
２４０５８ ８月３０日 曇 良 （２０札幌１）第５日 第１０競走 ��
��１，２００�ま り も 特 別

発走１６時００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
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 ４３４，０００円 １２４，０００円 ６２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０８．３
１：０６．５

良

良

３６ フランシール 牝４栗 ５５ 横山 典弘岡田 牧雄氏 後藤 由之 静内 岡田スタツド ４８２－ ６１：０９．９ ４．４�

６１２ 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－ ４ 〃 ハナ １７．５�
３５ � 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

５０４－２０１：１０．１１� １５．７�
７１４ アースコマンダー 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成松山 増男氏 野元 昭 浦河 昭和牧場 ４７４＋ ８ 〃 ハナ １３．７�
５９ アンソロジー 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４４４± ０ 〃 クビ ２．６�
２４ 	 スプリンガーハナコ 牝３黒鹿５２ 宮崎 光行中村 吉	氏 角川 秀樹 門別 森永 直幸 ４７６－ ２１：１０．２
 ９０．７


（北海道） （北海道）

５１０ ナムラブーム 牡５鹿 ５７ 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５１４＋１８１：１０．３
 ４３．０�
１２ カシマワールド 牡７鹿 ５７ 鈴来 直人松浦 一久氏 佐藤 全弘 様似 富田 恭司 ４２０＋１０１：１０．５１ １９９．０�
４８ ケイエスショーキ 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二キヨシサービス 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５１８± ０１：１０．７１� １０５．４�
４７ � クリノエターナル 牝５鹿 ５５ 山口 竜一栗本 守氏 内藤 一雄 静内 佐竹 学 ４８２＋ ８１：１０．８クビ ２１２．８�

（北海道）

２３ バロンダンス 牡３栗 ５４ 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 ４２２＋ ６１：１０．９
 ７．３�
８１６ ドンマルゴー 牡３鹿 ５４ 的場 勇人山田 貢一氏 崎山 博樹 様似 小田 誠一 ４５６＋ ６ 〃 クビ ２６．７�
８１５� マーシャルソング 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介池谷 誠一氏 萩原 清 米

Ramona S. Bass
& Arthur A.
Seeligson III

４７４± ０１：１１．４３ ２７．６�
１１ 	 ヤスノヴィグラス 牝３鹿 ５２ 斉藤 正弘谷口 孝治氏 佐久間雅貴 三石 山本 昇寿 ４８８± ０１：１１．７２ ６６．７�

（北海道） （北海道）

６１１ クインズプレイヤー 牝４黒鹿５５ 五十嵐冬樹嶋田 賢氏 本郷 一彦 静内 岡田牧場 ４４４＋ ２１：１１．８� ９．０�
（北海道）

７１３ リルティングソング 牝３栗 ５２ 芹沢 純一 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 和田 正道 静内 藤原牧場 ４６４＋１４１：１２．２２� １７．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２２，６５０，３００円 複勝： ３２，０１７，８００円 枠連： ２２，４５１，３００円

普通馬連： ８６，７５２，０００円 馬単： ６０，０８９，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２６，６３１，８００円

３連複： ９９，０８６，１００円 ３連単： ２３８，４６７，８００円 計： ５８８，１４７，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４４０円 複 勝 � １８０円 � ４２０円 � ３７０円 枠 連（３－６） ９７０円

普通馬連 �� ３，７００円 馬 単 �� ５，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，１２０円 �� １，０３０円 �� ３，０９０円

３ 連 複 ��� １５，４２０円 ３ 連 単 ��� ７２，３４０円

票 数

単勝票数 計 ２２６５０３ 的中 � ４１４３８（２番人気）
複勝票数 計 ３２０１７８ 的中 � ６０９９５（２番人気）� １７６９４（７番人気）� ２０２１６（５番人気）
枠連票数 計 ２２４５１３ 的中 （３－６） １７１０１（５番人気）
普通馬連票数 計 ８６７５２０ 的中 �� １７３４４（１３番人気）
馬単票数 計 ６００８９９ 的中 �� ７４５０（２０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２６６３１８ 的中 �� ５９２４（１２番人気）�� ６５３５（１０番人気）�� ２０５５（３６番人気）
３連複票数 計 ９９０８６１ 的中 ��� ４７４５（５２番人気）
３連単票数 計２３８４６７８ 的中 ��� ２４３３（２２３番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．５―１１．０―１１．６―１２．２―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．７―３３．７―４５．３―５７．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フランシール �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Irish River デビュー ２００６．１１．１２ 東京７着

２００４．３．９生 牝４栗 母 オールドスタッフ 母母 Antique Value ９戦３勝 賞金 ３０，２９９，０００円
〔騎手変更〕 ケイエスショーキ号の騎手小林徹弥は，第１競走での落馬負傷のため藤田伸二に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 マイティーボタン号・リバートーマス号
（非抽選馬） ５頭 コパノシンオー号・ジェヴォーナ号・スウェプトスルー号・ボニーアクション号・マイグッドフェロー号
※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。


