
１９０６１ ７月５日 晴 良 （２１札幌１）第６日 第１競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

８１３ シャルマンスタイル 牝３栗 ５４ 岩田 康誠水上ふじ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４７６－ ２１：４７．５ ８．８�

３３ ジ ュ モ ー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介吉田 和美氏 池江 泰寿 早来 ノーザンファーム ４４８＋ ２ 〃 ハナ ４．３�
５７ スナークキャロル 牝３鹿 ５４ 鷹野 宏史杉本仙次郎氏 佐藤 吉勝 新ひだか 見上牧場 ４１８＋ ２１：４７．８１� １７８．０�
７１０ レッドストリング 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４６４＋ ４１：４８．２２� １．７�
８１２ グローリアスムーン 牝３栗 ５４ 池添 謙一 �三石川上牧場 荒川 義之 三石 三石川上牧場 ４４４＋ ２１：４８．７３ ３８．３�
７１１ プライムウィッシュ 牝３青鹿５４ 三浦 皇成�日進牧場 佐々木晶三 日高 日高大洋牧場 ４７８＋１８１：４８．９１� １００．９	
４４ シーサイドカフェ 牝３青鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ ２５．１

５６ トーアミステリー 牝３鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介東亜駿馬� 武藤 善則 豊浦トーア牧場 ４２４± ０１：４９．０� ２０９．６�
６９ ス ピ ネ ッ タ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 桑田牧場 ４６６＋ ６１：４９．１� ８．４�
４５ フローラルウインド 牝３黒鹿５４ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 奥平 雅士 洞爺湖 メジロ牧場 ４３２－ ６ 〃 アタマ １０．９
１１ シルキールンバ 牝３鹿 ５４ 横山 典弘有限会社シルク大竹 正博 新冠 山岡ファーム ４１０＋ ２１：４９．３１� ５２．１�
２２ ウ キ フ ネ 牝３青鹿 ５４

５２ △荻野 琢真 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 清水 出美 浦河 昭和牧場 ４４６ ―１：５１．４大差 ３７９．７�

６８ ネ リ ネ 牝３栗 ５４ 田中 博康ディアレスト 畠山 吉宏 平取 高橋 幸男 ４３０＋ ４１：５３．２大差 １３８．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，９７３，０００円 複勝： ３０，６９２，６００円 枠連： １０，７１４，９００円

普通馬連： ３７，７７８，１００円 馬単： ３６，２７９，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，６５３，０００円

３連複： ５２，９０８，３００円 ３連単： ９３，０８２，０００円 計： ２９５，０８１，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８８０円 複 勝 � ３２０円 � １８０円 � ２，４８０円 枠 連（３－８） １，５００円

普通馬連 �� １，９６０円 馬 単 �� ４，１５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６７０円 �� １１，６１０円 �� ４，１８０円

３ 連 複 ��� ４３，４４０円 ３ 連 単 ��� ２３６，０７０円

票 数

単勝票数 計 １７９７３０ 的中 � １６２３８（４番人気）
複勝票数 計 ３０６９２６ 的中 � ２４７００（３番人気）� ５８３０４（２番人気）� ２４７９（１０番人気）
枠連票数 計 １０７１４９ 的中 （３－８） ５２７６（５番人気）
普通馬連票数 計 ３７７７８１ 的中 �� １４２３５（７番人気）
馬単票数 計 ３６２７９８ 的中 �� ６４６６（１６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５６５３０ 的中 �� ６２５１（６番人気）�� ３１８（５０番人気）�� ８９４（２９番人気）
３連複票数 計 ５２９０８３ 的中 ��� ８９９（７４番人気）
３連単票数 計 ９３０８２０ 的中 ��� ２９１（３８７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．１―３０．５―４３．８―５７．０―１：０９．８―１：２２．０―１：３４．３

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

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

勝馬の
紹 介

シャルマンスタイル �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Chief’s Crown デビュー ２００８．１２．６ 阪神１１着

２００６．４．２９生 牝３栗 母 ア ビ 母母 Carmelized ８戦１勝 賞金 ７，７５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネリネ号は，平成２１年８月５日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ケンタッキーブルー号



１９０６２ ７月５日 晴 良 （２１札幌１）第６日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

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

中央レコード

５７．５
５７．１

良

稍重

６７ ナ イ ア ー ド 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４８４－１２１：００．０ ４．６�

７１０ アフィリエイト 牡３栗 ５６ 藤田 伸二青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム ５２８＋ ６１：００．６３� ２．８�
８１２ ビ ー ク ー ル 牡３栗 ５６

５４ △宮崎 北斗新木 鈴子氏 野中 賢二 浦河 ヒダカフアーム ４６０± ０１：０１．０２� ３．８�
２２ クールザヒート 牡３黒鹿 ５６

５５ ☆丸田 恭介大河内一権氏 松山 将樹 浦河 笹地牧場 ４２４－ ４１：０１．１� １９．０�
６８ ウザンハヤブサオー 牡３鹿 ５６

５３ ▲国分 優作棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B４２０＋ ２ 〃 アタマ １８．３�
３３ ファストストリーム 牝３栗 ５４ 柴原 央明加藤 信之氏 昆 貢 青森 マルシチ牧場 ４４６＋ ２１：０１．３１� ６．９�
８１１ キーププロミス 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太�グランド牧場 高松 邦男 新ひだか グランド牧場 ４５０＋１２ 〃 クビ １５２．０	
５６ マンシュウクロフネ 牡３芦 ５６ 小林 徹弥平賀 修二氏 山内 研二 静内 神垣 道弘 ４８６＋ ６１：０１．７２� １９．１

７９ フィールドダンス 牡３栗 ５６ 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 静内 グランド牧場 ４６８－ ８ 〃 アタマ ７１．０�
１１ トウケイシャイン 牝３栗 ５４ 中舘 英二木村 信彦氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４４８± ０１：０２．１２� １５．９�
５５ スーパーラン 牡３黒鹿５６ 梶 晃啓 �高木競走馬育成牧場 田村 康仁 浦河 近藤牧場 ４１２－ ６１：０２．３１� ３６７．２
４４ キクノアッシャ 牡３鹿 ５６ 松田 大作菊池 五郎氏 北出 成人 新冠 松浦牧場 ４６４± ０１：０３．８９ ４９．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １２，６７２，９００円 複勝： １６，５１７，９００円 枠連： ８，７４４，７００円

普通馬連： ３０，１６２，５００円 馬単： ２５，７４９，６００円 ワイド【拡大馬連】： １１，８３４，３００円

３連複： ３８，５５８，６００円 ３連単： ６４，４５１，８００円 計： ２０８，６９２，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � １５０円 枠 連（６－７） ５１０円

普通馬連 �� ８９０円 馬 単 �� １，８３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３５０円 �� ４８０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，２９０円 ３ 連 単 ��� ６，７００円

票 数

単勝票数 計 １２６７２９ 的中 � ２２０３７（３番人気）
複勝票数 計 １６５１７９ 的中 � ２１０１２（４番人気）� ３８５７８（１番人気）� ２９１３０（２番人気）
枠連票数 計 ８７４４７ 的中 （６－７） １２８２９（１番人気）
普通馬連票数 計 ３０１６２５ 的中 �� ２５０３４（３番人気）
馬単票数 計 ２５７４９６ 的中 �� １０４３３（６番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１８３４３ 的中 �� ８５９３（３番人気）�� ５７３８（４番人気）�� ９４０３（２番人気）
３連複票数 計 ３８５５８６ 的中 ��� ２２０８５（１番人気）
３連単票数 計 ６４４５１８ 的中 ��� ７１０５（７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１２．０―１３．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．４―３４．９―４６．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナ イ ア ー ド �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル デビュー ２００９．５．３０ 中京１０着

２００６．２．１８生 牝３黒鹿 母 シャドウスプリング 母母 アピーリングラス ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
※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） ５頭 オンザスローン号・ケージーフジ号・コメットシャワー号・スズカスウィープ号・デルマアヌビス号
（非抽選馬） １頭 セレストラメール号



１９０６３ ７月５日 晴 良 （２１札幌１）第６日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時４０分 （ダート・右）

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

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

７１１ トーホウアレス 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム ４５８－ ２１：４７．０ １．９�

１１ エーシンサニーデイ 牡３芦 ５６ 藤岡 佑介平井 宏承氏 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４５２＋１０１：４８．０６ １１．９�
７１０ マルサンエロイカ 牡３鹿 ５６ 安藤 勝己松井三千年氏 目野 哲也 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ５００＋ ４１：４８．２１� ２．７�
６９ シルクナイスガイ 牡３青鹿 ５６

５３ ▲小野寺祐太有限会社シルク作田 誠二 三石 タツヤファーム ４４２＋ ４ 〃 アタマ ２５．３�
４５ ア ル マ ダ 牡３鹿 ５６ 中舘 英二小野 博郷氏 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 ４２２＋ ４１：４８．５２ ２０．１�
５７ スーパーコータロー 牡３鹿 ５６

５４ △宮崎 北斗村山 輝雄氏 矢野 照正 三石 前川 清彦 ４７２＋ ２１：４８．７１� １０５．７�
４４ ヒシフロンティア 牡３黒鹿５６ 菊沢 隆徳阿部雅一郎氏 手塚 貴久 浦河 杵臼牧場 ４８２＋ ６ 〃 アタマ ２１１．９	
２２ ゲンパチデピュティ 牡３鹿 ５６ 田中 博康平野 武志氏 中川 公成 浦河 村中 一英 ５１４－ ２１：４８．９１� １１．２

６８ オースミホーネット 牡３栗 ５６ 古川 吉洋�オースミ 武田 博 浦河 太陽牧場 ４８０± ０１：４９．２１� ２５．２�
８１３ フジヤマナイル 牡３青鹿５６ 船曳 文士藤本美也子氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４３８ ―１：４９．３� ８６．７�
３３ クリアーアイズ 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気大原 詔宏氏 嶋田 潤 新冠 柏木 一則 B４４０－ ８１：５０．０４ ２８０．８
８１２ ケ フ ェ ウ ス 牡３栗 ５６

５５ ☆丸田 恭介岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 北星村田牧場 ４８０－１４１：５０．４２� １３９．１�
５６ クレバーダライール 牝３鹿 ５４ 北村 友一田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４８－ ４１：５１．２５ １３８．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，０６７，９００円 複勝： ２６，７８７，８００円 枠連： １４，３００，２００円

普通馬連： ３５，４０３，６００円 馬単： ３２，９０９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １４，５０２，１００円

３連複： ４８，７４８，３００円 ３連単： ９２，２２２，２００円 計： ２８１，９４１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（１－７） ６００円

普通馬連 �� １，０６０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� １３０円 �� ３７０円

３ 連 複 ��� ６２０円 ３ 連 単 ��� ３，８９０円

票 数

単勝票数 計 １７０６７９ 的中 � ７２４４８（１番人気）
複勝票数 計 ２６７８７８ 的中 � １２４１９０（１番人気）� ２２６９５（４番人気）� ５１９１５（２番人気）
枠連票数 計 １４３００２ 的中 （１－７） １７５９１（２番人気）
普通馬連票数 計 ３５４０３６ 的中 �� ２４６８６（３番人気）
馬単票数 計 ３２９０９５ 的中 �� １７０８５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４５０２１ 的中 �� １１１４４（２番人気）�� ３８８６７（１番人気）�� ７４００（４番人気）
３連複票数 計 ４８７４８３ 的中 ��� ５８８６６（１番人気）
３連単票数 計 ９２２２２２ 的中 ��� １７５１４（９番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―３０．１―４３．２―５６．４―１：０９．４―１：２２．０―１：３４．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーホウアレス �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 チーフベアハート デビュー ２００９．２．８ 京都９着

２００６．３．１０生 牡３黒鹿 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ ４戦１勝 賞金 ７，０５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 サンレイファイン号・パチャールマニス号
（非抽選馬） ３頭 スーパータイトル号・デンコウゼファー号・ニシノアッシュ号



１９０６４ ７月５日 曇 良 （２１札幌１）第６日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０７．８

良

良

８１４ キョウエイアシュラ 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４５０ ―１：１０．５ ２３．３�

３４ ス ワ ッ ト 牡２栗 ５４ 横山 典弘首藤 徳氏 武市 康男 日高 浜本 幸雄 ４４４ ― 〃 クビ ４．２�
６１０ トップオブザヘヴン 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４４０ ―１：１０．７１ ３２．６�
８１３ サダムシンプウ 牡２栗 ５４ 岩田 康誠大西 定氏 中村 均 新冠 斉藤 安行 ４４４ ― 〃 ハナ ３．０�
４６ リワードインティマ 牡２鹿 ５４ 四位 洋文宮崎忠比古氏 後藤 由之 浦河 有限会社

リワード ４４４ ― 〃 ハナ １０．１�
３３ シルクファルシオン 牡２栗 ５４ 津村 明秀有限会社シルク尾形 充弘 安平 ノーザンファーム ４９２ ―１：１０．８� ４．６�
２２ ビービースカット 牡２青鹿５４ 安藤 勝己�坂東牧場 領家 政蔵 日高 森本牧場 ４９４ ―１：１０．９� ８．８	
５７ セ イ リ オ ス 牡２鹿 ５４ 柴田 善臣 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４６８ ―１：１１．１１� ２６．６

４５ ニシノスローン 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介西山 茂行氏 宮本 博 むかわ 西山牧場 ４８４ ―１：１１．３１� ６１．０�
７１２ ホッコーブリット 牡２栗 ５４ 池添 謙一矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４６８ ―１：１１．８３ ６８．４�
１１ デイズオブメモリー 牡２芦 ５４ 武 幸四郎 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム ４２０ ―１：１２．３３ １４．３
７１１ スズカジェネラル 牡２栗 ５４

５２ △宮崎 北斗永井 啓弍氏 武 宏平 むかわ 新井牧場 ４６４ ― 〃 ハナ ５４．６�
６９ マイネルネオハート 牡２黒鹿５４ 中舘 英二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 中田 英樹 ４４０ ― 〃 クビ ５０．６�
５８ ディーエスブリスク 牡２鹿 ５４ 田中 博康秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 富菜牧場 ４６８ ―１：１２．４� １５４．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １８，７２０，２００円 複勝： ２１，７６８，６００円 枠連： １４，３７２，６００円

普通馬連： ３８，１８９，２００円 馬単： ３０，１７３，８００円 ワイド【拡大馬連】： １３，３３２，２００円

３連複： ４６，４０４，７００円 ３連単： ７４，０４１，２００円 計： ２５７，００２，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，３３０円 複 勝 � ６００円 � １９０円 � ７１０円 枠 連（３－８） ３４０円

普通馬連 �� ３，７１０円 馬 単 �� ８，５４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３４０円 �� ４，９８０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� １９，５２０円 ３ 連 単 ��� １２２，２５０円

票 数

単勝票数 計 １８７２０２ 的中 � ６３３３（７番人気）
複勝票数 計 ２１７６８６ 的中 � ８３７０（７番人気）� ４０７１３（２番人気）� ６９００（９番人気）
枠連票数 計 １４３７２６ 的中 （３－８） ３１６７７（１番人気）
普通馬連票数 計 ３８１８９２ 的中 �� ７５９８（１４番人気）
馬単票数 計 ３０１７３８ 的中 �� ２６０９（３１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３３３２２ 的中 �� ２４８２（１６番人気）�� ６４０（４６番人気）�� ２６７９（１３番人気）
３連複票数 計 ４６４０４７ 的中 ��� １７５５（５９番人気）
３連単票数 計 ７４０４１２ 的中 ��� ４４７（３６０番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．７―１１．８―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３５．０―４６．８―５８．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キョウエイアシュラ �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 アンバーシヤダイ 初出走

２００７．１．２４生 牡２鹿 母 サンシャワーキッス 母母 ミルレーサー １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 マイネルネオハート号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



１９０６５ ７月５日 曇 良 （２１札幌１）第６日 第５競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３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

１：５８．６
１：５６．４

良

良

２３ ト パ ン ガ 牡３青鹿５６ 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９４＋２０２：０２．７ ３．５�

１２ スズカマグナム 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ５１０＋ ４２：０２．８� ３．２�
７１４ サクラレーヌ 牝３黒鹿５４ 北村 友一�さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 谷岡牧場 ４８６＋１０２：０２．９クビ ５．６�
４７ ブローヒッター 牡３栗 ５６ 藤田 伸二深見 富朗氏 五十嵐忠男 静内 西村 和夫 ４５８± ０２：０３．０� ４．４�
５１０ キャッツテイル 牝３鹿 ５４

５１ ▲国分 優作�橋 信博氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 ４１０＋１４２：０３．２１� １０２．３�
３５ スマートカンパニー �３鹿 ５６ 菊沢 隆徳大川 徹氏 国枝 栄 新ひだか ダイイチ牧場 ４６２＋ ８２：０３．５１� ２６．５�
５９ マリーンルージュ 牝３鹿 ５４ 柴田 善臣 	ユートピア牧場 清水 英克 登別 ユートピア牧場 ４２４－ ４ 〃 ハナ ５５．９

４８ ラインクラッシャー 牡３青鹿５６ 松田 大作大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか パラダイス・ファーム B４５２＋ ６２：０３．６� ２４．２�
６１１ サ イ タ 牝３鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗	ヒダカファーム小原伊佐美 浦河 ヒダカフアーム ４８４＋１２２：０３．７� １３４．１�
８１５ ダイワハンター 牡３鹿 ５６

５５ ☆丸田 恭介大城 敬三氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム ５３０－ ２２：０３．８クビ ７０．５
２４ キ リ エ 牝３黒鹿５４ 田中 博康 	サンデーレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ３８４－１４ 〃 クビ ４４．１�
１１ パ ヴ ァ ー ヌ 牝３栗 ５４ 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５８＋ ８２：０４．０１	 ２９８．８�
７１３ ナ ガ タ ヒ メ 牝３栗 ５４

５１ ▲小野寺祐太紙透 一雄氏 高橋 義博 新冠 森 牧場 ４１８＋ ８ 〃 クビ ３９３．９�
６１２ ス ズ ノ ネ オ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀小紫 芳夫氏 鈴木 伸尋 三石 小河 豊水 ４３８＋ ６２：０４．３１� ３２．９�
３６ ブルーベリル 牡３鹿 ５６ 熊沢 重文岡田 牧雄氏 平井 雄二 静内 岡田スタツド B４５４＋１６２：０４．５１	 １７０．４�
８１６ ブラストルピナス 牝３青 ５４ 中舘 英二村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 ４５６－ ４２：０５．０３ １８．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，４４４，６００円 複勝： １９，１８９，８００円 枠連： １０，８４６，５００円

普通馬連： ３５，１３４，１００円 馬単： ２５，４８０，７００円 ワイド【拡大馬連】： １３，５０２，４００円

３連複： ４４，０３８，８００円 ３連単： ７５，５１０，８００円 計： ２３８，１４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １５０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（１－２） ５６０円

普通馬連 �� ４７０円 馬 単 �� １，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３１０円 �� ５９０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，５７０円 ３ 連 単 ��� ６，８５０円

票 数

単勝票数 計 １４４４４６ 的中 � ３３１０８（２番人気）
複勝票数 計 １９１８９８ 的中 � ３５３７５（３番人気）� ４０７３７（１番人気）� ２４１２２（４番人気）
枠連票数 計 １０８４６５ 的中 （１－２） １４３３３（２番人気）
普通馬連票数 計 ３５１３４１ 的中 �� ５５３３３（１番人気）
馬単票数 計 ２５４８０７ 的中 �� １４８５９（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３５０２４ 的中 �� １２０３８（２番人気）�� ５４１３（６番人気）�� ６００１（５番人気）
３連複票数 計 ４４０３８８ 的中 ��� ２０７８５（３番人気）
３連単票数 計 ７５５１０８ 的中 ��� ８１３９（９番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．８―１２．９―１３．０―１２．８―１２．３―１２．２―１２．０―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．５―３５．３―４８．２―１：０１．２―１：１４．０―１：２６．３―１：３８．５―１：５０．５

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ト パ ン ガ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rainbow Corner デビュー ２００９．３．１ 阪神４着

２００６．１．２８生 牡３青鹿 母 リアルナンバー 母母 Numeraria 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 キリシマノホシ号



１９０６６ ７月５日 曇 良 （２１札幌１）第６日 第６競走 ��２，４００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５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

１１ ブルーベドウィン 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二 �ブルーマネジメント森 秀行 新冠 有限会社
ケンブリッジ ４７６＋ ４２：３７．０ ３．２�

６６ リネンホーク �４栗 ５７
５６ ☆丸田 恭介戸山 光男氏 南田美知雄 三石 嶋田牧場 ４７８＋ ６２：３７．２１� １０．５�

７７ � ラ プ レ 牡４栗 ５７ 三浦 皇成伊達 敏明氏 伊藤 圭三 門別 サンシャイン
牧場 ４８０－ ４ 〃 ハナ ６．３�

８８ アドマイヤテキサス 牡４黒鹿５７ 北村 友一近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４７２－ ６２：３７．３� ４．１�
５５ イコールパートナー 牝４栗 ５５ 川島 信二古谷 道昌氏 松元 茂樹 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６８－ ２２：３７．５１ ２１．６�
４４ ロングエンパイヤ 牡６鹿 ５７ 熊沢 重文中井 敏雄氏 小野 幸治 門別 沖田牧場 ４７４－ ４２：３８．５６ ２６．４�
２２ シャンパンファイト 牡４黒鹿５７ 岩田 康誠青山 洋一氏 角居 勝彦 追分 追分ファーム ５１４－ ８２：４１．２大差 ２．８	
３３ ディアドミニオン 牡３青鹿５４ 梶 晃啓ディアレスト 田村 康仁 日高 寺島 義典 ４６６－ ４２：４３．２大差 １２７．７


（８頭）

売 得 金

単勝： １３，８８４，５００円 複勝： １５，５５１，８００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ３２，２３１，７００円 馬単： ２９，２１３，２００円 ワイド【拡大馬連】： １０，４４６，２００円

３連複： ３５，０８４，４００円 ３連単： ９４，７０８，０００円 計： ２３１，１１９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � ２２０円 � １９０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� １，８９０円 馬 単 �� ２，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５７０円 �� ４４０円 �� ７９０円

３ 連 複 ��� ３，４４０円 ３ 連 単 ��� １６，５９０円

票 数

単勝票数 計 １３８８４５ 的中 � ３４４８８（２番人気）
複勝票数 計 １５５５１８ 的中 � ３１３５２（３番人気）� １６７２３（５番人気）� ２１１０７（４番人気）
普通馬連票数 計 ３２２３１７ 的中 �� １２６３２（９番人気）
馬単票数 計 ２９２１３２ 的中 �� ７２１８（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０４４６２ 的中 �� ４４９８（９番人気）�� ６１５４（７番人気）�� ３１２６（１１番人気）
３連複票数 計 ３５０８４４ 的中 ��� ７５４２（１２番人気）
３連単票数 計 ９４７０８０ 的中 ��� ４２１５（６２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１３．２―２６．２―４０．０―５１．９―１：０５．０―１：１８．９―１：３２．７―１：４６．２―１：５９．３―２：１２．２―２：２４．５

コーナー
通過順位

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

２
�
２，１（８，５）６，７，３，４
１，５（８，７，４）（２，６）＝３

勝馬の
紹 介

ブルーベドウィン �
�
父 デザートキング �

�
母父 ポリッシュネイビー デビュー ２００８．３．２ 中山４着

２００５．４．１４生 牡４鹿 母 ケンジュリアン 母母 ア グ サ ン ９戦１勝 賞金 １１，５００，０００円
［他本会外：２戦２勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアドミニオン号は，平成２１年８月５日まで平地競走に出走できない。



１９０６７ ７月５日 曇 良 （２１札幌１）第６日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１０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

５７．５
５７．１

良

稍重

３３ ストレートイン 牡３鹿 ５４ 中舘 英二島田 久氏 柴崎 勇 三石 前川牧場 ５０２－ ４ ５９．３ ３．８�

５６ モアザンスマート 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか 元茂 義一 ４６８－ ４ 〃 クビ ９．３�
６７ ナムラエクシード 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８８＋ ８ ５９．４� ２２．３�
８１１ ギ ン ゲ イ 牡４芦 ５７ 北村 友一加藤 信之氏 岩戸 孝樹 新冠 長浜 忠 ４８０± ０ ５９．５クビ ６．９�
７９ � モエレジンダイコ 牡４栗 ５７ 横山 典弘坂本 肇氏 大江原 哲 三石 中村 和夫 B４７０＋ ２ ５９．７１� １１．２�
６８ ル ナ ロ ッ ソ 牝３栗 ５２

４９ ▲小野寺祐太木浪 巖氏 杉浦 宏昭 静内 西川富岡牧場 ４９６± ０１：００．０２ １３０．８�
８１２ キングスウィープ 牡３青鹿５４ 藤田 伸二増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 ４４２± ０１：００．１� ５．６	
７１０ メジロライダー 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠�メジロ牧場 田島 良保 洞爺 メジロ牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ４．９

４４ ニ ュ ー ト ン 牡３栗 ５４ 田中 博康重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ４７６＋ ２ 〃 アタマ ５．７�
１１ レディオーロラ 牝４鹿 ５５ 田面木博公�富川牧場 高松 邦男 門別 富川牧場 B４４６± ０１：００．４２ ５１．５�
２２ ルルドウォーター 牡６鹿 ５７

５６ ☆丸田 恭介岡田 牧雄氏 平井 雄二 門別 信育成牧場 ４６０－１６１：００．６� ９５．３
５５ キングオブザベスト 牡４鹿 ５７

５５ △宮崎 北斗田中 準市氏 矢野 照正 新冠 上井農場 ４８０＋ ４１：０１．９８ ９７．８�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １８，３５３，５００円 複勝： ２５，８９７，４００円 枠連： １３，８６４，６００円

普通馬連： ４６，３２１，０００円 馬単： ３４，１５８，７００円 ワイド【拡大馬連】： １６，１８４，２００円

３連複： ５２，６４１，２００円 ３連単： ９９，３１９，２００円 計： ３０６，７３９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � ２００円 � ３７０円 � ５５０円 枠 連（３－５） ２，４７０円

普通馬連 �� ２，４５０円 馬 単 �� ４，１６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８５０円 �� １，４９０円 �� １，８５０円

３ 連 複 ��� １１，９７０円 ３ 連 単 ��� ５６，９６０円

票 数

単勝票数 計 １８３５３５ 的中 � ３８７３８（１番人気）
複勝票数 計 ２５８９７４ 的中 � ４１０４０（３番人気）� １７５５５（７番人気）� １０８３９（８番人気）
枠連票数 計 １３８６４６ 的中 （３－５） ４１４６（１１番人気）
普通馬連票数 計 ４６３２１０ 的中 �� １３９６２（１３番人気）
馬単票数 計 ３４１５８７ 的中 �� ６０６０（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １６１８４２ 的中 �� ４８２８（１２番人気）�� ２６５５（２５番人気）�� ２１１６（２９番人気）
３連複票数 計 ５２６４１２ 的中 ��� ３２４７（５１番人気）
３連単票数 計 ９９３１９２ 的中 ��� １２８７（２５７番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．９―１１．８―１１．６―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．２―３５．０―４６．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３６．１
３ ３（５，６）（７，１２）１（２，８）（９，１０）－（１１，４） ４ ３，６（５，１２）７，１（９，１０）２，１１（８，４）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ストレートイン �
�
父 ボストンハーバー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２００８．１０．１８ 東京５着

２００６．３．７生 牡３鹿 母 レザーバンダム 母母 Fair Advantage ７戦２勝 賞金 １７，９００，０００円



１９０６８ ７月５日 曇 良 （２１札幌１）第６日 第８競走 ��
��１，７００�

ほ く と

北 斗 賞
発走１４時４５分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ２８７，０００円 ８２，０００円 ４１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

４５ メイショウタメトモ 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋松本 好雄氏 武田 博 浦河 斉藤 英 ４２６－ ４１：４５．７ ４．７�

１１ � プラチナメーン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二広尾レース� 森 秀行 米 Dede McGehee &
Delia McGehee ４８４－ ２ 〃 クビ ２．５�

８１２ トーセンゴライアス 牡５芦 ５７ 横山 典弘島川 �哉氏 萱野 浩二 千歳 社台ファーム B５６２＋ ２１：４６．０１� ３．１�
３３ グレースエポナ 牝５黒鹿５５ 宮崎 北斗吉田 照哉氏 菊川 正達 千歳 社台ファーム ５３０＋１２１：４６．２１	 ６６．５�
８１３ チャリティショウ 牡５栗 ５７ 藤岡 佑介加藤 徹氏 柴田 政人 門別 本田 武雄 ４９４－ ２１：４６．５１� ３３．３�
４４ メイショウエグル 牡５鹿 ５７ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 静内 フジワラフアーム ５６２＋１２１：４６．６	 ２７．４	
５６ フィールドジュエル 牡７鹿 ５７ 柴田 善臣地田 勝三氏 西園 正都 早来 ノーザンファーム B４９６＋１４ 〃 クビ ２６．７

５７ 
 リキアイコンドル 牝６鹿 ５５ 秋山真一郎高山 幸雄氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４９２－ ４１：４６．８１	 ３６．７�
６９ マルサライガー �５黒鹿５７ 松田 大作鈴木キヌ子氏 本間 忍 門別 本間牧場 ４６２－ ２１：４６．９� ３９．９�
２２ ルアシェイア 牝５黒鹿５５ 岩田 康誠 ノースヒルズマネ

ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３６＋１８１：４７．０クビ １６．２�
６８ ラオムフェーレ 牡５栗 ５７ 田中 博康ミルファーム 保田 一隆 静内 石川 新一 ４８６－ ２１：４７．２１� ５４．８�
７１１ マリアージュ 牝４栗 ５５ 中舘 英二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 静内 矢野牧場 ４４０＋ ８１：４８．１５ ２０．２�
７１０ クリスタルルージュ 牡６鹿 ５７ 長谷川浩大山田眞理子氏 梅内 忍 浦河 久保牧場 ４６６± ０１：４８．８４ １５９．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，１８９，４００円 複勝： ２８，９８３，１００円 枠連： １６，７４２，０００円

普通馬連： ６４，０３１，０００円 馬単： ４２，４０６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，９７６，５００円

３連複： ７９，７７３，１００円 ３連単： １４５，４１６，４００円 計： ４１９，５１８，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １４０円 � １２０円 � １１０円 枠 連（１－４） ５８０円

普通馬連 �� ６７０円 馬 単 �� １，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２３０円 �� ２７０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ４４０円 ３ 連 単 ��� ３，４３０円

票 数

単勝票数 計 ２０１８９４ 的中 � ３４２６３（３番人気）
複勝票数 計 ２８９８３１ 的中 � ４７０９０（３番人気）� ７５５１２（２番人気）� ７５６８４（１番人気）
枠連票数 計 １６７４２０ 的中 （１－４） ２１６３６（２番人気）
普通馬連票数 計 ６４０３１０ 的中 �� ７１０９７（２番人気）
馬単票数 計 ４２４０６７ 的中 �� １９２０８（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１９７６５ 的中 �� ２２５１３（２番人気）�� １７３３１（３番人気）�� ４４３７１（１番人気）
３連複票数 計 ７９７７３１ 的中 ��� １３６４９４（１番人気）
３連単票数 計１４５４１６４ 的中 ��� ３１３１９（４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―３０．６―４３．５―５６．３―１：０８．４―１：２０．６―１：３２．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウタメトモ �
�
父 ジョリーズヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００８．６．２２ 函館１着

２００５．３．１５生 牡４鹿 母 フアシネイター 母母 フアンシーダイナ １２戦４勝 賞金 ４７，５５７，０００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 チュニジアンブルー号



１９０６９ ７月５日 曇 良 （２１札幌１）第６日 第９競走

サマースプリントシリーズ
��
��１，２００�第１６回函館スプリントステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：３歳５３�４歳以上５６�，
牝馬２�減，収得賞金３，０００万円超過馬は超過額２，０００万円毎１�増，�：３歳５３�４歳
以上５６�，牝馬２�減，GⅠ競走１着馬５�増，GⅡ競走１着馬３�増，GⅢ競走１着馬１�
増（ただし２歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 ４１，０００，０００円 １６，０００，０００円 １０，０００，０００円 ６，２００，０００円 ４，１００，０００円
付 加 賞 ５９５，０００円 １７０，０００円 ８５，０００円
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

３６ グランプリエンゼル 牝３栃栗５１ 熊沢 重文北側 雅司氏 矢作 芳人 三石 上村 清志 ４３２± ０１：０８．５ ４．１�

７１４ タニノマティーニ 牡９鹿 ５７ 秋山真一郎谷水 雄三氏 須貝 彦三 静内 カントリー牧場 ４８４－ ６１：０８．７１� １７．３�
４８ 	 ブラックバースピン 牡６青 ５６ 津村 明秀藤田 在子氏 手塚 貴久 米 Arthur I.

Appleton ４８２＋ ２ 〃 アタマ＋ハナ ３７．７�
３５ 	
 シンボリウエスト �９黒鹿５６ 田中 博康シンボリ牧場 鹿戸 雄一 米 Takahiro

Wada ５０２－ ８１：０８．８� ８４．１�
５１０ アーバンストリート 牡５芦 ５６ 四位 洋文後藤 繁樹氏 野村 彰彦 静内 曾田農園 ４５２＋１０ 〃 アタマ ６．２�
８１５ アポロフェニックス 牡４黒鹿５６ 柴田 善臣アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 三石 中村 和夫 ４８８－ ２ 〃 ハナ １３．７�
２３ マヤノツルギ 牡５黒鹿５６ 藤田 伸二田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ５１０－ ８１：０８．９クビ ５．８�
１１ 	 エーシンエフダンズ 牡５黒鹿５６ 藤岡 佑介平井 宏承氏 藤岡 健一 米 Winches-

ter Farm ５０２－ ４ （降着） ５．７	
８１６	 モルトグランデ 牡５鹿 ５６ 横山 典弘櫻井 盛夫氏 久保田貴士 米 Grade I

Bloodstock ４８４＋ ６ 〃 ハナ １１．２

６１１ メイショウトッパー 牡６黒鹿５６ 三浦 皇成松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４８８＋ ４１：０９．０クビ ２０．８�
７１３ スピニングノアール 牡８栗 ５６ 中舘 英二畑佐 博氏 長浜 博之 浦河 富田牧場 ４８０＋ ８ 〃 ハナ １０．９�
１２ エムオーウイナー 牡８黒鹿５６ 武 幸四郎大浅 貢氏 鹿戸 雄一 門別 門別牧場 ５０８－ ４１：０９．２１ ５４．９
２４ 	 アルシラート 牡５鹿 ５６ 池添 謙一広尾レース� 森 秀行 米 Eve Kuhl-

mann ４８６－ ６ 〃 クビ ８２．４�
４７ メジロシリング 牡６栗 ５６ 松田 大作�メジロ牧場 北出 成人 洞爺 メジロ牧場 B５０２－ ６１：０９．３� ３７．３�
５９ ウエスタンダンサー 牝５鹿 ５４ 北村 友一西川 賢氏 崎山 博樹 静内 北西牧場 ５１２＋１２１：０９．５１ ２６．１�
６１２ インセンティブガイ 牡８鹿 ５６ 岩田 康誠齊藤四方司氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム ４７２± ０１：０９．９２� ７５．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８６，５２４，９００円 複勝： １１９，２９６，９００円 枠連： ９２，６１２，４００円

普通馬連： ５４７，３２６，６００円 馬単： ２８１，２３４，６００円 ワイド【拡大馬連】： １２３，４１６，３００円

３連複： ６５０，９６７，２００円 ３連単： １，２５３，５７８，３００円 計： ３，１５４，９５７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � ２００円 � ４６０円 � ９４０円 枠 連（３－７） １，３４０円

普通馬連 �� ３，７００円 馬 単 �� ３，１１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３８０円 �� ３，３７０円 �� ７，６４０円

３ 連 複 ��� ５６，９５０円 ３ 連 単 ��� ２４７，９００円

票 数

単勝票数 計 ８６５２４９ 的中 � １６７４８３（１番人気）
複勝票数 計１１９２９６９ 的中 � ２０４８８１（１番人気）� ６２４３６（８番人気）� ２７９１０（１２番人気）
枠連票数 計 ９２６１２４ 的中 （３－７） ５１１７２（５番人気）
普通馬連票数 計５４７３２６６ 的中 �� １０９４６０（１８番人気）
馬単票数 計２８１２３４６ 的中 �� ６６７８６（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１２３４１６３ 的中 �� ２２６９８（１６番人気）�� ８９５６（４２番人気）�� ３９０１（７２番人気）
３連複票数 計６５０９６７２ 的中 ��� ８４３７（１５３番人気）
３連単票数 計１２５３５７８３ 的中 ��� ３７３２（６９８番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．２―１１．５―１１．４―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．８―４５．３―５６．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．７
３ ５，３（１，６）（１４，１５）８（１１，１６）（２，９，１２，１３）１０（４，７） ４ ５（１，３，６）（８，１４，１５）（２，１１，１６）（９，１２，７）（４，１０，１３）

勝馬の
紹 介

グランプリエンゼル �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．７．２７ 函館２着

２００６．３．１６生 牝３栃栗 母 ア ン ダ ン テ 母母 ダイナプレリユード ９戦４勝 賞金 ９９，７８４，０００円
〔降着〕 エーシンエフダンズ号は，３位〔タイム１分０８秒７，着差アタマ〕に入線したが，最後の直線コースで外側に斜行して

「マヤノツルギ」号の走行を妨害したため８着に降着。
〔制裁〕 エーシンエフダンズ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成２１年７月１１日から

平成２１年７月１９日まで騎乗停止。
※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 ショウナンアクト号・スマートセントラル号



１９０７０ ７月５日 曇 良 （２１札幌１）第６日 第１０競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時００分 （ダート・右）

牝，５００万円以下；負担重量は，３歳５２�４歳以上５５�
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

７１１ ヴェイルドクリス 牝４青鹿５５ 安藤 勝己 �社台レースホース松元 茂樹 千歳 社台ファーム ４８８－ ４１：４７．４ １．９�

４４ キララチュール 牝３青鹿５２ 池添 謙一��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４２＋ ６１：４７．８２� ２４．４�
２２ シンデレラロマンス 牝４鹿 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 ４８４＋ ４１：４７．９� ３５．３�
８１２� サウスアミューズ 牝４鹿 ５５ 松田 大作南波 壽氏 土田 稔 三石 土田 和男 B４６６＋ ２ 〃 ハナ ２３６．５�
３３ テイクバイストーム 牝４芦 ５５ 藤田 伸二 �社台レースホース加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６－ ４１：４８．０� ４．２�
４５ コパノタイマネ 牝５栗 ５５ 北村 友一小林 祥晃氏 崎山 博樹 門別 ヤナガワ牧場 ４９０＋ ２ 〃 ハナ ５．６�
５６ ヒロアンジェロ 牝４鹿 ５５ 田中 博康北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４８６－ ２１：４８．２１� ２３．４	
６９ ニシエイビュレット 牝４鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介西舘 榮氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４６２＋ ６１：４８．３� ４０．７


１１ キンショーオトヒメ 牝４栗 ５５ 藤岡 佑介礒野日出夫氏 中村 均 浦河 昭和牧場 ４３６－ ２ 〃 アタマ １０．７�
５７ ニシノキンレンポ 牝５青 ５５

５２ ▲小野寺祐太西山 茂行氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 B４７４＋ ４１：４８．６２ ９４．７�
７１０� イントゥザライト 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成前田 幸治氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５４－ ２１：４９．１３ ２１．３
８１３ ミ テ ィ ー ク 牝４鹿 ５５ 川島 信二前田 幸治氏 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９０＋ ２１：４９．３１� １０７．３�
６８ バブルガムレディ 牝４黒鹿５５ 武 幸四郎谷掛 龍夫氏 増本 豊 門別 山際 辰夫 ４９６＋ ４１：４９．９３� ８１．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２８，０５１，４００円 複勝： ３４，８０６，０００円 枠連： ２１，６９１，４００円

普通馬連： ８３，７９５，４００円 馬単： ５７，２４０，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２５，１０７，４００円

３連複： ８７，０５１，６００円 ３連単： １９５，１１７，０００円 計： ５３２，８６１，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １４０円 � ４５０円 � ４３０円 枠 連（４－７） ５００円

普通馬連 �� ２，７１０円 馬 単 �� ３，５１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ８９０円 �� １，１２０円 �� ３，５００円

３ 連 複 ��� １１，３１０円 ３ 連 単 ��� ４２，６１０円

票 数

単勝票数 計 ２８０５１４ 的中 � １１７３４８（１番人気）
複勝票数 計 ３４８０６０ 的中 � ９３２１９（１番人気）� １６０６７（７番人気）� １６９５６（５番人気）
枠連票数 計 ２１６９１４ 的中 （４－７） ３２０６７（２番人気）
普通馬連票数 計 ８３７９５４ 的中 �� ２２９０４（１１番人気）
馬単票数 計 ５７２４０８ 的中 �� １２０５３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２５１０７４ 的中 �� ７１６０（８番人気）�� ５５９１（１１番人気）�� １６９９（３４番人気）
３連複票数 計 ８７０５１６ 的中 ��� ５６８２（３９番人気）
３連単票数 計１９５１１７０ 的中 ��� ３３８０（１３３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―３１．１―４４．４―５７．３―１：０９．９―１：２２．７―１：３４．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴェイルドクリス �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ホワイトマズル デビュー ２００８．４．１９ 阪神２着

２００５．４．７生 牝４青鹿 母 ビハインドザマスク 母母 ヴアインゴールド ６戦２勝 賞金 ２０，７８４，０００円
［他本会外：１戦１勝］

〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。



１９０７１ ７月５日 曇 良 （２１札幌１）第６日 第１１競走 ��
��１，２００�札幌スポニチ賞

発走１６時４０分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２０．７．５以降２１．６．２８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

スポーツニッポン新聞社賞（１着）
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 ３４３，０００円 ９８，０００円 ４９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

８１６ ストラテジー 牝５栗 ５４ 川島 信二 �ノースヒルズマネ
ジメント 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４９２＋ ２１：０９．０ ９．７�

７１３ ケイアイアストン 牡４鹿 ５５ 横山 典弘 �啓愛義肢材料販売所 和田 正道 静内 松田 三千雄 ４７４＋１０ 〃 ハナ ４．０�
２３ ヴ ェ リ タ ス 牡５鹿 ５５ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 静内 岡田スタツド ４６２± ０１：０９．２１ ２２．０�
２４ トウカイミステリー 牝３栗 ５１ 武 幸四郎内村 正則氏 安田 隆行 新ひだか 平野牧場 ４５４＋ ４ 〃 ハナ ８．５�
３６ アグネスナチュラル 牝３鹿 ５２ 三浦 皇成渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６６＋ ６ 〃 クビ ２．８�
５９ カーリアンダンス �５鹿 ５３ 藤岡 佑介伊藤 誠吉氏 池上 昌弘 門別 浦新 徳司 ４８６± ０１：０９．３� ２０６．８	
６１２ ティムガッド 牡５鹿 ５４ 田中 博康伊達 敏明氏 上原 博之 門別 サンシャイン

牧場 ４９８＋ ２１：０９．４クビ ６２．０

１１ アドマイヤプルート 牝５鹿 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４６２＋ ６ 〃 アタマ ９．２�
４７ アイディンパワー 牡３鹿 ５３ 中舘 英二米井 勝氏 本田 優 新ひだか 三木田 頼嗣 ４６８－ ８ 〃 ハナ １０．２�
３５ ジョイフルスマイル 牝４栗 ５１ 熊沢 重文上茶谷 一氏 矢作 芳人 早来 ノーザンファーム ４５２＋ ２１：０９．５クビ １１３．４
１２ ケンエンデバー 牝６鹿 ５３ 松田 大作中西 健造氏 本田 優 新冠 グラッドホースパーク ４７２＋ ６１：０９．６� １６１．７�
５１０ ス パ ラ ー ト 牡３黒鹿５３ 藤田 伸二 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム ４３８＋１０ 〃 クビ １３．０�
６１１� コンプリートラン 牡５黒鹿５４ 津村 明秀岡田 牧雄氏 高木 登 三石 幌村牧場 ４４２－ ２１：０９．８１	 ９９．６�
４８ マザーズウィッシュ 牝５栗 ５１ 宮崎 北斗�アカデミー 鮫島 一歩 新冠 清水 克則 ４６８－ ２ 〃 クビ ５８．２�
７１４� ゴールドクリッパー 牡５栗 ５４ 丸田 恭介山田 弘氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド ５０６＋ ４１：０９．９クビ １０２．８�
８１５� トミノドリーム 牝５黒鹿５１ 鷹野 宏史�槇本牧場 佐藤 全弘 静内 富岡 廣光 B４８４－ ２１：１０．２１
 ３９．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，９９７，４００円 複勝： ５１，５９６，９００円 枠連： ２６，７００，４００円

普通馬連： １２４，９１８，５００円 馬単： ７３，０１２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３８，７２１，３００円

３連複： １４７，３１０，３００円 ３連単： ２９７，７１９，０００円 計： ７９３，９７６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９７０円 複 勝 � ２８０円 � ２１０円 � ５１０円 枠 連（７－８） １，１５０円

普通馬連 �� ２，１００円 馬 単 �� ４，３３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７９０円 �� ３，０３０円 �� １，８７０円

３ 連 複 ��� １５，８６０円 ３ 連 単 ��� ８９，４３０円

票 数

単勝票数 計 ３３９９７４ 的中 � ２７８４０（５番人気）
複勝票数 計 ５１５９６９ 的中 � ４９１５６（５番人気）� ７８０４８（２番人気）� ２２７５５（８番人気）
枠連票数 計 ２６７００４ 的中 （７－８） １７２６６（５番人気）
普通馬連票数 計１２４９１８５ 的中 �� ４３９５５（８番人気）
馬単票数 計 ７３０１２９ 的中 �� １２４６３（１５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３８７２１３ 的中 �� １２７０１（６番人気）�� ３０５８（３３番人気）�� ５０３８（２３番人気）
３連複票数 計１４７３１０３ 的中 ��� ６８５８（４９番人気）
３連単票数 計２９７７１９０ 的中 ��� ２４５７（２５２番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．１―１１．２―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．８―４５．０―５６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．２
３ ・（６，１３，１５）（４，１２，１４）１６（１，３，１０）（２，８，９）（７，５）－１１ ４ ６，１３（４，１２，１５）（１，３，１４，１６）（２，１０）（８，９）（７，５）１１

勝馬の
紹 介

ストラテジー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Miswaki デビュー ２００６．７．１６ 小倉１着

２００４．３．８生 牝５栗 母 クイーンリザーブ 母母 Slamya ２１戦４勝 賞金 ５６，７６３，０００円



１９０７２ ７月５日 曇 良 （２１札幌１）第６日 第１２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１７時１０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

１：０７．９
１：０６．５

良

良

７１４ プレンティフェスタ 牝４青 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：０９．３ ４５．２�

８１６ スペシャルポケット 牝４黒鹿５５ 四位 洋文吉田 照哉氏 宮本 博 千歳 社台ファーム ４６４－ ４１：０９．４� ２．１�
１１ ワールドワン 牝３黒鹿５２ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 浦河 大柳ファーム ４３０± ０ 〃 クビ ６．９�
３６ � ロードバロック 牡４鹿 ５７ 津村 明秀 �ロードホースクラブ 田中 清隆 愛 K.I. Farm ４３６－ ２１：０９．５クビ ４０．５�
３５ �	 ノーブルストーン 牝５栗 ５５ 中舘 英二後藤 繁樹氏 森 秀行 豪

Gainsborough Stud Aus-
tralia Pty Ltd, Arrowfield
Group Pty Ltd

４６６＋ ２１：０９．７１� ２８．９�
５９ ダノンマスターズ 
４鹿 ５７ 横山 典弘�ダノックス 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４６８＋１２ 〃 クビ ６．６	
８１５ ナムラブーム 牡６鹿 ５７ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５１４－１０１：０９．８クビ １８．１

２４ ゴールデンリング 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成�日進牧場 矢野 英一 様似 スイートフアーム B４４２－１４１：０９．９� １５．１�
４７ 	 ピンクバーディー 牝４鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４７６－ ８１：１０．０クビ ６２．４�
７１３ ハギノハーセルフ 牝４栗 ５５ 北村 友一日隈 良江氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４６６＋ ４１：１０．２１� １０．６
５１０ ハートランドフェロ 牡３鹿 ５４ 長谷川浩大豊田 稔氏 須貝 彦三 新冠 赤石 久夫 ４５０－ ６１：１０．４１ ２０６．７�
１２ リキサンシンオー 
３栗 ５４ 藤田 伸二 �ハイパワー商事 昆 貢 新冠 村田牧場 ４６８－ ８１：１０．５� ７．９�
２３ カネコメリッチ 牡３青鹿５４ 田中 博康�岡 義雄氏 須貝 尚介 日高 野口牧場 ４８２＋ ８ 〃 アタマ ４１．９�
６１１ ミスティネール 牝３鹿 ５２ 秋山真一郎後藤 繁樹氏 野村 彰彦 様似 �村 伸一 ４６６＋１２１：１０．６� ７３．４�
４８ カシマワールド 牡８鹿 ５７ 鷹野 宏史松浦 一久氏 佐藤 全弘 様似 富田 恭司 ４２０－ ６１：１０．９２ ３３３．５�
６１２	 ス ク リ プ ト 牝３栗 ５２ 中谷 雄太山本 武司氏 高市 圭二 新冠 秋田牧場 ４０６－ ４１：１１．７５ ３０４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４９，２５５，８００円 複勝： ６３，９７６，１００円 枠連： ５０，３１４，７００円

普通馬連： １４０，２９８，３００円 馬単： ９９，９３２，７００円 ワイド【拡大馬連】： ５３，２３６，７００円

３連複： １８２，９３１，３００円 ３連単： ４０５，７０７，０００円 計： １，０４５，６５２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４，５２０円 複 勝 � ６８０円 � １３０円 � １９０円 枠 連（７－８） ６８０円

普通馬連 �� ３，６９０円 馬 単 �� １２，７６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３１０円 �� ３，１９０円 �� ３００円

３ 連 複 ��� ８，５１０円 ３ 連 単 ��� ８４，６３０円

票 数

単勝票数 計 ４９２５５８ 的中 � ８６００（１１番人気）
複勝票数 計 ６３９７６１ 的中 � １５８７８（１０番人気）� ２０００３５（１番人気）� ８２０５６（２番人気）
枠連票数 計 ５０３１４７ 的中 （７－８） ５５０２４（２番人気）
普通馬連票数 計１４０２９８３ 的中 �� ２８０８４（１１番人気）
馬単票数 計 ９９９３２７ 的中 �� ５７８２（４１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５３２３６７ 的中 �� ９３１４（１２番人気）�� ３６９９（３５番人気）�� ５２１８７（１番人気）
３連複票数 計１８２９３１３ 的中 ��� １５８７１（２４番人気）
３連単票数 計４０５７０７０ 的中 ��� ３５３８（２５１番人気）

ハロンタイム １１．９―１０．４―１１．３―１１．７―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．９―２２．３―３３．６―４５．３―５７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プレンティフェスタ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．４．２０ 福島３着

２００５．２．２６生 牝４青 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター １０戦２勝 賞金 １６，２５０，０００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 ブライアントパーク号



（２１札幌１）第６日 ７月５日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
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

２４１，６２０，０００円
１４，０８０，０００円
１，７５０，０００円
２４，５８０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５８，６２７，０００円
４，４４１，０００円
１，６０３，８００円

勝馬投票券売得金
３３１，１３５，５００円
４５５，０６４，９００円
２８０，９０４，４００円
１，２１５，５９０，０００円
７６７，７９３，０００円
３５７，９１２，６００円
１，４６６，４１７，８００円
２，８９０，８７２，９００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 ７，７６５，６９１，１００円

総入場人員 １５，３５３名 （有料入場人員 １４，３４４名）




