郎氏 大江原 哲 早来 吉田牧場 B４９０＋ ６１：４６．６１ ２１５．８�
５７ ローゼウィーク 牝４黒鹿５５ 黛 弘人大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ４７２＋ ６１：４６．７� ６９．３�
７１１ トーセンレラ 牡３青鹿 ５５

５２ ▲西村 太一島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ
スティファーム ４７４－１０１：４６．８クビ ８．３

２２ グランドジョラス 牡３青鹿５５ 勝浦 正樹楠本 勝美氏 高木 登 日高 宝寄山 敏之 ５０６＋ ６１：４７．５４ １７．２�
６８ コマンドパワー 牡３鹿 ５５ 荻野 琢真平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 サンシャイン

牧場 ４７８＋ ６１：４８．５６ ６９．６�
７１０ ダンサーラヴ 牝３鹿 ５３ 川島 信二吉田 昭一氏 阿部 新生 新冠 八木 常郎 B５０６＋ ８１：５２．８大差 ３１４．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，６６３，８００円 複勝： １７，７００，４００円 枠連： ７，３２５，４００円

馬連： ２４，２３３，３００円 馬単： １８，０９５，４００円 ワイド： １１，０３３，０００円

３連複： ３１，７３２，２００円 ３連単： ５４，６５１，７００円 計： １７６，４３５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６７０円 複 勝 � ２４０円 � １９０円 � １８０円 枠 連（４－６） ６４０円

馬 連 �� １，６３０円 馬 単 �� ３，３６０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ４２０円 �� ４４０円

３ 連 複 ��� ２，４２０円 ３ 連 単 ��� １５，０００円

票 数

単勝票数 計 １１６６３８ 的中 � １３９２４（４番人気）
複勝票数 計 １７７００４ 的中 � １７９５２（４番人気）� ２５９６１（３番人気）� ２８２１６（２番人気）
枠連票数 計 ７３２５４ 的中 （４－６） ８５７５（２番人気）
馬連票数 計 ２４２３３３ 的中 �� １０９８６（５番人気）
馬単票数 計 １８０９５４ 的中 �� ３９７９（１０番人気）
ワイド票数 計 １１０３３０ 的中 �� ４２２４（６番人気）�� ６７６８（２番人気）�� ６３７４（３番人気）
３連複票数 計 ３１７３２２ 的中 ��� ９７１５（４番人気）
３連単票数 計 ５４６５１７ 的中 ��� ２６８９（２７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―３０．４―４２．９―５５．４―１：０７．８―１：２０．３―１：３２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．８―３F３７．４
１
３

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

モズハリケーン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 リファーズウィッシュ デビュー ２０１０．１０．３１ 京都７着

２００８．４．１３生 牡３栗 母 ウイッシュバンダム 母母 ダイナスクエア １３戦２勝 賞金 １６，６５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ダンサーラヴ号は，平成２３年１１月１日まで平地競走に出走できない。
※ダンサーラヴ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２６０８０１０月１日 曇 稍重 （２３札幌２）第７日 第８競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０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 ７，０００，０００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

１：５８．６
１：５６．４

良

良

８１５ ヤマニンリップル 牝３黒鹿５３ 吉田 隼人土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４６０－ ４２：０４．９ ４．２�

７１３ マコトサンパギータ 牝３栗 ５３ 池添 謙一眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４６６＋ ８ 〃 アタマ ２．７�
３６ � カワキタライジン 牡６鹿 ５７ 柴山 雄一川島 吉男氏 成島 英春 門別 高澤 俊雄 ４６６± ０２：０５．１１� ２７．７�
４７ フローリストライフ 牝４鹿 ５５ 竹之下智昭難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４８－ ２２：０５．３１� ２４．１�
６１２ メルヴェイユドール 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３２＋ ４ 〃 ハナ ２２．９�
５９ レ ジ ア ー ネ 	３鹿 ５５ 丸山 元気広尾レース� 角居 勝彦 浦河 中島牧場 ４６２＋ ６２：０５．５１
 １０．７	
１２ アラマサコマンダー 牝３鹿 ５３ 勝浦 正樹�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４２６＋ ４２：０５．７１
 ５．７

２４ � タ ツ ク ー ル 牡６栗 ５７ 丸田 恭介鈴木 昭作氏 根本 康広 米

Sun Valley Farm
& Thumrong
Wattanapisit

４９２－ ４２：０５．９１� ４３．０�
７１４ マリアビスティー 牝３黒鹿５３ 三浦 皇成備前島敏子氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ４７８－ ２２：０６．１１
 ７．０�
１１ アイウォントユー 牡４栗 ５７ 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 新ひだか 木下牧場 ４６２－ ２２：０６．４１� ２０．６
３５ マ サ ゴ ッ ト 	３黒鹿５５ 村田 一誠丸井 正貴氏 増本 豊 新ひだか 筒井 征文 ４４４－ ２２：０６．５
 ２３０．７�
５１０ モ モ チ ャ ン 牝３青 ５３

５０ ▲横山 和生堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４６－ ２２：０６．６� １４７．７�
６１１ ダイシンワイルド 牡３鹿 ５５ 松田 大作大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 ４７４－ ６２：０７．０２
 ３４４．３�
８１６ サフランルーデンス 牝３鹿 ５３ 四位 洋文海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 ４５２－ ２ 〃 ハナ １１６．３�
２３ デルマラクシュミー 牝３青鹿 ５３

５０ ▲菅原 隆一浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 日高 ファニーヒルファーム B４４４＋ ２２：０７．６３
 ２５０．９�
４８ ムーンパイロット 牝３青 ５３ 宮崎 北斗�須野牧場 矢野 英一 新ひだか 前田 宗将 ４１６＋１０２：０８．２３
 ６４．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８９８，９００円 複勝： ２３，３３４，０００円 枠連： ９，０９６，４００円

馬連： ２７，２５８，１００円 馬単： １８，６００，３００円 ワイド： １３，９２０，０００円

３連複： ３７，７０９，１００円 ３連単： ６４，２９５，１００円 計： ２０９，１１１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４２０円 複 勝 � １４０円 � １４０円 � ３３０円 枠 連（７－８） ３７０円

馬 連 �� ７３０円 馬 単 �� １，３６０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ８００円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ２，７６０円 ３ 連 単 ��� １１，９９０円

票 数

単勝票数 計 １４８９８９ 的中 � ２８４９７（２番人気）
複勝票数 計 ２３３３４０ 的中 � ５６９１０（１番人気）� ４９０９１（２番人気）� １２５５２（６番人気）
枠連票数 計 ９０９６４ 的中 （７－８） １８３３５（１番人気）
馬連票数 計 ２７２５８１ 的中 �� ２７８９３（１番人気）
馬単票数 計 １８６００３ 的中 �� １０１５１（２番人気）
ワイド票数 計 １３９２００ 的中 �� １５５６８（１番人気）�� ３９７９（７番人気）�� ３２５７（９番人気）
３連複票数 計 ３７７０９１ 的中 ��� １０１０４（５番人気）
３連単票数 計 ６４２９５１ 的中 ��� ３９５９（１８番人気）

ハロンタイム １３．１―１１．５―１２．９―１３．２―１２．６―１２．５―１２．４―１２．６―１２．１―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．１―２４．６―３７．５―５０．７―１：０３．３―１：１５．８―１：２８．２―１：４０．８―１：５２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンリップル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２０１１．１．５ 京都１１着

２００８．３．２９生 牝３黒鹿 母 ヤマニンプラシード 母母 ヤマニンポリシー １２戦２勝 賞金 ３０，４３３，０００円
※サフランルーデンス号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２６０８１１０月１日 曇 不良 （２３札幌２）第７日 第９競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時１５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 ７，０００，０００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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

６８ アドマイヤツバサ 牡４青鹿５７ 丸山 元気近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４４８－１０１：４４．０ １．２�

６９ ビーチパーティー 牝４芦 ５５ 竹之下智昭吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４７６－ ２１：４５．１７ １５．８�
３３ ラ グ ナ ロ ク �５黒鹿５７ 古川 吉洋岡田 牧雄氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B４８６－ ２１：４５．２� ８．５�
５６ ニシノシャイナー 牡４栗 ５７ 村田 一誠西山 茂行氏 上原 博之 むかわ 西山牧場 ４７２－ ２１：４５．８３	 ４９．４�
７１０
 サザンパシフィック 牡４鹿 ５７

５４ ▲西村 太一吉田 和美氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ４８４－ ６１：４６．０１ ５７．５�
７１１ マイネマグノリア 牝３栗 ５３ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム ４８２± ０１：４６．７４ ７２．６�
８１３ タマモコメット 牝３芦 ５３ 宮崎 北斗タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４４８－ ４１：４６．８� １３２．０	
５７ ハッピーライフ 牝４栗 ５５ 的場 勇人江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 浦河 信岡牧場 ４３８－ ４１：４７．３３ １６．２

４５ � ノーザンリバイブ 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹小林 昌志氏 藤原 辰雄 愛 Masashi

Kobayashi ５００－ ２１：４７．６１� ４０．４�
４４ 
 マ イ ス タ ー 牡５栗 ５７ 上野 翔齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 辻 牧場 ５０８－ ２１：４７．８１	 ２９４．０�
２２ キララチュール 牝５青鹿５５ 長谷川浩大�昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４６－ ４１：４８．０１� １７３．４�
１１ � エ ビ デ ン ス 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介佐藤 壽男氏 宗像 義忠 米

Kidder, Robenalt,
J. K. Griggs &
Linda Griggs

５３０＋ ６１：４８．９５ １１．１�
８１２ トーセンシオン 牝３鹿 ５３

５０ ▲菅原 隆一島川 �哉氏 二本柳俊一 浦河 近藤牧場 ４５６＋ ２１：５１．８大差 ４５８．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，１５９，６００円 複勝： ４６，８７５，６００円 枠連： ９，２２８，８００円

馬連： ２８，４６４，８００円 馬単： ３０，６６８，１００円 ワイド： １４，３６１，４００円

３連複： ４０，２６４，２００円 ３連単： １０７，４１４，６００円 計： ２９４，４３７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １００円 � ２１０円 � １５０円 枠 連（６－６） ６９０円

馬 連 �� ６１０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� １８０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ９７０円 ３ 連 単 ��� ２，７５０円

票 数

単勝票数 計 １７１５９６ 的中 � １１３５１３（１番人気）
複勝票数 計 ４６８７５６ 的中 � ３４５４６３（１番人気）� １９１８８（４番人気）� ３５５５２（２番人気）
枠連票数 計 ９２２８８ 的中 （６－６） ９９２９（４番人気）
馬連票数 計 ２８４６４８ 的中 �� ３４７３３（３番人気）
馬単票数 計 ３０６６８１ 的中 �� ３３２０７（３番人気）
ワイド票数 計 １４３６１４ 的中 �� １３２０２（３番人気）�� ２４８３１（１番人気）�� ４５７１（９番人気）
３連複票数 計 ４０２６４２ 的中 ��� ３０９４２（２番人気）
３連単票数 計１０７４１４６ 的中 ��� ２８８４９（４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１２．０―１２．５―１２．３―１２．２―１２．４―１２．２―１２．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．１―４２．６―５４．９―１：０７．１―１：１９．５―１：３１．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アドマイヤツバサ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００９．１１．７ 京都４着

２００７．３．３生 牡４青鹿 母 ロ ー カ ス 母母 スターアルファ ２０戦２勝 賞金 ３５，４００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーセンシオン号は，平成２３年１１月１日まで平地競走に出走できない。
※トーセンシオン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２６０８２１０月１日 曇 稍重 （２３札幌２）第７日 第１０競走 ��
��１，５００�

て い ね や ま

手 稲 山 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４９７，０００円 １４２，０００円 ７１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２７．８
１：２７．８

良

良

５８ クィーンズバーン 牝３黒鹿５３ 藤岡 佑介林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４４８－１０１：３０．１ ２．８�

７１２ ノーブルディード 牡３黒鹿５５ 松田 大作 �サンデーレーシング 清水 出美 安平 ノーザンファーム ４７８－ ４１：３０．４１� ４７．６�
７１１ バトルシュリイマン 牡４鹿 ５７ 的場 勇人宮川 秋信氏 的場 均 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター ４５８－１０１：３０．７１� ７．９�
８１３ リルバイリル �３鹿 ５５ 柴山 雄一小林 薫氏 栗田 博憲 様似 富田 恭司 ４７６－ ６１：３１．２３ ３８．３�
４５ ピーチブローフィズ 牝４黒鹿５５ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム ４４８＋ ４ 〃 ハナ １２．４�
１１ マ シ ラ 牝４鹿 ５５ 黛 弘人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６０＋ ６ 〃 クビ ２８．５�
３３ 	 ウイニングドラゴン 牡５黒鹿５７ 宮崎 北斗奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４３４± ０１：３１．３
 ５２．９	
５７ アースツリー 牝４栗 ５５ 柴原 央明 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：３１．４
 ５０．２

２２ キタサンフクジン �３黒鹿５５ 芹沢 純一�大野商事 鹿戸 明 日高 ファーミングヤナキタ ４６６－１０ 〃 クビ ４．２�
６１０	 プリンセスミカ 牝５鹿 ５５ 長谷川浩大冨沢 敦子氏 増本 豊 新ひだか 高橋 誠次 ４６４＋ ２１：３１．５
 ５４．２�
６９ � リ ト ル ド ア �５青鹿５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 米 Quay

Bloodstock B４８４＋ ２１：３１．８１� ６．７
８１４ リネンパズル 牝４鹿 ５５ 村田 一誠戸山 光男氏 南田美知雄 日高 前川 義則 ４６４± ０１：３２．１１� ２２．８�
４６ ゴールドカルラ 牝３鹿 ５３ 横山 和生磯波 勇氏 高木 登 新冠 守矢牧場 ４９２± ０１：３２．２� ３５．７�
３４ � セイウンオウサム 牡４芦 ５７ 松岡 正海西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ５０４－ ４１：３２．４� １０．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，０５２，７００円 複勝： ２８，２８８，８００円 枠連： １１，３９３，３００円

馬連： ４６，４１５，８００円 馬単： ３１，８８９，４００円 ワイド： ２０，６９１，４００円

３連複： ６２，１３１，０００円 ３連単： １１９，５０１，４００円 計： ３３６，３６３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ８４０円 � ２５０円 枠 連（５－７） ６８０円

馬 連 �� ５，２７０円 馬 単 �� ７，５６０円

ワ イ ド �� １，６８０円 �� ４３０円 �� ３，４００円

３ 連 複 ��� １０，２６０円 ３ 連 単 ��� ６３，０００円

票 数

単勝票数 計 １６０５２７ 的中 � ４５２６４（１番人気）
複勝票数 計 ２８２８８８ 的中 � ７３３３９（１番人気）� ６２５６（１３番人気）� ２８０２７（４番人気）
枠連票数 計 １１３９３３ 的中 （５－７） １２３９０（２番人気）
馬連票数 計 ４６４１５８ 的中 �� ６５００（２０番人気）
馬単票数 計 ３１８８９４ 的中 �� ３１１４（３０番人気）
ワイド票数 計 ２０６９１４ 的中 �� ２９００（２０番人気）�� １３４３４（２番人気）�� １４０３（３９番人気）
３連複票数 計 ６２１３１０ 的中 ��� ４４７２（３０番人気）
３連単票数 計１１９５０１４ 的中 ��� １４００（１８２番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．６―１１．２―１１．９―１２．２―１２．５―１２．１―１１．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．７―１８．３―２９．５―４１．４―５３．６―１：０６．１―１：１８．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．５

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

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

勝馬の
紹 介

クィーンズバーン �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Ogygian デビュー ２０１０．１１．６ 京都１着

２００８．２．１４生 牝３黒鹿 母 シンコウエンジェル 母母 A Kiss for Luck ５戦２勝 賞金 １９，９９７，０００円



２６０８３１０月１日 曇 稍重 （２３札幌２）第７日 第１１競走
第４６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 ４６９，０００円 １３４，０００円 ６７，０００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

７１１ グランデッツァ 牡２栗 ５５ 秋山真一郎 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム ４９２± ０１：５０．８ １．６�

５６ ゴールドシップ 牡２芦 ５５ 安藤 勝己小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 ５００＋ ４１：５０．９� ４．５�
５７ マイネルロブスト 牡２黒鹿５５ 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 小泉牧場 ４８６± ０ 〃 クビ １０．９�
６８ ベストディール 牡２鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ４５８＋ ４１：５１．２２ ９．９�
４５ ヒ ー ラ 牝２鹿 ５４ 四位 洋文平井 裕氏 森 秀行 日高 白井牧場 ４２２＋１０１：５１．５２ ３６．４�
６９ ラシンティランテ 牝２栗 ５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ６１：５１．６� ８４．１	
８１２ マ カ ハ 牡２鹿 ５５ 三浦 皇成広尾レース� 小崎 憲 大樹 大樹ファーム ４５４＋ ４１：５１．７クビ １０．１

７１０ ニシノスタイル 牡２鹿 ５５ 吉田 隼人西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 ４６８－ ８１：５２．３３� ８１．６�
４４ クールスター 牡２青鹿５５ 荻野 琢真スリースターズレーシング 木村 哲也 新冠 村上牧場 ４８４＋ ４１：５２．４� １７８．５�
８１３ ニシノカチヅクシ 牡２黒鹿５５ 村田 一誠西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 ４６０＋ ２１：５２．６１� ８５．０
１１ トミケンユークアイ 牡２黒鹿５５ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 ４８０＋１２１：５３．３４ １０５．９�
３３ ロゼシャンパーニュ 牝２黒鹿５４ 池添 謙一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４１４－１２１：５３．８３ ２６．２�
２２ � ロ ゼ オ 牡２栗 ５５ 丸田 恭介栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 白井牧場 ４８０＋ ６１：５４．２２� ２８４．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ７４，０４１，９００円 複勝： １３４，３７１，０００円 枠連： ３３，５８１，３００円

馬連： ２０１，１５１，４００円 馬単： １４０，８１３，４００円 ワイド： ６９，４７４，５００円

３連複： ２４９，２６９，２００円 ３連単： ５８２，７６７，９００円 計： １，４８５，４７０，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（５－７） ２５０円

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� ５８０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ２９０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ８９０円 ３ 連 単 ��� ２，４３０円

票 数

単勝票数 計 ７４０４１９ 的中 � ３６７６９１（１番人気）
複勝票数 計１３４３７１０ 的中 � ７０６９１９（１番人気）� ２１０９５３（２番人気）� １０３４８９（３番人気）
枠連票数 計 ３３５８１３ 的中 （５－７） １０１８９２（１番人気）
馬連票数 計２０１１５１４ 的中 �� ３６５５７５（１番人気）
馬単票数 計１４０８１３４ 的中 �� １８０１５０（１番人気）
ワイド票数 計 ６９４７４５ 的中 �� １１５２６３（１番人気）�� ５７８６３（３番人気）�� ３３９５１（５番人気）
３連複票数 計２４９２６９２ 的中 ��� ２０８１３４（１番人気）
３連単票数 計５８２７６７９ 的中 ��� １７７６１９（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２４．１―３６．４―４９．０―１：０１．６―１：１４．２―１：２６．９―１：３８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グランデッツァ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Marju デビュー ２０１１．８．２１ 札幌２着

２００９．３．３生 牡２栗 母 マ ル バ イ ユ 母母 Hambye ３戦２勝 賞金 ４０，２６９，０００円
※クールスター号・ロゼオ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

２６０８４１０月１日 曇 稍重 （２３札幌２）第７日 第１２競走 ��
��１，２００�サ ロ マ 湖 特 別

発走１６時００分 （芝・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 １３，７００，０００円 ５，５００，０００円 ３，４００，０００円 ２，１００，０００円 １，３７０，０００円
付 加 賞 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

２３ � ドリームピーチ 牝４鹿 ５５ 西村 太一�大栄牧場 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ４４４＋ ８１：１０．４ ２０．５�

６１１ ル リ ニ ガ ナ 牝３鹿 ５３ 鈴来 直人�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 ４６６－ ４ 〃 クビ ７．１�
６１２ グレナディーン 牝４黒鹿５５ 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 ４６６－ ４１：１０．５クビ ２．４�
１１ ブルームーンピサ 牝４芦 ５５ 横山 典弘市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム B４８４± ０１：１０．６� １０．８�
５９ マンゴプディング 牝４黒鹿５５ 津村 明秀 �ローレルレーシング 小野 次郎 新冠 村田牧場 ４２４＋ ８１：１１．３４ ２７．６�
７１４� ジョーリゴラス 牡７栗 ５７ 松田 大作上田けい子氏 村山 明 静内 田中 裕之 ４６８＋ ４ 〃 クビ ２５．２	
５１０� シチリアーナ 牝６黒鹿５５ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６４＋ ４１：１１．４� ８０．４

３６ タイヨウパフューム 牝３鹿 ５３ 秋山真一郎小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ３８８－ ４ 〃 ハナ １７．４�
１２ インテグラルヘッド 牡４栗 ５７ 的場 勇人 �サンデーレーシング 的場 均 安平 追分ファーム ５０６＋ ２ 〃 クビ ９４．５�
８１５ ウインドジャズ 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド B４８６－ ４１：１１．５� １１．０
４７ タンジブルアセット 牡４鹿 ５７ 丸山 元気安達 允彦氏 根本 康広 新ひだか タガミファーム ４７４－ ２ 〃 クビ １３．４�
４８ ワニタレスタリ 牝５黒鹿５５ 松岡 正海加藤 信之氏 境 征勝 浦河 �原 敏明 ４６８± ０１：１１．６� ２９．７�
７１３ チェアユーアップ 牝５栗 ５５ 川島 信二岡田 将一氏 田島 俊明 静内 岡田スタツド ４３６－１８１：１１．８１	 ３２９．２�
２４ クラッカージャック 牡７鹿 ５７ 藤岡 佑介齊藤四方司氏 土田 稔 門別 下河辺牧場 B４９０± ０１：１２．２２� １１２．９�
３５ リキサンシンオー 
５栗 ５７ 柴原 央明 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４８８－ ６１：１２．３クビ ６．０�
８１６ エ ク メ ー ネ 牝３鹿 ５３ 三浦 皇成池谷 誠一氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 ４７４－ ６１：１２．７２� ５９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２５，７７４，７００円 複勝： ４０，１１０，９００円 枠連： ２１，０９７，２００円

馬連： ６６，７６７，７００円 馬単： ４１，９７０，４００円 ワイド： ２９，８９０，５００円

３連複： ９６，４７５，４００円 ３連単： １７６，８４２，５００円 計： ４９８，９２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０５０円 複 勝 � ３９０円 � ２９０円 � １３０円 枠 連（２－６） １，８００円

馬 連 �� １０，１１０円 馬 単 �� ２９，６７０円

ワ イ ド �� ３，４８０円 �� ９２０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ８，４４０円 ３ 連 単 ��� ８６，１５０円

票 数

単勝票数 計 ２５７７４７ 的中 � ９９１１（８番人気）
複勝票数 計 ４０１１０９ 的中 � ２０７５３（７番人気）� ２９８７９（５番人気）� １１６４４２（１番人気）
枠連票数 計 ２１０９７２ 的中 （２－６） ８６６９（７番人気）
馬連票数 計 ６６７６７７ 的中 �� ４８７７（３５番人気）
馬単票数 計 ４１９７０４ 的中 �� １０４４（９３番人気）
ワイド票数 計 ２９８９０５ 的中 �� １９６９（４７番人気）�� ７９２７（８番人気）�� １７１０５（２番人気）
３連複票数 計 ９６４７５４ 的中 ��� ８４４０（２８番人気）
３連単票数 計１７６８４２５ 的中 ��� １５１５（２６２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．５―１２．１―１１．８―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．４―４６．５―５８．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．５―３F３６．０
３ ・（１１，１６）（７，１２）１，１５（３，６，１０，１４）１３－９（２，８）－（４，５） ４ ・（１１，１６，１，１２）（７，３，１５）（１０，１４）（６，１３）（２，９）（８，５）４

勝馬の
紹 介

�ドリームピーチ �
�
父 タップダンスシチー �

�
母父 ブライアンズタイム

２００７．１．１６生 牝４鹿 母 ミレニアムクイーン 母母 ミヤマバイオレット １６戦３勝 賞金 ４４，８９６，０００円
地方デビュー ２００９．８．３０ 金沢

〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔その他〕 ウインドジャズ号は，４コーナーから最後の直線コースにかけて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１０頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）１０頭 ヴンダーゾンネ号・エスカーダ号・ステラーホープ号・タツサファイヤ号・ティムガッド号・ピュアマリーン号・

フラワーウィンド号・マヤノアンズ号・メタリック号・ラベンダーカラー号



（２３札幌２）第７日 １０月１日（土曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 １２回 出走頭数 １６２頭 本 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

２０８，７００，０００円
１１，７２０，０００円
１，９００，０００円
１９，４４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

４６，５４５，５００円
４，４３３，０００円
１，６０３，８００円

勝馬投票券売得金
２３３，７８３，４００円
４１９，４５２，６００円
１３３，７７１，６００円
５２６，９８３，５００円
３９１，７５８，０００円
２３１，６５８，５００円
７０８，２１８，４００円
１，４４９，９４１，２００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 ４，０９５，５６７，２００円

総入場人員 ８，５３６名 （有料入場人員 ７，４０７名）


