
２４０１２ ８月１１日 晴 良 （１９札幌１）第１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

１：０８．４
１：０６．５

良

良

１１ ティムガッド 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己伊達 秀和氏 上原 博之 門別 サンシャイン
牧場 ４７４＋ ６１：１０．０ ６．６�

３６ マイニングゴールド 牡３栗 ５４ 藤田 伸二泉 俊二氏 伊藤 圭三 静内 グランド牧場 ４６０＋ ６１：１０．２１� ８．８�
５９ メイショウバレーヌ 牝３栗 ５２ 四位 洋文松本 好雄氏 安達 昭夫 門別 日西牧場 ４５８＋ ２ 〃 クビ ４．５�
１２ � レッドディクシー 牝４鹿 ５５ 川島 信二山本 敏晴氏 田島 良保 米 Wakefield

Farm ４５６＋ ２１：１０．３クビ ６５．５�
３５ 	 チューイングサイン 牝３栗 ５２ 横山 典弘加藤 信之氏 中川 公成 浦河 松田 次郎 ４４８± ０ 〃 ハナ １０．９�
２４ 
 アンソロジー 牝３鹿 ５２ 池添 謙一 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４４２＋１２ 〃 ハナ ７．４�
４８ 
 タガノグラマラス 牝３鹿 ５２ 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４６４－ ２１：１０．５１� ３．４	
４７ � ウイングマシェリ 牝４栗 ５５

５２ ▲的場 勇人野島 春男氏 南田美知雄 門別 野島牧場 ４３６－ ２ 〃 クビ ２００．２

６１２ ナリタトパーズ 牝３黒鹿５２ 河北 通�オースミ 小野 幸治 新冠 大栄牧場 ４３４＋ ６１：１０．６� ２６．２�
８１５ タイキマーズ ６鹿 ５７ 津村 明秀�大樹ファーム 作田 誠二 大樹 大樹ファーム ４４０＋１４１：１０．７� ７．６
２３ 
 ニシノオウヒ 牝５鹿 ５５

５２ ▲黛 弘人西山 茂行氏 小桧山 悟 鵡川 西山牧場 ４７６－ ２１：１１．０２ １２０．７�
７１４ スウィープシルバー 牡３芦 ５４ 小林 徹弥山本 茂氏 松永 昌博 三石 猪野毛牧場 ４４０－ ２ 〃 アタマ ４６．１�
７１３� ディキシーブルーム 牝５鹿 ５５ 柴山 雄一 �ユートピア牧場 西園 正都 米 Diamond A Rac-

ing Corporation ４５６＋１４１：１１．１クビ １８６．０�
６１１
 テントゥワン 牡４黒鹿５７ 勝浦 正樹宮坂五十四氏 二本柳俊一 浦河 三好牧場 ４２８＋ ２ 〃 ハナ ８３．４�
５１０ アグネスプロトン 牡８鹿 ５７

５６ ☆北村 友一渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４８４－１６１：１１．５２� １１５．１�
８１６



	
� エプソムチャーム 牝４栗

５５
５２ ▲佐藤 聖也 �ジャパン・

ホースマン・クラブ 笹倉 武久 静内 畠山牧場 ４３６＋ ６１：１２．５６ ２３４．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３３，５４９，２００円 複勝： ３６，５９６，４００円 枠連： ３０，６６４，４００円

普通馬連： １２４，５３１，７００円 馬単： ９２，３５９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ３７，２１７，３００円

３連複： １３４，５４３，３００円 ３連単： ３６７，５９１，０００円 計： ８５７，０５２，４００円

払 戻 金

単 勝 � ６６０円 複 勝 � ２２０円 � ２８０円 � １５０円 枠 連（１－３） １，４７０円

普通馬連 �� ３，５１０円 馬 単 �� ６，６７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，０９０円 �� ５１０円 �� ６９０円

３ 連 複 ��� ４，９４０円 ３ 連 単 ��� ３１，１８０円

票 数

単勝票数 計 ３３５４９２ 的中 � ４０５０３（３番人気）
複勝票数 計 ３６５９６４ 的中 � ４０４４５（３番人気）� ２９０８４（７番人気）� ８１５２４（１番人気）
枠連票数 計 ３０６６４４ 的中 （１－３） １５４３０（７番人気）
普通馬連票数 計１２４５３１７ 的中 �� ２６２０６（１４番人気）
馬単票数 計 ９２３５９１ 的中 �� １０２２０（２５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３７２１７３ 的中 �� ８１１１（１４番人気）�� １８７３６（３番人気）�� １３３１６（１０番人気）
３連複票数 計１３４５４３３ 的中 ��� ２０１１４（１６番人気）
３連単票数 計３６７５９１０ 的中 ��� ８７０２（１０１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．５―１１．６―１１．７―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．３―３４．８―４６．４―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ティムガッド �
�
父 サザンヘイロー �

�
母父 Theatrical デビュー ２００６．７．１ 福島５着

２００４．５．１２生 牡３鹿 母 パ ル ツ ェ 母母 Golden Hind １１戦２勝 賞金 ２０，５９０，０００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 シアトルナカヤマ号・プリンセスデザイア号


