
２５００１ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１日 第１競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時００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

１１ ヒカルジョディー 牡２栗 ５４ 秋山真一郎�橋 京子氏 中尾 秀正 平取（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４６６－ ４１：１０．３ ８．８�

２２ メジロマリアン 牝２芦 ５４ 横山 典弘�メジロ牧場 高木 登 洞爺 メジロ牧場 ４７６＋ ４１：１０．４� １．３�
５５ コリコパット 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二吉田 照哉氏 武藤 善則 浦河 社台ファーム ４４０－ ４１：１０．９３ １７．１�
７７ フレアリングローズ 牝２鹿 ５４ 郷原 洋司山口 克己氏 本郷 一彦 平取 山口 明彦 ４６２＋ ２ 〃 クビ ２７．０�
４４ ケージーカンザクラ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠川井 五郎氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 ４３４－１２１：１１．０クビ ６．６�
６６ プ ロ ウ ス ト 牡２黒鹿 ５４

５３ ☆田中 博康伊達 敏明氏 高松 邦男 日高 サンシャイン
牧場 ４７０－１０１：１１．８５ ９３．５�

３３ マッキーアイアン 牝２黒鹿５４ 梶 晃啓薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ４３６－１０１：１２．１２ １３８．６	
８８ キタサンオリュウ 牝２黒鹿５４ 福永 祐一�大野商事 中野渡清一 静内 カタオカステーブル ４８０－ ６１：１２．５２� １５．４


（８頭）

売 得 金

単勝： １３，２５６，７００円 複勝： ４１，４１６，８００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ２９，４８０，８００円 馬単： ３４，０９７，０００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７９８，０００円

３連複： ３２，３３４，０００円 ３連単： ９２，９４９，６００円 計： ２５５，３３２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � １５０円 � １１０円 � ２４０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ６６０円 �� ２４０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 ��� ６，２９０円

票 数

単勝票数 計 １３２５６７ 的中 � １１９１７（３番人気）
複勝票数 計 ４１４１６８ 的中 � ３２５４０（３番人気）� ２９３９９１（１番人気）� １５０４８（５番人気）
普通馬連票数 計 ２９４８０８ 的中 �� ５４７３４（２番人気）
馬単票数 計 ３４０９７０ 的中 �� １８１０５（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７９８０ 的中 �� ２１１１７（２番人気）�� ３４１１（１０番人気）�� １２３４７（４番人気）
３連複票数 計 ３２３３４０ 的中 ��� ２３８６７（５番人気）
３連単票数 計 ９２９４９６ 的中 ��� １０９０８（２３番人気）

ハロンタイム １２．１―１１．０―１１．４―１１．８―１１．４―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．１―３４．５―４６．３―５７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒカルジョディー �
�
父 トワイニング �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２００８．８．３０ 札幌６着

２００６．４．２０生 牡２栗 母 プリティジョディー 母母 ジョディーディア ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円



２５００２ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１０時３０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

７１０ アメリカンヒロイン 牝３青鹿５４ 津村 明秀小野 博郷氏 石栗 龍彦 新冠 赤石 久夫 ４５８＋ ４ ５９．８ ３．３�

８１１ バードダムール 牝３青鹿５４ 鈴来 直人阿部 幸暉氏 大和田 稔 新冠 中央牧場 ４５０＋ ６ ５９．９� ３．２�
５６ グレイスシチー 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 静内 光丘牧場 ４９４－１４１：００．２２ ５．０�
１１ サウスジャック �３栗 ５６ 中舘 英二南波 壽氏 武藤 善則 門別 鹿戸 武光 B４７４＋ ４１：００．５２ ５．１�
２２ オンワードシュネル 牡３鹿 ５６ 郷原 洋司�オンワード牧場 保田 一隆 浦河 オンワード牧場 ５０４－ ４１：００．６クビ １０５．６�
３３ ペ ペ 牡３黒鹿５６ 大野 拓弥松浦 太郎氏 鈴木 勝美 浦河 斉藤 英 B４５２－１２１：００．８１� ５４．０�
５５ マンテンテイオー 牡３栗 ５６ 北村 浩平小島 將之氏 鹿戸 明 門別 山田 政宏 ４７０＋ ４ 〃 クビ ９２．８	
８１２ ウエスタンサマンサ 牝３栗 ５４ 長谷川浩大西川 賢氏 斎藤 宏 静内 北西牧場 ４６０－ ４１：００．９� ８４．９

４４ クロスピレッテ 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎佐々木 徹氏 増本 豊 新冠 シンユウフアーム B４８０＋ ８１：０１．６４ １９．７�
６７ トーセンクレスト 牝３鹿 ５４ 千田 輝彦島川 �哉氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４５０ ―１：０１．８１ １０．１
７９ チェスナットシチー 牝３栗 ５４ 和田 竜二 �友駿ホースクラブ 崎山 博樹 門別 幾千世牧場 ４５２＋１２１：０２．５４ ２４．２�
６８ ジーティーアンティ 牝３栗 ５４ 武 幸四郎�グリーンテック中村 均 門別 白井牧場 ４１４＋ ４１：０２．７１ １３２．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ９，７４７，４００円 複勝： １５，２３７，３００円 枠連： ７，８７０，４００円

普通馬連： ３０，００１，８００円 馬単： ３１，０９９，０００円 ワイド【拡大馬連】： １１，６０１，６００円

３連複： ４１，１７９，７００円 ３連単： ７３，７４２，８００円 計： ２２０，４８０，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １１０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（７－８） ３５０円

普通馬連 �� ４００円 馬 単 �� ７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ２９０円 �� ３１０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ２，９１０円

票 数

単勝票数 計 ９７４７４ 的中 � ２３４９５（２番人気）
複勝票数 計 １５２３７３ 的中 � ４３３３６（１番人気）� ４０８０２（２番人気）� １９９４６（３番人気）
枠連票数 計 ７８７０４ 的中 （７－８） １６８６６（１番人気）
普通馬連票数 計 ３０００１８ 的中 �� ５６１９８（１番人気）
馬単票数 計 ３１０９９０ 的中 �� ２９５３２（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１６０１６ 的中 �� ２１２７２（１番人気）�� ８８６０（２番人気）�� ８１７２（４番人気）
３連複票数 計 ４１１７９７ 的中 ��� ４５７９５（１番人気）
３連単票数 計 ７３７４２８ 的中 ��� １８７５３（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．８―１２．０―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２２．８―３４．６―４６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．６―３F３７．０
３ ６，１０（４，１１）７（１，９）（２，１２）５＝３－８ ４ ６（１０，１１）４（１，７）（２，９）１２－５－３＝８

勝馬の
紹 介

アメリカンヒロイン �
�
父 アメリカンボス �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００７．９．１ 札幌９着

２００５．４．２２生 牝３青鹿 母 ネロフェニーチェ 母母 メイショウトキメキ １７戦１勝 賞金 １０，９００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔発走状況〕 トーセンクレスト号は，枠入り不良。
〔その他〕 チェスナットシチー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 チェスナットシチー号は，平成２０年１０月１３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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ナリタワカバ号



２５００３ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時００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

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

８９ ローマンブリッジ 牝３鹿 ５４
５１ ▲荻野 琢真�下河辺牧場 音無 秀孝 門別 下河辺牧場 ４２０－ ８１：４７．１ ５．２�

８１０ アルカイクスマイル 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�下河辺牧場 藤原 英昭 門別 下河辺牧場 ４４６＋ ６１：４７．２� １１．１�
４４ アクトオンザターフ 牝３栗 ５４ 武 豊広田 伸七氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム ４５２＋ ４ 〃 ハナ １．４�
２２ プ ル チ ェ ラ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆北村 友一�三嶋牧場 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 ４４６＋ ２１：４７．８３� ２２．５�
７８ メジロジャスミン 牝３芦 ５４ 横山 典弘�メジロ牧場 粕谷 昌央 洞爺 メジロ牧場 ４５４－１８１：４８．２２� ２４．２�
１１ スピードローレル 牝３栗 ５４

５１ ▲丸田 恭介福島 実氏 相沢 郁 門別 坂東ファーム ４７２＋ ２ 〃 ハナ １９．５�
５５ アドマイヤジョイ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 B４６６－ ２ 〃 クビ １０．０	
６６ マイディアダーリン 牝３黒鹿５４ 河北 通 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 静内 カントリー牧場 ４８８± ０１：４９．２６ １６３．２�
７７ ブライティアラック 牝３栗 ５４ 梶 晃啓小林 昌志氏 鈴木 康弘 平取 コアレススタッド ４３６＋ ６１：５０．１５ ２７２．２�
３３ ナリタワカバ 牝３栗 ５４ 竹之下智昭
オースミ 小野 幸治 門別 白井牧場 ５２４＋１０１：５０．２� ６４．７

（１０頭）

売 得 金

単勝： １５，７５１，６００円 複勝： ３０，９７６，７００円 枠連： １０，１２１，４００円

普通馬連： ２８，９９９，３００円 馬単： ３６，０３５，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７０８，８００円

３連複： ３９，１２８，０００円 ３連単： ９３，９７６，２００円 計： ２６６，６９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５２０円 複 勝 � １２０円 � １７０円 � １１０円 枠 連（８－８） １，８５０円

普通馬連 �� ２，０６０円 馬 単 �� ３，４５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４２０円 �� １７０円 �� ２６０円

３ 連 複 ��� ６７０円 ３ 連 単 ��� ８，３２０円

票 数

単勝票数 計 １５７５１６ 的中 � ２４０２１（２番人気）
複勝票数 計 ３０９７６７ 的中 � ４２１１１（２番人気）� ２０６７９（４番人気）� １９１５４５（１番人気）
枠連票数 計 １０１２１４ 的中 （８－８） ４０５５（６番人気）
普通馬連票数 計 ２８９９９３ 的中 �� １０４３７（８番人気）
馬単票数 計 ３６０３５２ 的中 �� ７７１６（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７０８８ 的中 �� ５６２６（７番人気）�� ２２３４７（１番人気）�� １０６２９（３番人気）
３連複票数 計 ３９１２８０ 的中 ��� ４３６７９（２番人気）
３連単票数 計 ９３９７６２ 的中 ��� ８３３７（３１番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．７―１３．０―１２．９―１２．２―１２．６―１２．５―１２．３―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．５―３１．５―４４．４―５６．６―１：０９．２―１：２１．７―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローマンブリッジ �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Wild Again デビュー ２００７．１２．８ 阪神５着

２００５．３．９生 牝３鹿 母 メ イ ン リ ー 母母 Primarily ９戦１勝 賞金 １３，４００，０００円
※ナリタワカバ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２５００４ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１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

２３ ハギノハーセルフ 牝３栗 ５４ 安藤 勝己日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４７０± ０１：０９．７ １．６�

５８ アイラシンガー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠田中 昇氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 B４７４－ ６１：１０．０２ ７．６�
２２ リ オ 牝３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 川上牧場 ４７４＋ ６１：１０．２１� ９．２�
４６ インディゴライト 牝３鹿 ５４

５３ ☆三浦 皇成 �キャロットファーム 手塚 貴久 早来 ノーザンファーム ４７２－ ６ 〃 クビ ３７．７�
５９ コスモドリーミン 牝３芦 ５４ 大野 拓弥 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 浦河 日田牧場 B４０６－ ６１：１０．７３ ２７．２�
８１５ ペプチドラヴ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲丸田 恭介沼川 一彦氏 岩戸 孝樹 様似 林 時春 ４７６－ ６１：１０．８� ３８．１	
１１ スズカビーナス 牝３黒鹿５４ 宮崎 光行永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ３９８＋ ６ 〃 クビ １５１．５


（北海道）

７１３� セイウンベルテンポ 牡３鹿 ５６ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 英 Cobhall
Court Stud ５０８＋ ２１：１０．９クビ ４１．２�

４７ コスモコンテンダー 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 平井 雄二 静内 橋本牧場 ４８８＋ ２１：１１．２１	 １０．４�
７１２� トップザビール 牡３鹿 ５４ 福永 祐一横瀬 兼二氏 森 秀行 豪 Reavill Farm Thor-

oughbreds Pty Ltd ４５８－１２ 〃 クビ ７．１
３４ ホワイトカラー 牝３芦 ５４

５３ ☆田中 博康水上ふじ子氏 戸田 博文 浦河 笠松牧場 ４２６－ ６ 〃 ハナ １３６．７�
８１４ スーパーセイバー 牡３青鹿 ５６

５３ ▲荻野 琢真森本 悳男氏 矢作 芳人 浦河 ガーベラパー
クスタツド B４７６－ ２１：１１．３クビ ２９４．３�

６１１ テイクシックス 牝３鹿 ５４
５１ ▲大江原 圭小林 薫氏 天間 昭一 新冠 錦岡牧場 B４５２－ ２１：１１．７２� １５２．７�

３５ ソ ソ ノ 牝３鹿 ５４ 桑村 真明藤井 五三氏 柄崎 孝 新冠 須崎牧場 ５１０－ ２ 〃 クビ ３０３．２�
（北海道）

６１０ ファイナルヘヴン 牝３栗 ５４ 池添 謙一林 順子氏 佐山 優 新冠 協和牧場 ４３６＋４０１：１１．９１� １６０．８�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １６，５４５，０００円 複勝： ２２，２４０，０００円 枠連： １３，６５９，９００円

普通馬連： ３８，７９５，９００円 馬単： ３８，４９５，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，２１５，０００円

３連複： ５０，１３４，８００円 ３連単： ９４，３４６，１００円 計： ２８８，４３２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � １９０円 � １９０円 枠 連（２－５） ４００円

普通馬連 �� ５８０円 馬 単 �� ８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２８０円 �� ３４０円 �� ７７０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� ５，３４０円

票 数

単勝票数 計 １６５４５０ 的中 � ８３６７８（１番人気）
複勝票数 計 ２２２４００ 的中 � ９３８７５（１番人気）� ２２２６１（３番人気）� ２１３０３（４番人気）
枠連票数 計 １３６５９９ 的中 （２－５） ２５６４０（２番人気）
普通馬連票数 計 ３８７９５９ 的中 �� ５０１５９（２番人気）
馬単票数 計 ３８４９５５ 的中 �� ３３４５９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４２１５０ 的中 �� １３５７４（２番人気）�� １０８７９（３番人気）�� ４０６７（８番人気）
３連複票数 計 ５０１３４８ 的中 ��� ２５７７０（２番人気）
３連単票数 計 ９４３４６１ 的中 ��� １３０５１（４番人気）

ハロンタイム １２．０―１０．７―１１．３―１１．７―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．０―２２．７―３４．０―４５．７―５７．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハギノハーセルフ �
�
父 コロナドズクエスト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２００８．３．２３ 阪神７着

２００５．４．２６生 牝３栗 母 ハギノトニーレディ 母母 サベージレディ ５戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５００５ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１日 第５競走 ��
��１，７００�サラブレッド系２歳

発走１２時００分 （ダート・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� 基準タイム

中央レコード

１：４９．５
１：４５．９

良

重

４５ ナムラカイシュウ 牡２鹿 ５４ 武 英智奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４９８ ―１：４６．８レコード ４．６�

６８ ジョーカプチーノ 牡２芦 ５４ 武 豊上田けい子氏 中竹 和也 浦河 ハッピーネ
モファーム ５００ ―１：４７．４３� １．５�

２２ � ブ レ ン ダ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠山本 英俊氏 松田 国英 米 Hidetoshi
Yamamoto ４４８ ―１：４８．４６ １０．２�

７１０ ペプチドハリケーン 牡２青鹿５４ 藤田 伸二沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４６６ ―１：４９．８９ １３．３�
６９ ボストンレッド 牡２鹿 ５４ 津村 明秀小川 敏夫氏 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５３６ ―１：５０．１１� ４３．２�
１１ マルブツワーキング 牡２栗 ５４ 村田 一誠大澤 毅氏 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６ ―１：５０．２� ３８．０�
８１２ アットブレス 牡２芦 ５４ 松田 大作深見 富朗氏 昆 貢 平取 スガタ牧場 ４６６ ―１：５０．３� ２４．７�
３３ リニアラピート 牡２栗 ５４ 古川 吉洋佐橋五十雄氏 小桧山 悟 新ひだか 光丘牧場 ４９６ ―１：５０．４� ４８．０	
５７ ス グ リ ワ 牡２鹿 ５４ 長谷川浩大坂田 行夫氏 粕谷 昌央 新ひだか 土田農場 ４６２ ―１：５０．５� １２５．０

７１１ ジャンジャン 牡２鹿 ５４ 田面木博公�富川牧場 高松 邦男 日高 富川牧場 ４８０ ―１：５１．０３ １３１．９�
５６ ジーシーベン 牝２栗 ５４ 千田 輝彦加藤 信之氏 小西 一男 新ひだか 見上牧場 ４７６ ―１：５１．２１� １９．４
４４ テンブレイク 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介天白 泰司氏 中野 栄治 安平 吉田 浩三 ４９０ ―１：５１．３� １０５．９�
８１３ ブロスオブアボーイ 牡２鹿 ５４

５３ ☆田中 博康北所 直人氏 高木 登 静内 増本牧場 ４７０ ―１：５３．２大差 １４５．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，７３８，１００円 複勝： ２７，１１０，０００円 枠連： １２，０１７，８００円

普通馬連： ３６，４９８，０００円 馬単： ４０，６００，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２，４５５，５００円

３連複： ４２，７８４，１００円 ３連単： ９４，１５３，８００円 計： ２８２，３５８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １８０円 枠 連（４－６） ３３０円

普通馬連 �� ２９０円 馬 単 �� ９３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １７０円 �� ５１０円 �� ２７０円

３ 連 複 ��� ８８０円 ３ 連 単 ��� ４，１００円

票 数

単勝票数 計 １６７３８１ 的中 � ２８９８２（２番人気）
複勝票数 計 ２７１１００ 的中 � ３５０５０（２番人気）� １６３８４０（１番人気）� １８２１７（３番人気）
枠連票数 計 １２０１７８ 的中 （４－６） ２６９３３（１番人気）
普通馬連票数 計 ３６４９８０ 的中 �� ９３８２６（１番人気）
馬単票数 計 ４０６００９ 的中 �� ３２４９１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２４５５５ 的中 �� ２３４７０（１番人気）�� ４８０８（６番人気）�� １１１８９（２番人気）
３連複票数 計 ４２７８４１ 的中 ��� ３６２０７（１番人気）
３連単票数 計 ９４１５３８ 的中 ��� １６９５８（５番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．３―１２．１―１３．２―１２．９―１２．８―１２．５―１２．０―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―３０．２―４３．４―５６．３―１：０９．１―１：２１．６―１：３３．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３７．７
１
３

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

ナムラカイシュウ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 キンググローリアス 初出走

２００６．４．６生 牡２鹿 母 ナムラヒミコ 母母 ダイナハニー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔その他〕 ブロスオブアボーイ号は，１着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



２５００６ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１日 第６競走 ��
��２，４００�サラブレッド系３歳以上

発走１２時５０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� 基準タイム

中央レコード

２：３２．５
２：２８．６

良

不良

３３ � ラ プ レ 牡３栗 ５４
５３ ☆田中 博康伊達 泰明氏 米川 昇 門別 サンシャイン

牧場 ４７４＋ ４２：３６．２ ６８．５�
（北海道）

２２ � グレッグスリズム 牡５青鹿 ５７
５６ ☆北村 友一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム B４７０－１０２：３６．４１	 ８０．５�

６８ ウォークライ 牡５鹿 ５７ 武 幸四郎首藤 徳氏 増本 豊 新冠 北星村田牧場 ５４２＋１０ 〃 ハナ ９．５�
８１２ クリスタルバッハ 牡６鹿 ５７ 菊沢 隆徳�グランド牧場 高松 邦男 静内 グランド牧場 B４８４＋ ８ 〃 アタマ ３６．０�
７１０
 トップモンジュー 牡４鹿 ５７ 横山 典弘横瀬 兼二氏 森 秀行 新 Windsor Park

Stud Ltd ４３０± ０２：３６．７１� ７．５�
１１ 
 セイウンロデム 牡４青鹿５７ 和田 竜二西山 茂行氏 宮本 博 英 L. Dettori B４９２＋ ２ 〃 ハナ ５．２�
５５ ロングエンパイヤ 牡５鹿 ５７ 河北 通中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４７４＋ ４ 〃 ハナ １６．３	
７９ 
 ブラックマスタング 牡３黒鹿５４ 池添 謙一山本 英俊氏 角居 勝彦 米 Strategy

Bloodstock ５２４＋ ６２：３６．９１� １４．９

４４ マイネルアーバニタ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ６２：３７．２２ ２．７�
８１１ マッシヴエンペラー 牡３栗 ５４ 芹沢 純一小川 勲氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム ４７２＋ ４２：３７．７３ ４．９
５６ 
� キングガイア 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎菅原 史博氏 松永 幹夫 豪

Jungle Pocket Pty
Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

５０４－２６２：４０．１大差 ３６．５�
６７ 
 フィールドウイナー 牡４鹿 ５７

５４ ▲荻野 琢真地田 勝三氏 山内 研二 愛 Cheving-
ton Stud ５２０± ０ （競走中止） ２７．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，６８０，３００円 複勝： １８，９２０，３００円 枠連： １２，１９９，５００円

普通馬連： ３９，４０６，０００円 馬単： ３４，２２６，４００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５３０，９００円

３連複： ５１，８６８，１００円 ３連単： ９４，６１１，９００円 計： ２７７，４４３，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６，８５０円 複 勝 � １，６４０円 � ２，０７０円 � ３３０円 枠 連（２－３） ２６，９６０円

普通馬連 �� ４５，３７０円 馬 単 �� １１４，３００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １０，５８０円 �� ６，０３０円 �� ６，２６０円

３ 連 複 ��� ２４８，５７０円 ３ 連 単 ��� １，５８６，９００円

票 数

単勝票数 計 １１６８０３ 的中 � １３４４（１１番人気）
複勝票数 計 １８９２０３ 的中 � ２８３２（１１番人気）� ２２１０（１２番人気）� １７８１２（５番人気）
枠連票数 計 １２１９９５ 的中 （２－３） ３３４（３１番人気）
普通馬連票数 計 ３９４０６０ 的中 �� ６４１（５９番人気）
馬単票数 計 ３４２２６４ 的中 �� ２２１（１２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５３０９ 的中 �� ３３７（５９番人気）�� ５９４（４７番人気）�� ５７２（４９番人気）
３連複票数 計 ５１８６８１ 的中 ��� １５４（２０８番人気）
３連単票数 計 ９４６１１９ 的中 ��� ４４（１２４０番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．８―１２．８―１２．５―１３．１―１３．５―１３．８―１３．１―１２．８―１３．０―１３．２―１３．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．７―３７．５―５０．０―１：０３．１―１：１６．６―１：３０．４―１：４３．５―１：５６．３―２：０９．３―２：２２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５２．７―３F３９．９
１
�

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

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

勝馬の
紹 介

�ラ プ レ �
�
父 マーベラスサンデー �

�
母父 ジ ェ ネ ラ ス （１戦１勝 賞金 ７，４００，０００円）

２００５．２．１４生 牡３栗 母 デスティーノ 母母 サンデーベスト

〔競走中止〕 フィールドウイナー号は，２周目３コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 グレッグスリズム号の騎手北村友一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。
※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 クリノハリマオー号・コスモコマンダ号・ティリブルティート号



２５００７ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時２０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

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

６８ ギンギラギン 牡４鹿 ５７
５６ ☆北村 友一小田切有一氏 音無 秀孝 浦河 木村牧場 ４９０± ０１：４６．０ ８．７�

３３ ウォーターマーク 牡４芦 ５７ 中舘 英二岡田 牧雄氏 萩原 清 三石 木田牧場 ４６６－ ６ 〃 クビ ３．１�
４４ マーベラスアロー 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介笹原 貞生氏 岡田 稲男 新冠 川島牧場 ４８２± ０ 〃 ハナ １８．０�
７１１ インサイダー 牡５栗 ５７

５６ ☆的場 勇人堀越 毅一氏 小林 常泰 静内 飛野牧場 ５０２＋ ２１：４６．２１� １０．８�
７１０� シルクストライカー 牡４青鹿５７ 柴原 央明有限会社シルク目野 哲也 新冠 グリー牧場 B４７０＋ ４１：４６．３� １８．５�
８１２ リフレックス 牡３栗 ５４ 津村 明秀�木村牧場 鈴木 伸尋 門別 木村牧場 ４６４＋１０１：４６．５１ ２２．１�
４５ シャンパンファイト 牡３黒鹿５４ 池添 謙一青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５０２－ ４１：４７．１３� ２．７	
６９ � ラガーチトセオー 牡６鹿 ５７ 安藤 勝己奥村 啓二氏 大久保龍志 門別 有限会社

飯田牧場 ４７０＋ ４ 〃 クビ １３．０

５７ シュヴァーベン 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲丸田 恭介鈴木 照雄氏 上原 博之 浦河 津島 優治 ４８０＋ ４ 〃 アタマ ２７．５�
１１ � ロイバーエクセル 牡５黒鹿 ５７

５６ ☆田中 博康村中 徳広氏 中川 公成 三石 森 俊雄 ４５６－１０１：４７．４１� １４８．４�
２２ ファイナルジャッジ 牡３青鹿５４ 松田 大作深見 富朗氏 五十嵐忠男 鵡川 市川牧場 B４６０－ ２１：４８．１４ ２９．６
８１３ ケイアイテイオー 牡３鹿 ５４ 武 豊 �啓愛義肢材料販売所 伊藤 圭三 新冠 長浜牧場 ４８４＋ ６１：４８．２� ２１．７�
５６ ワンダータイガー 牡６黒鹿５７ 岩田 康誠山本 信行氏 阿部 新生 えりも 能登 浩 ４７６－ ６１：４９．５８ ９２．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，７３４，５００円 複勝： ２４，２９４，４００円 枠連： １５，２３４，６００円

普通馬連： ４５，２７７，４００円 馬単： ３８，９２６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １９，３３７，５００円

３連複： ５７，１１２，５００円 ３連単： １０２，２５０，２００円 計： ３１８，１６８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８７０円 複 勝 � ２１０円 � １８０円 � ５７０円 枠 連（３－６） ７７０円

普通馬連 �� １，６２０円 馬 単 �� ３，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� ２，５７０円 �� １，２６０円

３ 連 複 ��� ９，９４０円 ３ 連 単 ��� ５４，６１０円

票 数

単勝票数 計 １５７３４５ 的中 � １４３０９（３番人気）
複勝票数 計 ２４２９４４ 的中 � ３３９４２（３番人気）� ４１６７９（２番人気）� ８８１２（９番人気）
枠連票数 計 １５２３４６ 的中 （３－６） １４７８６（３番人気）
普通馬連票数 計 ４５２７７４ 的中 �� ２０７０９（５番人気）
馬単票数 計 ３８９２６９ 的中 �� ８７４０（１０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １９３３７５ 的中 �� ７２８７（５番人気）�� １７８０（２９番人気）�� ３７５６（１２番人気）
３連複票数 計 ５７１１２５ 的中 ��� ４２４３（３５番人気）
３連単票数 計１０２２５０２ 的中 ��� １３８２（１７０番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．５―１１．７―１３．０―１２．５―１２．５―１２．６―１２．６―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．３―３０．０―４３．０―５５．５―１：０８．０―１：２０．６―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．５―３F３８．０
１
３

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

勝馬の
紹 介

ギンギラギン �
�
父 バブルガムフェロー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２００７．７．７ 函館６着

２００４．３．２９生 牡４鹿 母 モットヒカリヲ 母母 メ ロ ン パ ン １２戦２勝 賞金 １８，３００，０００円
〔騎手変更〕 ワンダータイガー号の騎手荻野琢真は，第６競走での落馬による検査のため岩田康誠に変更。
※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。
（非抽選馬） ６頭 ギルティストライク号・スタールーセント号・パレスエンペラー号・ヒットトップガン号・ポートスピード号・

ワンダーリディア号



２５００８ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１日 第８競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３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 ７，４００，０００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

１：５８．６
１：５６．４

良

良

３５ タガノヴァレオ �３黒鹿５４ 秋山真一郎八木 秀之氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム ５００＋ ２２：０１．９ ４．６�

８１５ リノーンルーラー 牡３鹿 ５４ 和田 竜二村中 徳広氏 岩戸 孝樹 新冠 北星村田牧場 ４８６＋１０ 〃 クビ ２７．６�
３６ ナムラチェンジ 牡３鹿 ５４ 柴原 央明奈村 信重氏 目野 哲也 新冠 つつみ牧場 ４６４－ ８２：０２．０� １５．０�
７１３ フミノパッション 牡４青鹿５７ 長谷川浩大谷 二氏 西浦 勝一 浦河 昭和牧場 ５０４＋ ６２：０２．１クビ ３．５�
４８ ホーリーミスト 牝５黒鹿５５ 大野 拓弥 �社台レースホース後藤 由之 白老 白老ファーム ４４６± ０２：０２．３１� １１．９�
２４ マイサイドキック 牡３栗 ５４

５３ ☆北村 友一井堂 孝純氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 ５００± ０２：０２．４� １０９．２�
６１１ オ リ エ ン ス 牡３鹿 ５４

５１ ▲荻野 琢真前田 幸治氏 新川 恵 三石 下屋敷牧場 ５０６＋ ８２：０２．５� １０５．０	
４７ ミ フ ユ 牝３鹿 ５２ 宮崎 光行西村 憲人氏 目野 哲也 静内 クレイドルファーム ４９２＋ ６２：０２．６クビ ５２．４


（北海道）

５１０ サプライズユー 牝４栗 ５５
５２ ▲丸田 恭介 �社台レースホース浅野洋一郎 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３６－１０ 〃 クビ １８．２�
１２ ベ ス ト 牝３鹿 ５２ 菊沢 隆徳柏木 務氏 沢 峰次 青森 一山牧場 ４３０－ ２ 〃 ハナ ２１６．５�
８１６� ターニングスワロー 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ５１４± ０２：０２．７クビ １２．１
１１ � ヒドゥンアジェンダ 牡４鹿 ５７ 津村 明秀諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B４６６－ ６２：０３．０１� １３１．６�
２３ シシャモフレンド 牝３鹿 ５２ 小原 義之大野 満氏 小原伊佐美 門別 大沢育成牧場 ４８０－ ６２：０４．５９ １６６．８�
７１４ タガノファントム 牡４栗 ５７ 岩田 康誠八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６０－１０２：０４．７１� ３．４�
５９ ライセンシー 牡３栗 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース大久保洋吉 千歳 社台ファーム ５１６＋ ６２：０７．２大差 １８．１�
６１２ スズカコング 牡３黒鹿５４ 芹沢 純一永井 啓弍氏 橋田 満 平取 清水牧場 ４６０＋ ６ （競走中止） ５４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０２６，９００円 複勝： ２５，０７３，５００円 枠連： ２０，６１２，４００円

普通馬連： ５１，６５６，８００円 馬単： ４１，７２９，４００円 ワイド【拡大馬連】： １７，８１５，２００円

３連複： ６３，７９３，０００円 ３連単： １２０，３７９，０００円 計： ３５６，０８６，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １９０円 � ６９０円 � ３８０円 枠 連（３－８） １，０１０円

普通馬連 �� ６，５６０円 馬 単 �� ９，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，８００円 �� ７８０円 �� ４，２８０円

３ 連 複 ��� １７，６６０円 ３ 連 単 ��� １１１，１９０円

票 数

単勝票数 計 １５０２６９ 的中 � ２６１１３（３番人気）
複勝票数 計 ２５０７３５ 的中 � ４５６４２（３番人気）� ７９６３（９番人気）� １５９３１（６番人気）
枠連票数 計 ２０６１２４ 的中 （３－８） １５１７８（５番人気）
普通馬連票数 計 ５１６５６８ 的中 �� ５８１５（２４番人気）
馬単票数 計 ４１７２９４ 的中 �� ３３６８（３５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １７８１５２ 的中 �� ２４１９（２１番人気）�� ５９００（６番人気）�� ９８９（３７番人気）
３連複票数 計 ６３７９３０ 的中 ��� ２６６７（５４番人気）
３連単票数 計１２０３７９０ 的中 ��� ７９９（３１７番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１１．８―１２．４―１２．３―１２．６―１２．１―１２．０―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．１―３５．９―４８．３―１：００．６―１：１３．２―１：２５．３―１：３７．３―１：４９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

タガノヴァレオ �
�
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 ２００７．１０．２０ 東京３着

２００５．２．２２生 �３黒鹿 母 タガノラピス 母母 クルーピアレディー １０戦２勝 賞金 ２５，１０８，０００円
〔競走中止〕 スズカコング号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔その他〕 タガノファントム号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライセンシー号は，平成２０年１０月１３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 メジロミニー号・ロングプルミエール号
※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。



２５００９ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１日 第９競走 ��
��１，８００�コ ス モ ス 賞

発走１４時２５分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金８００万円毎１�増
賞 品

本 賞 １６，０００，０００円 ６，４００，０００円 ４，０００，０００円 ２，４００，０００円 １，６００，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４６．７

良

良

３３ スズカワグナー 牡２黒鹿５４ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７０－ ２１：５０．６ ２．４�

６８ � イグゼキュティヴ 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成岡田 繁幸氏 田部 和則 新ひだか 沖田 忠幸 ４８６± ０ 〃 クビ ７．３�
（北海道）

５５ マイネルエルフ 牡２鹿 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 ビッグレッドファーム ４８６－ ２１：５０．８１� ３．７�

５６ メジロチャンプ 牡２鹿 ５４ 中舘 英二メジロ商事� 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 ４９０－ ６１：５０．９クビ １１．８�
７１０� モエレピンクレディ 牝２鹿 ５４ 小嶋 久輝中村 和夫氏 堂山 芳則 新ひだか 中村 和夫 ４３０－ ６ 〃 クビ １００．９�

（北海道） （北海道）

２２ ネ コ パ ン チ 牡２黒鹿５４ 松田 大作桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 B４５４－ ２１：５１．４３ ３３．９�
４４ � ツインダイヤ 牝２栗 ５４ 桑村 真明森永 睦夫氏 佐久間雅貴 日高 ファーミングヤナキタ ４５６－ ６１：５１．５クビ ６３．５	

（北海道） （北海道）

６７ スズノハミルトン 牡２鹿 ５４ 和田 竜二阿部 雅子氏 五十嵐忠男 静内 棚川 光男 ４８８＋１４ 〃 ハナ ７．９

１１ � ア ラ ゴ ル ン 牡２栗 ５４ 岩田 康誠�IMPACT 佐久間雅貴 新冠 北星村田牧場 ４４２＋ ６１：５１．９２	 ２９．４�

（北海道）

８１２ ディアジーナ 牝２芦 ５４ 藤田 伸二ディアレスト 田村 康仁 浦河 南部 功 ４７２＋ ４１：５２．４３ ９．６�
７９ カ ー ル 牡２鹿 ５４ 古川 吉洋菅波立知子氏 斎藤 誠 新冠 松浦牧場 ４８２＋ ２１：５２．５	 ４６．２
８１１� チョットゴメンナ 牡２黒鹿５４ 宮崎 光行加藤 信之氏 堂山 芳則 日高 道見牧場 ４８６＋ ４１：５３．６７ ９１．４�

（北海道） （北海道）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２７，２１８，６００円 複勝： ３８，８４２，４００円 枠連： １７，６２６，１００円

普通馬連： ８１，８７０，５００円 馬単： ６８，９６２，２００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，５４６，０００円

３連複： ８６，５７７，０００円 ３連単： ２３１，６９０，３００円 計： ５７７，３３３，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １２０円 枠 連（３－６） ５００円

普通馬連 �� １，１８０円 馬 単 �� １，７８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ４００円 �� ２００円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ６，０６０円

票 数

単勝票数 計 ２７２１８６ 的中 � ９００６４（１番人気）
複勝票数 計 ３８８４２４ 的中 � １０７７８６（１番人気）� ４１３００（４番人気）� ９４７６０（２番人気）
枠連票数 計 １７６２６１ 的中 （３－６） ２６５３５（２番人気）
普通馬連票数 計 ８１８７０５ 的中 �� ５１２７２（５番人気）
馬単票数 計 ６８９６２２ 的中 �� ２８６３１（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４５４６０ 的中 �� １３７１３（６番人気）�� ３５９６６（１番人気）�� １５６２９（４番人気）
３連複票数 計 ８６５７７０ 的中 ��� ６５２６２（２番人気）
３連単票数 計２３１６９０３ 的中 ��� ２８２２２（１０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．８―４９．７―１：０２．４―１：１４．６―１：２６．５―１：３８．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．０
１
３
６（３，５，７）２，８，１１，１２－１０，１，９，４
６（５，７）（８，１２）（３，２）（１１，１０，９）－４，１

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

勝馬の
紹 介

スズカワグナー �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００８．９．７ 札幌１着

２００６．２．２０生 牡２黒鹿 母 ローマンスズカⅡ 母母 Rose of Suzuka ２戦２勝 賞金 ２３，２７３，０００円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２５０１０ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１日 第１０競走 ��
��２，０００�ラ イ ラ ッ ク 賞

発走１５時００分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，１９．９．８以降２０．９．７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 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００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

１：５８．６
１：５６．４

良

良

６１１ アメジストリング 牝４黒鹿５５ 武 幸四郎 �サンデーレーシング 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４７６± ０２：０２．８ ３．９�

８１５ サクセスガーウィン 牡５鹿 ５２ 大野 拓弥�嶋 哲氏 久保田貴士 浦河 笠松牧場 B４８６＋ ８ 〃 ハナ １２．９�
２４ マチカネゲンジ 牡５黒鹿５５ 横山 典弘細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム B４９６－ ４２：０２．９� ５．５�
１１ ダークフラッシュ 牡６鹿 ５４ 岩田 康誠吉澤 克己氏 伊藤 伸一 静内 グランド牧場 ４７２－ ６ 〃 クビ ３０．０�
３６ ステイトリーデイズ 牝４栗 ５２ 三浦 皇成 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム ４６０＋ ４２：０３．０クビ ８．８�
２３ エプソムアルテマ 牡７鹿 ５２ 津村 明秀 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 中野 栄治 静内 田原橋本牧場 ４９０＋１４２：０３．１� ４８．２	
１２ スズカダーク 牡５鹿 ５６ 中舘 英二永井 啓弍氏 武 宏平 門別 本間牧場 ４７４＋ ４ 〃 クビ １６．２

７１４ ダンシングボーイ 牡５鹿 ５３ 的場 勇人伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 B４７６－ ８２：０３．４１� １９．９�
３５ � セイウンビバーチェ 牡６鹿 ５５ 長谷川浩大西山 茂行氏 田所 秀孝 米 Sez Who Thor-

oughbreds ５１０＋１２２：０３．５� ４２．２�
７１３ ユ メ ロ マ ン 牡６鹿 ５４ 丸田 恭介田中 春美氏 宗像 義忠 静内 北海道静内農

業高等学校 ４７０＋１０２：０３．６クビ ３３．７
４８ アイアイスピーチ 	５黒鹿５１ 鈴来 直人齊藤 敬氏 星野 忍 門別 坂口 豊翼 ４６８＋１８２：０３．７� １３７．７�
５９ マスラタケヲ 牡７栗 ５３ 芹沢 純一井口 莞爾氏 浅野洋一郎 鵡川 上水牧場 ４６０＋ ４２：０３．８クビ １０２．３�
５１０ ディアプリンシパル 牡３青 ５２ 池添 謙一寺田千代乃氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４７０＋１２ 〃 クビ １４．６�
６１２ サダムアカイカゼ 牝５栗 ５２ 北村 友一大西 定氏 鮫島 一歩 門別 シンコーファーム ４２８－ ６２：０３．９クビ ３７．９�
４７ ビービーファルコン 	４鹿 ５６ 古川 吉洋�坂東牧場 古賀 慎明 平取 坂東牧場 ４５２＋ ６２：０４．１１� ５．３�
８１６� トップジャイアンツ 牡３鹿 ５２ 藤田 伸二横瀬 兼二氏 山内 研二 豪

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

４９２＋ ８２：０４．３１ ８．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，５８０，５００円 複勝： ３９，６３０，５００円 枠連： ２８，１２１，５００円

普通馬連： １１９，６８９，５００円 馬単： ７６，０７５，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，５４５，３００円

３連複： １３６，５１６，０００円 ３連単： ２８９，３１５，０００円 計： ７４４，４７４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １６０円 � ３１０円 � ２００円 枠 連（６－８） ９９０円

普通馬連 �� ２，９７０円 馬 単 �� ５，７５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９００円 �� ５２０円 �� １，４３０円

３ 連 複 ��� ５，６６０円 ３ 連 単 ��� ３１，０８０円

票 数

単勝票数 計 ２２５８０５ 的中 � ４５７２９（１番人気）
複勝票数 計 ３９６３０５ 的中 � ８３２９７（１番人気）� ２７３６０（５番人気）� ５１５９３（３番人気）
枠連票数 計 ２８１２１５ 的中 （６－８） ２０９７１（３番人気）
普通馬連票数 計１１９６８９５ 的中 �� ２９８１０（１２番人気）
馬単票数 計 ７６０７５９ 的中 �� ９７７９（１９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２５４５３ 的中 �� ８８６１（６番人気）�� １６５０８（２番人気）�� ５３６６（１５番人気）
３連複票数 計１３６５１６０ 的中 ��� １７８２７（１２番人気）
３連単票数 計２８９３１５０ 的中 ��� ６８７１（５４番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．６―１２．０―１２．８―１２．５―１２．６―１２．１―１２．０―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２４．３―３６．３―４９．１―１：０１．６―１：１４．２―１：２６．３―１：３８．３―１：５０．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アメジストリング �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 General Assembly デビュー ２００６．１１．２５ 京都７着

２００４．２．１生 牝４黒鹿 母 インフェイヴァー 母母 Optimistic Gal ２４戦４勝 賞金 ７２，３４７，０００円



２５０１１ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１日 第１１競走 ��
��１，７００�第１３回エルムステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時３５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，１９．９．８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，１９．９．７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・全国公営競馬馬主連合会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（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 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円
生産者賞 � コースレコード

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

７１０� フェラーリピサ 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠市川 義美氏 白井 寿昭 米 Sarum Farm ５００± ０１：４２．９ ５．０�

６７ トーセンブライト 牡７鹿 ５６ 藤岡 佑介島川 �哉氏 加藤 征弘 静内 岡田スタツド ４９０－ ３１：４３．１１� １４．１�
５５ エアアドニス 牡６黒鹿５６ 松田 大作 �ラッキーフィールド伊藤 正徳 様似 猿倉牧場 ５００＋ ８１：４３．４２ ３４．９�
１１ メイショウトウコン 牡６黒鹿５８ 藤田 伸二松本 好雄氏 安田伊佐夫 新冠 新冠橋本牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ２．７�
７９ マコトスパルビエロ 牡４芦 ５６ 安藤 勝己眞壁 明氏 鮫島 一歩 様似 出口 繁夫 ５２０± ０１：４３．７２ ９．０�
６８ ドラゴンファイヤー 牡４栗 ５７ 福永 祐一窪田 芳郎氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４７０＋ ６ 〃 ハナ ９．４	
２２ アドマイヤスバル 牡５青鹿５６ 村田 一誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５１２－ ８１：４３．８クビ ４．９

８１２ ニシノナースコール 牝６黒鹿５４ 横山 典弘西山 茂行氏 尾形 充弘 鵡川 西山牧場 ４５６＋１４１：４４．５４ ３９．２�
３３ ナナヨーヒマワリ 牡７栗 ５７ 小原 義之尾崎 和助氏 小原伊佐美 浦河 小島牧場 ５１８－ ２１：４４．７１	 ３７．２�
５６ メイショウサライ 牡７黒鹿５６ 武 豊松本 好雄氏 増本 豊 新冠 川上牧場 ４７０＋１２１：４５．０２ ３９．２
４４ � コンゴウリキシオー 牡６鹿 ５７ 和田 竜二金岡 久夫氏 山内 研二 愛

Pacello S. A. and
A. Swersky and
Associates

５１６＋１０ 〃 アタマ １３．７�
８１１ サンダルフォン 牡５鹿 ５６ 古川 吉洋 �ノースヒルズマネ

ジメント 松永 幹夫 門別 滝本 健二 ５２６－ ６１：４５．８５ ７７．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ７７，８４０，９００円 複勝： １１７，７７９，２００円 枠連： ６９，７５５，１００円

普通馬連： ３８３，２１２，０００円 馬単： ２３６，３３８，２００円 ワイド【拡大馬連】： １０２，１０２，６００円

３連複： ４２９，５９１，１００円 ３連単： １，０４３，６７２，２００円 計： ２，４６０，２９１，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５００円 複 勝 � １８０円 � ３７０円 � ６８０円 枠 連（６－７） ７４０円

普通馬連 �� ２，１７０円 馬 単 �� ３，９４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７４０円 �� １，８９０円 �� ３，７７０円

３ 連 複 ��� １７，２４０円 ３ 連 単 ��� ６７，４９０円

票 数

単勝票数 計 ７７８４０９ 的中 � １２３４３１（３番人気）
複勝票数 計１１７７７９２ 的中 � ２２７２５２（２番人気）� ７８２２５（６番人気）� ３７４１４（８番人気）
枠連票数 計 ６９７５５１ 的中 （６－７） ７０３３２（２番人気）
普通馬連票数 計３８３２１２０ 的中 �� １３０７４８（１０番人気）
馬単票数 計２３６３３８２ 的中 �� ４４３４８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０２１０２６ 的中 �� ３５７８７（８番人気）�� １３０８３（２１番人気）�� ６４３５（３９番人気）
３連複票数 計４２９５９１１ 的中 ��� １８３９１（５７番人気）
３連単票数 計１０４３６７２２ 的中 ��� １１４１３（２１０番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．３―１１．６―１２．３―１２．４―１２．０―１２．１―１２．０―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１８．０―２９．６―４１．９―５４．３―１：０６．３―１：１８．４―１：３０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．６―３F３６．６
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�フェラーリピサ �
�
父 Touch Gold �

�
母父 Capote デビュー ２００７．１．１３ 京都２着

２００４．４．２８生 牡４鹿 母 Dolly Talbo 母母 Lochlin １６戦５勝 賞金 １６５，５５２，０００円
［他本会外：２戦１勝］



２５０１２ ９月１３日 晴 良 （２０札幌２）第１日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時１０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

３６ ラヴァーズテーラー 牝３鹿 ５３
５０ ▲荻野 琢真中西 浩一氏 平田 修 静内 岡田スタツド ４４８＋ ６１：１０．０ ５．５�

４８ クレバーデューク 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４６８± ０１：１０．１� ８．３�
２４ アースコマンダー 牡４鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成松山 増男氏 野元 昭 浦河 昭和牧場 ４７０－ ４１：１０．２� ３．７�
３５ コパノシンオー 牡３鹿 ５５ 大野 拓弥小林 祥晃氏 武藤 善則 静内 谷岡牧場 ４５０＋ ６ 〃 クビ ４５．６�
８１５� イナズマレオ 牡３黒鹿 ５５

５４ ☆的場 勇人小泉 賢悟氏 �田 研二 新冠 ヒノデファーム ４７４＋ ４ 〃 ハナ ９７．７�
６１２ メジロアースラ 牝３青鹿５３ 横山 典弘	メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４７８＋ ６１：１０．３� ３．０

８１６ モンスターパーク 牡３栗 ５５ 松田 大作 	キャロットファーム 松山 康久 静内 カタオカフアーム ４６６＋ ４ 〃 クビ ８５．７�
１１ テイエムオペレッタ 牝４黒鹿 ５５

５４ ☆北村 友一竹園 正繼氏 五十嵐忠男 門別 長谷川牧場 B４８４＋ ２１：１０．４� １５．３�
４７ 	 シベリアンヒート 牡５芦 ５７ 津村 明秀藤田 在子氏 堀井 雅広 米

Gaines－Gentry Thor-
oughbreds, Scott Pierce
& Omar Trevino

５１４＋１０１：１０．５クビ １１．８
５９ � ハギノアスラン 
４鹿 ５７ 村田 一誠日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム ４６０＋２０ 〃 アタマ １３８．３�
５１０ イーサンディーバ 牝３鹿 ５３ 宮崎 光行国本 勇氏 天間 昭一 門別トヨサトアライファーム ４５６－ ４１：１０．７１� １０１．６�

（北海道）

６１１ セントラルパーク 牝４栗 ５５ 古川 吉洋山本 敏晴氏 藤原 英昭 えりも エクセルマネジメント ４５４＋ ６ 〃 クビ ４１．５�
２３ ジェヴォーナ 牝３栗 ５３

５０ ▲丸田 恭介 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 静内 武岡牧場 ４１６＋ ８１：１０．８クビ ７１．６�

１２ ピエネヴェーレ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二 �グリーンファーム 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４６６＋ ４１：１１．１１� １３．８�
７１４ ハイデフィニション 牝３鹿 ５３

５２ ☆田中 博康岡田 牧雄氏 高橋 裕 三石 川端牧場 B５０４＋ ８１：１１．５２� ４２．１�
７１３� シングアップロック 牝４栗 ５５ 和田 竜二櫻井 正氏 岩戸 孝樹 早来 ノーザンファーム B４４０＋ ２１：１２．１３� １２３．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，４２２，７００円 複勝： ４８，５７９，６００円 枠連： ３０，５９８，０００円

普通馬連： １１８，４８０，７００円 馬単： ８１，６５１，７００円 ワイド【拡大馬連】： ３５，００５，９００円

３連複： １３３，３２４，６００円 ３連単： ３２２，９６０，４００円 計： ８００，０２３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５５０円 複 勝 � １７０円 � ２００円 � １６０円 枠 連（３－４） １，０５０円

普通馬連 �� １，９００円 馬 単 �� ３，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６２０円 �� ４２０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� １３，６２０円

票 数

単勝票数 計 ２９４２２７ 的中 � ４２３０９（３番人気）
複勝票数 計 ４８５７９６ 的中 � ８１５３４（３番人気）� ５７８３２（４番人気）� ８９７９８（２番人気）
枠連票数 計 ３０５９８０ 的中 （３－４） ２１７０４（６番人気）
普通馬連票数 計１１８４８０７ 的中 �� ４６１６２（８番人気）
馬単票数 計 ８１６５１７ 的中 �� １７１５６（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３５００５９ 的中 �� １３６１６（６番人気）�� ２１４９２（３番人気）�� １７５８０（５番人気）
３連複票数 計１３３３２４６ 的中 ��� ４６０１８（４番人気）
３連単票数 計３２２９６０４ 的中 ��� １７５０１（３１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．６―１１．１―１１．６―１１．９―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．５―３３．６―４５．２―５７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラヴァーズテーラー �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００７．１１．３ 福島３着

２００５．４．１３生 牝３鹿 母 キョウエイワンダー 母母 サボンネリエ １０戦２勝 賞金 ２０，６５０，０００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。
（非抽選馬） ２頭 アトス号・カシマワールド号
※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。



（２０札幌２）第１日 ９月１３日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５５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

２４１，２４０，０００円
６，３９０，０００円
１８，９９０，０００円
１，５７０，０００円
２５，５６０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

４８，９４３，０００円
４，２３４，０００円
１，５６５，５００円

勝馬投票券売得金
２７１，５４３，２００円
４５０，１００，７００円
２３７，８１６，７００円
１，００３，３６８，７００円
７５８，２３８，３００円
３０７，６６２，３００円
１，１６４，３４２，９００円
２，６５４，０４７，５００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 ６，８４７，１２０，３００円

総入場人員 １４，６５９名 （有料入場人員 １３，４９４名）




