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２５０７３ ９月３日 曇 稍重 （２３札幌１）第７日 第１競走 ��
��１，８００�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

１：４８．４
１：４６．６

良

良

３３ ドリームキャプテン 牡２青鹿５４ 丸山 元気セゾンレースホース� 中村 均 むかわ 市川牧場 ４５６± ０１：５１．２ １．４�

２２ マイネルフェイブル 牡２青 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 千歳 社台ファーム ４５８－ ２１：５２．０５ ３９．９�

１１ ブライティアトップ 牝２黒鹿 ５４
５１ ▲西村 太一小林 昌志氏 福島 信晴 平取 雅 牧場 ４６６＋ ２１：５２．２１� ３２．２�

７７ タイキプレミアム 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成�大樹ファーム 池江 泰寿 浦河 三嶋牧場 ４７０－ ４１：５２．３クビ １０．５�
６６ ベルエアカイザー 牡２栗 ５４ 池添 謙一榮 義則氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 ４５４－ ２ 〃 クビ １２．３�
５５ マイネルツァウバー 牡２青鹿５４ 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 ４６２＋１６１：５２．４� １１．３	
４４ ウイニングサルート 牡２栗 ５４ 藤田 伸二�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 ノースヒルズマネジメント B４９４± ０１：５２．９３ ４．９


（７頭）

売 得 金

単勝： １１，７６９，４００円 複勝： ２０，５４８，５００円 枠連： 発売なし

馬連： ２１，３４２，９００円 馬単： ２０，１７１，５００円 ワイド： １１，２７０，６００円

３連複： ２７，７６９，２００円 ３連単： ８４，４１２，６００円 計： １９７，２８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ７４０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� １，６２０円 馬 単 �� ２，７４０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ９３０円 �� ３，６２０円

３ 連 複 ��� ７，３４０円 ３ 連 単 ��� ２９，５９０円

票 数

単勝票数 計 １１７６９４ 的中 � ６８４９４（１番人気）
複勝票数 計 ２０５４８５ 的中 � １２２０３２（１番人気）� ５１４６（６番人気）
馬連票数 計 ２１３４２９ 的中 �� ９７４６（６番人気）
馬単票数 計 ２０１７１５ 的中 �� ５４３７（９番人気）
ワイド票数 計 １１２７０６ 的中 �� ５０１２（７番人気）�� ３０１４（１１番人気）�� ７２３（２１番人気）
３連複票数 計 ２７７６９２ 的中 ��� ２７９４（２１番人気）
３連単票数 計 ８４４１２６ 的中 ��� ２１０６（８０番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．９―３６．７―４９．７―１：０２．９―１：１５．７―１：２７．４―１：３９．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．５
１
３
３，４，７（１，６）－５－２
３，４，７，１（６，５）２

２
４
３，４（１，７）６－５－２
３（４，７）１（６，５）－２

勝馬の
紹 介

ドリームキャプテン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Fairy King デビュー ２０１１．８．１４ 札幌２着

２００９．３．２５生 牡２青鹿 母 レディフェアリー 母母 Lyndonville ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円

２５０７４ ９月３日 曇 重 （２３札幌１）第７日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００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 ブロードピーク 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４１８－ ２１：４６．５ ４．４�

６８ ノベンバーペガサス 牝３黒鹿５４ 秋山真一郎松岡 隆雄氏 増本 豊 日高 下河辺牧場 ４７６－ ８ 〃 クビ ２６．８�
５６ ケージーアミーガ 牝３黒鹿５４ 鈴来 直人川井 五郎氏 矢野 英一 新ひだか 松本牧場 B４８８－ ２１：４６．７１� １８．３�
８１３ ジャマイカラー 牝３青鹿５４ 丸山 元気齊藤四方司氏 小桧山 悟 新ひだか 飛野牧場 ４８２＋１４１：４７．０１� ２．７�
７１１ デルマラクシュミー 牝３青鹿５４ 古川 吉洋浅沼 廣幸氏 高柳 瑞樹 日高 ファニーヒルファーム B４４２－ ２１：４７．２� １４．４�
１１ マリーズタイム 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 土田農場 ４３０＋ ４１：４７．５１� ６．９�
５７ イノセントムーン 牝３鹿 ５４ 津村 明秀金子真人ホール

ディングス	 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ４５０－ ６１：４８．１３� １９１．４

７１０ ソルシエール 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介 �キャロットファーム 宮 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５０４－ ４ 〃 クビ ３７．６�
３３ メーンテーブル 牝３栗 ５４ 四位 洋文谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７６＋ ４１：４８．３１� ４．４�
２２ デ ラ モ ー レ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４４６＋ ２１：４８．７２� ７４．３
４５ ピンクピアリス 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム ４７０＋ ２ 〃 アタマ ４９．５�
８１２ ローゼブライダル 牝３鹿 ５４ 黛 弘人大澤 毅氏 杉浦 宏昭 浦河 松田 憲一 ４１０－ ８１：５１．１大差 ３５９．５�
４４ ストリングビーン 牝３栗 ５４ 丸田 恭介小山 豊氏 伊藤 伸一 新ひだか マルショウ牧場 ４７０± ０１：５４．０大差 １６．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９，０３２，８００円 複勝： １７，０１２，７００円 枠連： ５，２８０，６００円

馬連： １７，９５９，８００円 馬単： １４，５９３，１００円 ワイド： １０，１３４，８００円

３連複： ２８，７００，８００円 ３連単： ４７，４２３，５００円 計： １５０，１３８，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２００円 � ８３０円 � ４４０円 枠 連（６－６） １０，７１０円

馬 連 �� ９，３８０円 馬 単 �� １５，６１０円

ワ イ ド �� ２，６３０円 �� １，１５０円 �� ６，５６０円

３ 連 複 ��� ４２，２００円 ３ 連 単 ��� ２１２，１２０円

票 数

単勝票数 計 ９０３２８ 的中 � １６３３７（３番人気）
複勝票数 計 １７０１２７ 的中 � ２７４２５（３番人気）� ４６０８（８番人気）� ９４１９（７番人気）
枠連票数 計 ５２８０６ 的中 （６－６） ３６４（２５番人気）
馬連票数 計 １７９５９８ 的中 �� １４１４（２８番人気）
馬単票数 計 １４５９３１ 的中 �� ６９０（５０番人気）
ワイド票数 計 １０１３４８ 的中 �� ９４３（２８番人気）�� ２２４７（１４番人気）�� ３７１（４４番人気）
３連複票数 計 ２８７００８ 的中 ��� ５０２（８９番人気）
３連単票数 計 ４７４２３５ 的中 ��� １６５（４４８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．１―４２．７―５５．６―１：０８．５―１：２１．１―１：３３．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．９―３F３８．０
１
３
８（５，６）４（７，９）１３（１，１０）１２，１１（２，３）
８（５，６）（７，９）３（４，１３）（１，１０，１１）２，１２

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

勝馬の
紹 介

ブロードピーク �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Broad Brush デビュー ２０１０．１２．１９ 阪神６着

２００８．４．２２生 牝３鹿 母 ブロードアピール 母母 Valid Allure ９戦１勝 賞金 ９，２２０，０００円
〔その他〕 ストリングビーン号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ヌチバナ号・レオノーレ号

第１回　札幌競馬　第７日



２５０７５ ９月３日 曇 重 （２３札幌１）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 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００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 ナリタムーンライト 牡３栗 ５６ 池添 謙一�オースミ 南井 克巳 日高 天羽牧場 ５３４＋ ２１：４５．５ ５．９�

８１２ オ ペ ラ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム ４７０－ ２ 〃 ハナ ６．８�
５６ サンマルヴィエント 牡３栗 ５６ 藤田 伸二相馬 勇氏 鈴木 勝美 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４７０＋ ６１：４５．８１� ２．３�
２２ トーアヒカルホシ 牡３芦 ５６ 吉田 隼人高山ランド� 羽月 友彦 豊浦トーア牧場 ４２６± ０１：４７．１８ １０．４�
８１３ ダノンアマン 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成�ダノックス 国枝 栄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５５０ ―１：４７．４１� ４．０�
６８ ダイワロック 牡３青 ５６ 丸田 恭介大城 敬三氏 浅野洋一郎 新ひだか 橋本牧場 ４７２± ０１：４７．６１� ２４．７�
４４ スリーキティ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明永井商事� 小野 幸治 日高 白井牧場 ４６２± ０１：４７．７� ２４０．３	
６９ オペラキング 牡３鹿 ５６ 川島 信二村上 稔氏 佐藤 正雄 むかわ 東振牧場 ４７４＋１２１：４７．９１� １９５．９

１１ ディーエスラムール 牡３青 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 中村農場 B５１８＋ ２１：４８．２２ ４７．７�
３３ ベルウッドサヴァン 牡３鹿 ５６ 丸山 元気鈴木 照雄氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４６４± ０１：４９．１５ １６．９�
４５ ダイショウドラゴン 牡３鹿 ５６ 武 英智馬場 �晃氏 河野 通文 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム ４５６± ０１：４９．８４ ２３３．５
５７ ラストチャレンジ 牡３栗 ５６ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 むかわ 上水牧場 ５０４＋１４１：５１．０７ ４６．４�

（１２頭）
７１１ アズマユニヴァース 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介東 哲次氏 藤岡 健一 浦河 川越ファーム ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １２，６５１，５００円 複勝： ２０，５０６，５００円 枠連： ６，５００，５００円

馬連： ２０，４０６，９００円 馬単： １７，６８４，４００円 ワイド： １１，７６８，８００円

３連複： ２８，９９３，２００円 ３連単： ５３，２７９，０００円 計： １７１，７９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５９０円 複 勝 � １７０円 � ２１０円 � １２０円 枠 連（７－８） １，０３０円

馬 連 �� １，８３０円 馬 単 �� ３，９３０円

ワ イ ド �� ５８０円 �� ２３０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� １，０５０円 ３ 連 単 ��� １０，８５０円

票 数

単勝票数 差引計 １２６５１５（返還計 １０１８） 的中 � １７１３０（３番人気）
複勝票数 差引計 ２０５０６５（返還計 １３１４） 的中 � ２８９７３（３番人気）� １９２６５（５番人気）� ６６６４１（１番人気）
枠連票数 差引計 ６５００５（返還計 ３２） 的中 （７－８） ４６７９（４番人気）
馬連票数 差引計 ２０４０６９（返還計 ２４５５） 的中 �� ８２５８（７番人気）
馬単票数 差引計 １７６８４４（返還計 １６９２） 的中 �� ３３２９（１２番人気）
ワイド票数 差引計 １１７６８８（返還計 １１９５） 的中 �� ４４３２（７番人気）�� １４７１５（１番人気）�� ８６６３（４番人気）
３連複票数 差引計 ２８９９３２（返還計 ４６４３） 的中 ��� ２０４２５（１番人気）
３連単票数 差引計 ５３２７９０（返還計 ７８２４） 的中 ��� ３６２７（３３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．０―３０．２―４３．０―５５．９―１：０８．９―１：２１．４―１：３３．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナリタムーンライト �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー ２０１０．１２．１８ 阪神７着

２００８．３．７生 牡３栗 母 マ シ ュ ー ル 母母 Veil of Avalon １０戦１勝 賞金 ９，５８０，０００円
〔出走取消〕 アズマユニヴァース号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラストチャレンジ号は，平成２３年１０月３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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ５頭 クールグラン号・スズカアクシオ号・スタートセンス号・ビッグゴーゴー号・メジロテンニョ号

２５０７６ ９月３日 曇 稍重 （２３札幌１）第７日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

８１６ ニシノキラボシ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二西山 茂行氏 田所 秀孝 むかわ 西山牧場 ４０８－ ４１：１０．５ ４．６�

７１４ コマノスクアーロ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文長谷川芳信氏 鮫島 一歩 新ひだか 西川富岡牧場 ４２２＋ ８ 〃 ハナ １０．５�
４８ ハッピートゥデイ 牝３青鹿５４ 丸山 元気馬場 幸夫氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４３２＋ ４１：１０．８２ ６．２�
２３ エーシンジャイヴ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一�栄進堂 中尾 秀正 浦河 小島牧場 B４７２＋ ２ 〃 アタマ ４．３�
７１３ レスタンノール 牝３鹿 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース松永 幹夫 安平 追分ファーム ４５６± ０１：１１．０１� ４．３�
５１０ フミノサワヤカ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 B４５６ ―１：１１．２１� ３６．３	
５９ リキアイギムレット 牡３鹿 ５６ 津村 明秀高山 幸雄氏 本田 優 新ひだか 桜井牧場 B４５４－ ２１：１１．３クビ ４７．２

６１２ クールテツマル 牡３栗 ５６ 丹内 祐次川上 哲司氏 坂本 勝美 日高 田中 元寿 ４９２＋１０１：１１．５１ １９．８�
８１５ テイエムサウスダン 牡３栗 ５６ 鈴来 直人竹園 正繼氏 柴田 政人 日高 テイエム牧場日高支場 ４７０＋ ８ 〃 ハナ ７７．６�
４７ エピデンドラム 牝３黒鹿５４ 宮崎 北斗名古屋友豊� 作田 誠二 日高 白井牧場 B４５４＋１０１：１１．８２ ３２．１
６１１ ミネノボサツ 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一北村実地子氏 加藤 和宏 浦河トラストスリーファーム B４３２＋ ２ 〃 ハナ ８２．８�
２４ フルーツマウンテン 牝３青鹿５４ 丸田 恭介吉田 哲哉氏 高橋 裕 千歳 社台ファーム ４０６－１４ 〃 クビ ７１．４�
１１ プリンセスヌビア 牝３黒鹿５４ 三浦 皇成ポリッシュホースメイト小崎 憲 新ひだか タツヤファーム ４６６－ ４１：１１．９クビ １６５．６�
１２ ア ニ ー 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真武田 茂男氏 野中 賢二 新冠 細川農場 ４４２＋ ８ 〃 ハナ ２４１．１�
３６ レッドイデア 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 久保田貴士 日高 下河辺牧場 ４７２＋ ６１：１２．３２� ７．７�
３５ ヒップホップダンス 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲横山 和生加藤 泰章氏 松永 幹夫 浦河 桑田牧場 B４７８＋１０１：１２．８３ ９４．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １２，４１９，２００円 複勝： ２３，０７９，３００円 枠連： ８，４７５，４００円

馬連： ２３，４４１，９００円 馬単： １７，８７８，１００円 ワイド： １２，１９６，７００円

３連複： ３４，８７０，２００円 ３連単： ５３，２６８，５００円 計： １８５，６２９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４６０円 複 勝 � １８０円 � ２００円 � ２００円 枠 連（７－８） ５６０円

馬 連 �� １，８８０円 馬 単 �� ３，３５０円

ワ イ ド �� ８４０円 �� ６００円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ３，０７０円 ３ 連 単 ��� １７，７７０円

票 数

単勝票数 計 １２４１９２ 的中 � ２１３００（３番人気）
複勝票数 計 ２３０７９３ 的中 � ３６５８５（３番人気）� ２９６３９（５番人気）� ２９８４０（４番人気）
枠連票数 計 ８４７５４ 的中 （７－８） １１３０２（１番人気）
馬連票数 計 ２３４４１９ 的中 �� ９２４９（１２番人気）
馬単票数 計 １７８７８１ 的中 �� ３９４５（１３番人気）
ワイド票数 計 １２１９６７ 的中 �� ３５５４（１３番人気）�� ５１９６（５番人気）�� ３０４４（１５番人気）
３連複票数 計 ３４８７０２ 的中 ��� ８３９１（８番人気）
３連単票数 計 ５３２６８５ 的中 ��� ２２１３（４５番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．１―１１．８―１２．１―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―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４F４７．４―３F３６．３
３ ・（３，６，１２）１６－（５，８）（４，９）（１３，１４）１（２，１０，１１，１５）７ ４ ・（３，６，１２，１６）８（４，５，１３）（１，９）（２，１４）１０（７，１１，１５）

勝馬の
紹 介

ニシノキラボシ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 Diesis デビュー ２０１０．９．１２ 札幌３着

２００８．２．７生 牝３鹿 母 ニシノムーンライト 母母 リメンバーミッドナイト ７戦１勝 賞金 １１，６５０，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シルバートップ号・メイショウカグヤ号
（非抽選馬） ７頭 カシノエベレスト号・スサーナトウショウ号・スズカバンパイア号・スリーアルテミス号・ニットウミラーレ号・

ピエナメダリスト号・ミラベル号



２５０７７ ９月３日 曇 重 （２３札幌１）第７日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系２歳
発走１１時５０分 （ダート・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量

本 賞 ７，０００，０００円 ２，３００，０００
２，３００，０００

円
円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．６
１：４５．９

良

重

４５ ベルモントレーサー 牡２黒鹿５４ 津村 明秀 �ベルモントファーム 鈴木 伸尋 新冠 ベルモント
ファーム ５１０ ―１：４８．４ ３３．７�

５７ 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 ４６６ ―１：４８．６１� ６１．９�
７１０ フェアリーロンド 牝２鹿 ５４ 池添 謙一 �サンデーレーシング 角居 勝彦 安平 追分ファーム ４８８ ― 〃 同着 ２．１�
７１１ グレートチャールズ 牡２栗 ５４ 秋山真一郎吉田 和美氏 吉田 直弘 洞爺湖 メジロ牧場 ５０８ ―１：４８．８１� １４．５�
８１３ アドマイヤキララ 牡２黒鹿５４ 勝浦 正樹近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ５０２ ―１：４８．９� ５．６�
４４ プライドキングダム 牡２栗 ５４ 柴原 央明三枝 栄二氏 昆 貢 新ひだか 斉藤スタッド ４８４ ―１：４９．０クビ １１９．９�
６８ アズマリュウセイ 牡２黒鹿５４ 吉田 隼人東 哲次氏 加用 正 日高 日高大洋牧場 ４９４ ―１：４９．２１� ２０．２	
３３ イースターパレード 牡２栗 ５４ 荻野 琢真
G１レーシング 平田 修 新ひだか 追分ファーム ５１２ ―１：４９．３クビ ４．３�
１１ ゼロワンシンジロー 牡２鹿 ５４ 横山 典弘国田 正忠氏 飯田 雄三 新冠 長浜牧場 ４６８ ―１：４９．５１� １５．４�
５６ シルクメガスター 牡２栗 ５４ 丸田 恭介有限会社シルク中村 均 新ひだか 千代田牧場 ４６８ ―１：４９．７１� １１．２
２２ ヴィレビスティー 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成備前島敏子氏 伊藤 大士 新冠 タニグチ牧場 ４８２ ―１：５１．７大差 ６５．１�
８１２ サンマルデューク 牡２黒鹿５４ 四位 洋文相馬 勇氏 小島 太 日高 田端牧場 ４９２ ―１：５２．３３� ４４．２�
６９ マイネルスクデット 牡２栗 ５４ 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム B４７４ ―１：５２．９３� ８８．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，５５８，８００円 複勝： ２１，３６９，５００円 枠連： ６，４３１，１００円

馬連： ２２，７６８，５００円 馬単： １９，４４７，７００円 ワイド： １１，０９８，９００円

３連複： ３０，６２５，９００円 ３連単： ５４，８１５，４００円 計： １８１，１１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，３７０円 複 勝 � ６９０円 �
�

１，２６０円
１２０円 枠 連（４－５）（４－７）

３，１８０円
８８０円

馬 連 ��
��

３１，５７０円
１，３５０円 馬 単 ��

��
９３，６４０円
４，２７０円

ワ イ ド ��
��

１３，２９０円
１，１５０円 �� １，９００円

３ 連 複 ��� ４７，０９０円 ３ 連 単 ���
���

２９７，４４０円
１８５，５９０円

票 数

単勝票数 計 １４５５８８ 的中 � ３４０９（８番人気）
複勝票数 計 ２１３６９５ 的中 � ５６７２（８番人気）� ２９４９（１０番人気）� ７７８７４（１番人気）
枠連票数 計 ６４３１１ 的中 （４－５） ７２３（１９番人気）（４－７） ２７９４（８番人気）
馬連票数 計 ２２７６８５ 的中 �� ２５９（６９番人気）�� ６４１７（８番人気）
馬単票数 計 １９４４７７ 的中 �� ７６（１４３番人気）�� １６９８（２４番人気）
ワイド票数 計 １１０９８９ 的中 �� １９９（６６番人気）�� ２４４７（１３番人気）�� １４４６（１９番人気）
３連複票数 計 ３０６２５９ 的中 ��� ４８０（９９番人気）
３連単票数 計 ５４８１５４ 的中 ��� ６８（８４３番人気） ��� １０９（６５０番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．７―１２．５―１２．８―１２．６―１２．３―１２．３―１２．８―１４．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．８―３１．３―４４．１―５６．７―１：０９．０―１：２１．３―１：３４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルモントレーサー �
�
父 スパイキュール �

�
母父 アジュディケーティング 初出走

２００９．２．１６生 牡２黒鹿 母 ベルモントフェリス 母母 マ チ ス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ファストメモリー号・ベルウッドハピネス号

２５０７８ ９月３日 小雨 稍重 （２３札幌１）第７日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１２時４０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

６６ ジャーエスペランサ 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４５２ ―１：１２．１ １４．８�

８９ イントゥザブルー 牡２鹿 ５４ 柴原 央明木村 直樹氏 昆 貢 新冠 村田牧場 ４７２ ―１：１２．４２ ４．０�
２２ リ ト ル ボ ス 牝２鹿 ５４ 津村 明秀�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４１６ ―１：１２．５クビ ３．９�
１１ ベルウッドブレット 牡２鹿 ５４ 宮崎 北斗鈴木 照雄氏 武市 康男 日高 合資会社カ

ネツ牧場 ４７４ ―１：１２．８１� １２．９�
５５ オメガチビマルコ 牝２栗 ５４ 古川 吉洋原 �子氏 牧田 和弥 新冠 森永 聡 ４０６ ― 〃 クビ １１．１�
８８ スマートディルハム 牝２鹿 ５４ 松田 大作大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド ４１８ ―１：１３．０１� ３．３�
４４ タニノチャーチル 牡２鹿 ５４ 四位 洋文谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ４８６ ―１：１３．１� ５．６	
７７ ケイツークロート 牝２栗 ５４ 丸田 恭介楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム ４３６ ―１：１３．２クビ ４５．５

３３ ダ グ ダ 牡２鹿 ５４ 川島 信二楠本 勝美氏 菅原 泰夫 新ひだか 原口フアーム ４１８ ―１：１４．２６ ６５．８�

（９頭）

売 得 金

単勝： １２，５２８，４００円 複勝： １６，５７１，９００円 枠連： ６，４２２，９００円

馬連： １８，３４３，６００円 馬単： １７，４４３，１００円 ワイド： ９，８１１，５００円

３連複： ２５，７１９，７００円 ３連単： ５８，４９０，８００円 計： １６５，３３１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４８０円 複 勝 � ４６０円 � １８０円 � １６０円 枠 連（６－８） １，８４０円

馬 連 �� ４，４００円 馬 単 �� １０，９００円

ワ イ ド �� １，４４０円 �� １，４２０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ５，９２０円 ３ 連 単 ��� ６５，２１０円

票 数

単勝票数 計 １２５２８４ 的中 � ６６９０（７番人気）
複勝票数 計 １６５７１９ 的中 � ７０８３（７番人気）� ２５９５８（４番人気）� ３４１０６（２番人気）
枠連票数 計 ６４２２９ 的中 （６－８） ２５８４（７番人気）
馬連票数 計 １８３４３６ 的中 �� ３０８１（１８番人気）
馬単票数 計 １７４４３１ 的中 �� １１８２（３８番人気）
ワイド票数 計 ９８１１５ 的中 �� １５７３（１９番人気）�� １５９４（１８番人気）�� ８０１７（４番人気）
３連複票数 計 ２５７１９７ 的中 ��� ３２１１（２３番人気）
３連単票数 計 ５８４９０８ 的中 ��� ６６２（１９６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．７―１２．０―１１．９―１２．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．５―４７．５―５９．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジャーエスペランサ �

父 キングカメハメハ �


母父 Hernando 初出走

２００９．２．１７生 牡２鹿 母 ク ノ ッ ソ ス 母母 Candarli １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円



２５０７９ ９月３日 雨 稍重 （２３札幌１）第７日 第７競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１３時１０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．６
１：５６．４

良

良

３５ マイネルマーク 牡３青鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４６２＋１０２：０４．１ ３．１�

２４ レオパルドゥス 牡３栗 ５６ 池添 謙一 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４９０－ ２２：０４．２� ５．８�
５９ ナリタボルト 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�オースミ 加藤 敬二 日高 白井牧場 ４９２－ ８２：０４．４１� ４．９�
７１３ セルリアンディンゴ 牡３黒鹿５６ 川島 信二�イクタ 田所 秀孝 むかわ フラット牧場 ４７６＋ ６２：０４．７１� ８４．８�
１１ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝３黒鹿５４ 丸山 元気�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４２２± ０２：０５．０１� ７．８�
４７ マイネロサリラ 牝３青 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４４０－ ２２：０５．２１� ２５．７	
７１４ バイザルーマー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二吉田 勝己氏 杉浦 宏昭 平取 坂東牧場 ４６８＋ ８２：０５．３クビ ９．９

５１０ サクラエスパーダ 牡３栗 ５６ 横山 典弘�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 原 武久 ４８０＋ ８２：０５．９３� ９．６�
８１５ メイショウマルクル 牡３栗 ５６ 四位 洋文松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ４９６－ ４ 〃 クビ ９６．４�
２３ キャプテンダリア 牡３鹿 ５６

５３ ▲西村 太一田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 ５０４－ ２ 〃 ハナ １４．７
４８ スカイノレイ 牝３青鹿５４ 藤岡 佑介江 賦晨氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム ４５２－ ８２：０６．３２� ４１９．５�
３６ ウインラグセイル 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生�ウイン 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８－ ８ 〃 ハナ ４６．１�

８１６ ローズアダージョ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 井高牧場 ４４６＋ ４２：０６．９３� ３０．４�

６１２ ラベンダーベル 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一吉田 和子氏 伊藤 大士 日高 山際 辰夫 ４５４ ―２：０７．０� ９２．３�
１２ メイショウソフィー 牝３栗 ５４ 上野 翔松本 好雄氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 ４３０＋ ４２：０７．１クビ １８５．２�
６１１ メイショウヤマカゼ 牡３黒鹿５６ 長谷川浩大松本 好雄氏 西浦 勝一 新冠 新冠橋本牧場 ４６４－ ８２：１１．４大差 ３８．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，８５０，２００円 複勝： ２３，４８６，５００円 枠連： ９，３９３，０００円

馬連： ２４，５１６，１００円 馬単： １８，３０６，３００円 ワイド： １３，８８７，３００円

３連複： ３６，４５１，６００円 ３連単： ６１，２９６，６００円 計： ２０２，１８７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � １６０円 枠 連（２－３） ６８０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，４３０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ３９０円 �� ５９０円

３ 連 複 ��� １，６９０円 ３ 連 単 ��� ６，３００円

票 数

単勝票数 計 １４８５０２ 的中 � ３８１５３（１番人気）
複勝票数 計 ２３４８６５ 的中 � ５９３７９（１番人気）� ３８２５６（２番人気）� ３４７３４（３番人気）
枠連票数 計 ９３９３０ 的中 （２－３） １０３３９（２番人気）
馬連票数 計 ２４５１６１ 的中 �� ２２５５４（２番人気）
馬単票数 計 １８３０６３ 的中 �� ９４５５（２番人気）
ワイド票数 計 １３８８７３ 的中 �� １２３６８（２番人気）�� ９０００（３番人気）�� ５３５９（５番人気）
３連複票数 計 ３６４５１６ 的中 ��� １６００９（３番人気）
３連単票数 計 ６１２９６６ 的中 ��� ７１９０（６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１３．０―２４．５―３７．０―４９．９―１：０２．９―１：１５．４―１：２７．３―１：３９．３―１：５１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルマーク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１０．１０．２３ 東京７着

２００８．４．１生 牡３青鹿 母 タカラカンナ 母母 クリムゾンラトラー ９戦１勝 賞金 １３，８５０，０００円
〔その他〕 メイショウヤマカゼ号は，競走中に疾病〔鼻出血（２回目）〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用

を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 メイショウヤマカゼ号は，平成２３年１１月３日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 オースミストーン号・ブロードビーン号・ブートジョロキア号

２５０８０ ９月３日 雨 不良 （２３札幌１）第７日 第８競走 ��
��１，０００�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 ７，４００，０００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

４４ キンショーノボス 牡５栗 ５７ 丸山 元気礒野日出夫氏 中村 均 浦河 中村 雅明 ４８４－ ８ ５９．１ ２．８�

８１２� サクラフェニックス 牡４黒鹿５７ 吉田 隼人�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５２８－ ４ ５９．８４ ７．１�
７９ 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 ４４０＋１６ 〃 クビ ４．２�
６８ デ プ ラ ー タ 牡４栗 ５７ 岩部 純二栗坂 崇氏 萱野 浩二 新ひだか キヨタケ牧場 ４８６－ ２ 〃 ハナ ７６．３�
７１０ グレイスサンセット 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一松岡 雅昭氏 加藤 和宏 門別 インターナショ

ナル牧場 ４８０－ ２ ５９．９� １２．４�
３３ マーベラスビジン 牝３栗 ５３ 荻野 琢真笹原 貞生氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ４７８＋ ６１：００．０クビ １３．２�
２２ 	 フェアユース 牡３栗 ５５ 四位 洋文 	社台レースホース河野 通文 米 Shadai Farm ５００－ ６ 〃 クビ ４．５

５６ マキシムカムイ 牡３栗 ５５ 川島 信二小田 廣美氏 田島 良保 むかわ エスティウィンファーム ４５６＋ ４１：００．１� ４１．７�
５５ 	 ロ ザ ー ジ ュ 牝３栗 ５３ 三浦 皇成赤沼 秀典氏 森 秀行 米 Adieu

Syndicate ５０８＋ ６１：００．３１
 ７９．０�
１１ タマモコメット 牝３芦 ５３ 小林 徹弥タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４６０＋２２１：００．５１
 ２８．８
６７ ダイシンワイルド 牡３鹿 ５５ 池添 謙一大八木信行氏 庄野 靖志 新ひだか 矢野牧場 ４７４－ ２１：００．８１� ２４．６�
８１１ カムイフォレスト 牝３栗 ５３ 秋山真一郎 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 藤川フアーム ４８０＋ ２１：０１．２２� １１９．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，２３２，３００円 複勝： ２０，４６８，８００円 枠連： ７，１５４，４００円

馬連： ２５，４８３，８００円 馬単： ２０，５３９，９００円 ワイド： １２，７８６，９００円

３連複： ３４，４７３，７００円 ３連単： ７１，８８２，１００円 計： ２０７，０２１，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � １６０円 枠 連（４－８） １，０４０円

馬 連 �� １，２２０円 馬 単 �� ２，０００円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ２４０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １，８２０円 ３ 連 単 ��� ８，２９０円

票 数

単勝票数 計 １４２３２３ 的中 � ４１５０１（１番人気）
複勝票数 計 ２０４６８８ 的中 � ４６２１１（２番人気）� ２０００９（４番人気）� ３５０７９（３番人気）
枠連票数 計 ７１５４４ 的中 （４－８） ５１２２（４番人気）
馬連票数 計 ２５４８３８ 的中 �� １５４２１（３番人気）
馬単票数 計 ２０５３９９ 的中 �� ７６１１（７番人気）
ワイド票数 計 １２７８６９ 的中 �� ６９７２（３番人気）�� １５０４２（２番人気）�� ４５５７（７番人気）
３連複票数 計 ３４４７３７ 的中 ��� １４０３５（５番人気）
３連単票数 計 ７１８８２１ 的中 ��� ６４０４（１７番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．９―１１．５―１１．７―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．４―３４．９―４６．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キンショーノボス �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００８．１１．９ 京都３着

２００６．４．２生 牡５栗 母 ヒシアイドル 母母 ヒシモナーク ８戦３勝 賞金 ２３，６４０，０００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。
（非当選馬） ２頭 スカイビューティー号・フレイヤ号



２５０８１ ９月３日 雨 不良 （２３札幌１）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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

６９ グッドカレラ 牡４青 ５７ 藤岡 佑介杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５３６＋２２１：４６．０ １０．０�

８１２ カ ス ガ 牝５鹿 ５５ 池添 謙一高山 直樹氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６８＋１２１：４６．１� ９．７�
８１３� ベストライクディス �４青鹿５７ 荻野 琢真松尾 正氏 嶋田 潤 新ひだか 大塚牧場 ４８４＋ ４１：４６．２クビ ９２．３�
２２ マルデデルマ 牝３栗 ５２ 古川 吉洋吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム ４３６－ ４１：４６．３� ２７．６�
６８ コスモリゾルヴ 牡３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４５８＋ ４ 〃 クビ １０．６�
７１１ ロジッツェル 牡３栗 ５４ 横山 典弘久米田正明氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム ５１０＋１２１：４６．４クビ ３．１�
５７ ベジャールコード 牡３黒鹿５４ 松田 大作千明牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 城地 清満 B４８４－１０１：４６．７１� １４．０	
４５ オーバーヘッド 牡３栗 ５４ 小林 徹弥水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４８４± ０ 〃 クビ ９６．０

３３ � ダノンゲットウィン 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人�ダノックス 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム ４６６± ０１：４６．９� ６２．４�
１１ ジェットヴォイス 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介本間 茂氏 石毛 善彦 日高 新井 昭二 ４８８－ ２１：４７．１１	 ４．５
４４ ファンキータウン 牡３芦 ５４ 黛 弘人吉澤 克己氏 戸田 博文 新ひだか 土田農場 ５２２－ ２ 〃 クビ ４６．６�
７１０ リ ズ モ ア 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４２６＋ ２１：４７．８４ ５６．７�
５６ アサクサショパン 牡３黒鹿５４ 四位 洋文田原 慶子氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B４９０＋ ２ 〃 ハナ ４．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，９４５，９００円 複勝： ２６，７７８，３００円 枠連： １０，４６６，４００円

馬連： ３７，５２６，９００円 馬単： ２８，２６８，３００円 ワイド： １７，６０７，５００円

３連複： ５０，９５２，１００円 ３連単： ９８，７４３，０００円 計： ２８７，２８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０００円 複 勝 � ３４０円 � ３２０円 � ２，５４０円 枠 連（６－８） ２，３００円

馬 連 �� ３，９９０円 馬 単 �� ７，９２０円

ワ イ ド �� １，２６０円 �� １０，０６０円 �� ９，２２０円

３ 連 複 ��� ８２，１１０円 ３ 連 単 ��� ３４２，１３０円

票 数

単勝票数 計 １６９４５９ 的中 � １３４０２（５番人気）
複勝票数 計 ２６７７８３ 的中 � ２２４２７（６番人気）� ２４０４２（５番人気）� ２３６９（１３番人気）
枠連票数 計 １０４６６４ 的中 （６－８） ３３６９（９番人気）
馬連票数 計 ３７５２６９ 的中 �� ６９４４（１７番人気）
馬単票数 計 ２８２６８３ 的中 �� ２６３７（３３番人気）
ワイド票数 計 １７６０７５ 的中 �� ３５６７（１８番人気）�� ４２３（６１番人気）�� ４６２（５９番人気）
３連複票数 計 ５０９５２１ 的中 ��� ４５８（１５９番人気）
３連単票数 計 ９８７４３０ 的中 ��� ２１３（７２９番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．０―１２．０―１２．４―１２．３―１２．４―１２．６―１２．８―１３．４

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．１―１８．１―３０．１―４２．５―５４．８―１：０７．２―１：１９．８―１：３２．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．８
１
３

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グッドカレラ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ウォーニング デビュー ２００９．１１．８ 京都１０着

２００７．２．１６生 牡４青 母 タカラシャルマン 母母 ヴ ィ エ ス テ ２３戦２勝 賞金 ３２，８００，０００円
［他本会外：１戦１勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ポーラシークエンス号・レオキュート号
（非抽選馬） １頭 シャイニーベスト号

２５０８２ ９月３日 雨 稍重 （２３札幌１）第７日 第１０競走 ��
��２，６００�タイランドカップ

発走１４時５０分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
ロイヤルバンコックスポーツクラブ－ロイヤルターフクラブオブタイランド賞（１着）

賞 品
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００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

２：３９．１
２：３７．４

良

良

６９ カリスマミッキー 牡３栗 ５４ 吉田 隼人三木 久史氏 中村 均 新冠 武田 寛治 ４７０－１０２：４５．３ １５．７�

６１０ インナージョイ 牡３鹿 ５４ 池添 謙一金子真人ホール
ディングス� 村山 明 安平 ノーザンファーム B４８０－ ２ 〃 クビ ６．２�

７１１ サクセスパシュート 牡３鹿 ５４ 宮崎 北斗�嶋 祐子氏 藤原 英昭 浦河 高昭牧場 ４５２－１０２：４５．６１� ３４．２�
４６ テンベアハート 牡３栗 ５４ 丸山 元気天白 泰司氏 牧 光二 浦河 小倉牧場 ４５６－ ２ 〃 アタマ １３．２�
８１３ 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 ４４４＋ ２２：４５．７� １０１．１�
２２ ゴーゴーヒュウガ 牡３鹿 ５４ 秋山真一郎永井 啓弍氏 須貝 尚介 新ひだか 北海道静内農業高等学校 ４５０± ０２：４５．９１	 ３６．８�
５７ 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 B４７０－ ６２：４６．０クビ １１９．６	
１１ 
 セイカミカワ 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４８６＋ ４ 〃 ハナ ２７４．９

７１２ 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－ ６２：４６．１� ２５．１�
８１４
 クジュウクシマ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介石橋 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 ４６４－ ６２：４６．４１� ６．３
５８ � 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 ５０４＋ ４２：４６．５� ５３．３�
３４ ワイズミューラー 牡４栗 ５７ 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム ４５６－ ２ 〃 ハナ ２．７�
４５ バ シ リ ク ス 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成ディアレスト 高木 登 新ひだか 大典牧場 ４８６＋ ４２：４６．７１� ２６．６�
３３ アストリンジャー 牡３黒鹿５４ 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 日高大洋牧場 ４９４＋ ６２：４６．８� ４．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，０９０，６００円 複勝： ３２，１１２，９００円 枠連： １５，７１３，２００円

馬連： ５７，７０３，６００円 馬単： ３２，５６９，１００円 ワイド： ２２，９１３，９００円

３連複： ６９，７２５，４００円 ３連単： １２６，１３７，７００円 計： ３７６，９６６，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５７０円 複 勝 � ４５０円 � ２５０円 � ８６０円 枠 連（６－６） ４，７９０円

馬 連 �� ５，１６０円 馬 単 �� １１，２４０円

ワ イ ド �� １，８９０円 �� ４，８２０円 �� ３，５５０円

３ 連 複 ��� ４５，７９０円 ３ 連 単 ��� ２６１，４９０円

票 数

単勝票数 計 ２００９０６ 的中 � １００９８（６番人気）
複勝票数 計 ３２１１２９ 的中 � １８２８５（６番人気）� ３９２９０（３番人気）� ８６９３（９番人気）
枠連票数 計 １５７１３２ 的中 （６－６） ２５８８（１４番人気）
馬連票数 計 ５７７０３６ 的中 �� ８８１５（１５番人気）
馬単票数 計 ３２５６９１ 的中 �� ２１３９（３７番人気）
ワイド票数 計 ２２９１３９ 的中 �� ３２２５（２０番人気）�� １２３４（４１番人気）�� １６８６（３４番人気）
３連複票数 計 ６９７２５４ 的中 ��� １１２４（１０８番人気）
３連単票数 計１２６１３７７ 的中 ��� ３５６（５７７番人気）

ハロンタイム １３．１―１２．４―１２．５―１２．８―１２．７―１３．２―１３．６―１３．６―１２．６―１２．１―１１．７―１２．０―１３．０

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�
１３．１―２５．５―３８．０―５０．８―１：０３．５―１：１６．７―１：３０．３―１：４３．９―１：５６．５―２：０８．６―２：２０．３―２：３２．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

カリスマミッキー �
�
父 カリズマティック �

�
母父 パークリージエント デビュー ２０１０．９．１１ 阪神７着

２００８．４．２６生 牡３栗 母 ジュピターガール 母母 ダイナシヨール １６戦２勝 賞金 ２３，３１４，０００円
〔制裁〕 オールターゲット号の騎手松田大作は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（１１番・８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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トーアシングン号
（非抽選馬） ５頭 クリノダイヤモンド号・グリモワール号・トリニダード号・ブライダルシャワー号・メジロサモン号

対象レース



２５０８３ ９月３日 雨 稍重 （２３札幌１）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�シンガポールターフクラブ賞

発走１５時２５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２２．９．４以降２３．８．２８まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

シンガポールターフクラブ賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

２３ ベストクローン 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 ４６２± ０１：１０．６ ４．４�

８１５ タマモコントラバス 牡４黒鹿５７ 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４５２－ ４１：１１．０２� ４．８�
４７ シシャモチャン 牝５栗 ５２ 小林 徹弥大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４８８＋ ６１：１１．１� ８．５�
１１ � メ タ リ ッ ク 牡７芦 ５２ 宮崎 北斗�ターフ・スポート武市 康男 浦河 ミルファーム B４６６－ ６１：１１．２クビ １４４．４�
３６ � エ ク レ ウ ス 牡６黒鹿５４ 柴山 雄一栗本 守氏 星野 忍 新冠 ノースヒルズマネジメント B４８２－１０ 〃 ハナ ２９．７�
７１４� クリノスレンダー 牝５鹿 ５２ 川島 信二栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 川上 悦夫 ４７２－ ４ 〃 クビ ３２．４	
３５ エ ス カ ー ダ 牡４青鹿５５ 古川 吉洋山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４６０－ ２１：１１．３クビ ４７．５

２４ ミスベルツリー 牝５栗 ５２ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４６６＋ ８ 〃 ハナ ３０．３�
６１２ ピュアマリーン 牝５栗 ５２ 芹沢 純一�山本牧場 鹿戸 明 浦河 山本牧場 ４５６＋ ２ 〃 クビ ５５．１�
８１６ シセイハヤテ 牡６鹿 ５６ 丸田 恭介猪苗代 勇氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４５６－ ４１：１１．４クビ １０．４
６１１ アイアンデューク 牡５芦 ５４ 津村 明秀栗坂 崇氏 伊藤 伸一 鵡川 上水牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ １８．７�
５１０ ダイヤモンドムーン 牝４黒鹿５５ 横山 典弘岡 浩二氏 宮本 博 日高 千葉飯田牧場 ５０４－１０１：１１．６１	 ６．６�
７１３� マヤノアンズ 牝６鹿 ５３ 四位 洋文田所 英子氏 庄野 靖志 静内（有）石川牧場 B４５４＋ ４１：１１．７クビ ５．７�
４８ サクラナスカ 牝５黒鹿５２ 荻野 琢真�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４５２＋１６１：１２．０２ ２０．３�
１２ サクライダテン 牡６青鹿５５ 吉田 隼人�さくらコマース伊藤 圭三 静内 新和牧場 B４６０＋ ６１：１２．５３ ４８．０�
５９ � ネオファロス 牡６栗 ５４ 秋山真一郎小林 仁幸氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム B４９６－ ６１：１２．６� ６６．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２８，４７８，３００円 複勝： ４７，７７６，０００円 枠連： ３４，１８０，５００円

馬連： １３８，４２９，１００円 馬単： ７３，０４７，４００円 ワイド： ４８，８６３，５００円

３連複： １８７，９８７，１００円 ３連単： ３４９，０３９，９００円 計： ９０７，８０１，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � ２３０円 � １８０円 � ２３０円 枠 連（２－８） ８００円

馬 連 �� １，３７０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド �� ５５０円 �� ８２０円 �� ８５０円

３ 連 複 ��� ３，７００円 ３ 連 単 ��� １９，４８０円

票 数

単勝票数 計 ２８４７８３ 的中 � ５１２３７（１番人気）
複勝票数 計 ４７７７６０ 的中 � ５２３６８（４番人気）� ８２２９３（１番人気）� ５２５０９（３番人気）
枠連票数 計 ３４１８０５ 的中 （２－８） ３４０６８（２番人気）
馬連票数 計１３８４２９１ 的中 �� ７９６９７（１番人気）
馬単票数 計 ７３０４７４ 的中 �� ２１７７６（１番人気）
ワイド票数 計 ４８８６３５ 的中 �� ２３９７９（１番人気）�� １５３７２（７番人気）�� １４７７２（８番人気）
３連複票数 計１８７９８７１ 的中 ��� ３７５４８（７番人気）
３連単票数 計３４９０３９９ 的中 ��� １３２２６（３４番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．４―１１．５―１１．７―１１．５―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．４―２３．８―３５．３―４７．０―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストクローン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２０１１．１．９ 中山４着

２００８．４．６生 牝３鹿 母 オースミシャイン 母母 コランデアガール ９戦３勝 賞金 ３３，８２９，０００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。
（非当選馬） ２頭 オレンジティアラ号・グレナディーン号

２５０８４ ９月３日 雨 稍重 （２３札幌１）第７日 第１２競走 ��
��２，０００�マレーシアカップ

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５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
セランゴールターフクラブ－ペナンターフクラブ－ペラターフクラブ賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２６６，０００円 ７６，０００円 ３８，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．６
１：５６．４

良

良

７１０ シ ャ ガ ー ル 牡４栗 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５００－ ６２：０３．４ ３．６�

８１１ リッツィースター �４鹿 ５７ 丸山 元気岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４８６± ０２：０３．６１� １７．０�
６８ ハーバーコマンド 牡３青 ５４ 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４８０＋ ６ 〃 ハナ ２．９�
６７ 	 フェデラリスト 牡４黒鹿５７ 四位 洋文 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム ５１８± ０２：０３．８１
 ４．２�
８１２�	 ホウショウアマネ 牝６芦 ５５ 宮崎 北斗芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８４± ０２：０４．０１
 ４３．３�
３３ ウ ア ジ ェ ト 牝３黒鹿５２ 池添 謙一岡 浩二氏 清水 出美 浦河 辻 牧場 ４８６＋ ２２：０４．１クビ ９．６�
２２ � グレイスフルソング 牝６鹿 ５５ 三浦 皇成広尾レース	 国枝 栄 愛 NT Blood-

stock ４４６＋ ８ 〃 ハナ ３６．３

４４ 	 マヤノゴクウ 牡８鹿 ５７ 古川 吉洋田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 ５３０＋ ８２：０４．２
 ６３．５�
１１ コ ー ド ロ ン 牡３鹿 ５４ 松田 大作池住 安信氏 牧浦 充徳 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ ２３４．６�
５６ ラインドリーム 牝５黒鹿５５ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 洞爺 ノーザンファーム ４５２－ ２２：０４．４１ ２６．９
７９ マイネルシュトルム 牡５栗 ５７ 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中尾 秀正 新冠 平山牧場 ５２２＋ ６２：０４．６１
 ９．２�
５５ メイショウテッサイ 牡３鹿 ５４ 勝浦 正樹松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 B４９０＋ ２２：０５．３４ １４５．２�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２６，４０６，７００円 複勝： ３７，１８９，４００円 枠連： １７，８４８，９００円

馬連： ７６，７１１，３００円 馬単： ４６，１８９，１００円 ワイド： ２８，２１３，６００円

３連複： ８５，５８２，６００円 ３連単： １８６，５９６，７００円 計： ５０４，７３８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １４０円 � ３１０円 � １４０円 枠 連（７－８） １，５５０円

馬 連 �� ３，５９０円 馬 単 �� ４，５５０円

ワ イ ド �� ９２０円 �� ２４０円 �� ８８０円

３ 連 複 ��� ２，４４０円 ３ 連 単 ��� １６，３１０円

票 数

単勝票数 計 ２６４０６７ 的中 � ５９２００（２番人気）
複勝票数 計 ３７１８９４ 的中 � ８５３３５（１番人気）� ２２２２１（６番人気）� ７９５９２（２番人気）
枠連票数 計 １７８４８９ 的中 （７－８） ９０５１（７番人気）
馬連票数 計 ７６７１１３ 的中 �� １６８４１（１１番人気）
馬単票数 計 ４６１８９１ 的中 �� ７４９３（１８番人気）
ワイド票数 計 ２８２１３６ 的中 �� ７２４７（１１番人気）�� ３６９２４（１番人気）�� ７６６０（１０番人気）
３連複票数 計 ８５５８２６ 的中 ��� ２５９５８（７番人気）
３連単票数 計１８６５９６７ 的中 ��� ８４４５（５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１２．３―１３．２―１２．９―１３．２―１２．５―１２．０―１１．８―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．５―３５．８―４９．０―１：０１．９―１：１５．１―１：２７．６―１：３９．６―１：５１．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ャ ガ ー ル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ノーザンテースト デビュー ２００９．１０．１８ 東京５着

２００７．４．１２生 牡４栗 母 スカーレットブーケ 母母 スカーレツトインク １０戦４勝 賞金 ５６，４８９，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※コードロン号・メイショウテッサイ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

対象レース対象レース



（２３札幌１）第７日 ９月３日（土曜日） 曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
重後不良

競走回数 １２回 出走頭数 １５３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
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

１７６，９２０，０００円
６，４４０，０００円
１１，０９０，０００円
１，４４０，０００円
１６，５１０，０００円
５２，７９６，５００円
３，９７８，０００円
１，５１４，７００円

勝馬投票券売得金
１９３，９６４，１００円
３０６，９００，３００円
１２７，８６６，９００円
４８４，６３４，４００円
３２６，１３８，０００円
２１０，５５４，０００円
６４１，８５１，５００円
１，２４５，３８５，８００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 ３，５３７，２９５，０００円

総入場人員 ５，７６６名 （有料入場人員 ４，９３４名）


