
２１０２４ ７月２０日 晴 良 （２０函館２）第２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

３５ � ゴールドクリッパー 牡４栗 ５７ D．ホワイト 山田 弘氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド ４９２－ ２１：０９．４ １２．０�
（香港）

３６ アンソロジー 牝４鹿 ５５
５４ ☆北村 友一 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４４２＋ ６１：０９．７２ ４．５�

４７ オリオンザドンペリ 牡４栗 ５７ 藤田 伸二平本 敏夫氏 小西 一男 三石 大塚牧場 ４７２＋ ４１：０９．９１� ５．７�
６１１ マチカネスマアカシ 牡５鹿 ５７

５４ ▲丸田 恭介細川 益男氏 宗像 義忠 静内 千代田牧場 ５３２－１０１：１０．０クビ ８０．８�
２３ ギンザマスタング 牡３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人有馬 博文氏 的場 均 三石 土田 扶美子 ４８６－ ４１：１０．１� ７．６�
１１ � ロンシャンステージ 牡４芦 ５７

５４ ▲大江原 圭前田 榮生氏 二本柳俊一 青森 競馬牧場 B４５６＋ ６ 〃 アタマ ９５．３�
４８ センザイイチグウ 牡４栗 ５７ 大野 拓弥平岡 茂樹氏 谷原 義明 鵡川 平岡牧場 ４７４＋ ２１：１０．２� １２．２	
８１５� エ ア ル ー ア 牝４芦 ５５

５３ △三浦 皇成 
ラッキーフィールド加藤 和宏 様似 猿倉牧場 ４４０＋ ４１：１０．３クビ ３１．１�
５１０ ファーストナイナー 牝４栗 ５５ 田嶋 翔猪野毛雅人氏 小島 貞博 三石 猪野毛牧場 ４６４＋ ６ 〃 ハナ ７０．７�
５９ ユキノマーヴェラス 牝４栗 ５５

５２ ▲荻野 琢真井上 基之氏 柴田 政人 新冠 赤石 久夫 ４５６＋ ２ 〃 クビ ５４．９
２４ � ウインウラカワ 牝５鹿 ５５ 松田 大作�小林牧場 田中 章博 浦河 本巣 政治 ４２４＋ ４１：１０．４クビ ３４．９�
６１２ ピエナプリンセス 牝３鹿 ５２ 菊沢 隆徳本谷 兼三氏 萱野 浩二 静内 フジワラフアーム ４５８＋ ６ 〃 クビ １１．６�
１２ シャドウランズ 牡３青鹿５４ 津村 明秀山上 和良氏 柴崎 勇 平取 松崎 文彦 ４８４＋ ２１：１０．５� １１３．２�
８１６ ファイナルファイト 牡３栗 ５４ 池添 謙一林 順子氏 鶴留 明雄 新冠 協和牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ ３．６�
７１４ バーグドール 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介松岡 隆雄氏 石坂 正 門別 下河辺牧場 B４６４＋ ４１：１０．７１� １４．８�
７１３� ヒシフラッシー 牡３栗 ５４ 秋山真一郎阿部雅一郎氏 加藤 和宏 新冠 カミイスタット ４９８＋ ６１：１１．１２� １５９．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ４０，９４９，４００円 複勝： ５２，３２９，１００円 枠連： ４８，７６０，３００円

普通馬連： １５８，１９８，８００円 馬単： １０９，４４３，６００円 ワイド【拡大馬連】： ４９，１７８，９００円

３連複： １９０，６２６，８００円 ３連単： ５１０，５６９，６００円 計： １，１６０，０５６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � ２７０円 � １７０円 � ２６０円 枠 連（３－３） ２，２００円

普通馬連 �� ２，３１０円 馬 単 �� ５，３１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� １，５８０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ５，６６０円 ３ 連 単 ��� ４１，７８０円

票 数

単勝票数 計 ４０９４９４ 的中 � ２７０８５（６番人気）
複勝票数 計 ５２３２９１ 的中 � ４６１８５（５番人気）� ９５５５２（２番人気）� ４９１７４（３番人気）
枠連票数 計 ４８７６０３ 的中 （３－３） １６３８３（１０番人気）
普通馬連票数 計１５８１９８８ 的中 �� ５０７００（１０番人気）
馬単票数 計１０９４４３６ 的中 �� １５２２１（２１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ４９１７８９ 的中 �� １５８８５（６番人気）�� ７３０６（１８番人気）�� ２３９２９（３番人気）
３連複票数 計１９０６２６８ 的中 ��� ２４８６３（１２番人気）
３連単票数 計５１０５６９６ 的中 ��� ９０２０（１１６番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．１―１１．６―１１．５―１２．６

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ゴールドクリッパー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ヘクタープロテクター

２００４．５．１８生 牡４栗 母 ジャスミンリーフ 母母 ダムスペクタキュラー １１戦１勝 賞金 １１，３５０，０００円
初出走 JRA

※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 キングスベリー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。


