
２１０７９ ８月９日 晴 良 （２０函館２）第７日 第７競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１５分 （芝・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

１：０８．４
１：０６．５

良

良

４７ サンタドレス 牝４鹿 ５５
５３ △三浦 皇成下河�行雄氏 佐々木晶三 門別 下河辺牧場 ５０６＋１０１：１０．６ ２．２�

３４ 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 ４４４＋ ２１：１１．４５ ３．２�

５９ � ギブミーアチャンス 牝５鹿 ５５ 菊沢 隆徳近藤 正道氏 石栗 龍彦 えりも 能登 浩 ４５０＋ ２ 〃 アタマ １９．４�
８１４ 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 ４８８＋２０１：１１．５� ９．６�
５８ ユキノマーヴェラス 牝４栗 ５５ 木幡 初広井上 基之氏 柴田 政人 新冠 赤石 久夫 ４６２＋ ６１：１１．６クビ １２４．９�
７１２ メジロアリエル 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４４６－ ４ 〃 クビ ６．８	
６１１ ジェヴォーナ 牝３栗 ５２ 池添 謙一 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 静内 武岡牧場 ４０８＋ ４１：１１．９１� ３０．３�
１１ � ゴールドゲスト 牝４鹿 ５５

５２ ▲荻野 琢真居城 要氏 天間 昭一 鵡川 安田 幸子 ４３０－ ４１：１２．０� ２０６．０�
２２ パラダイスイズヒア 牝３鹿 ５２ 長谷川浩大 �社台レースホース岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４６６＋１０ 〃 ハナ ２４．０
８１５ ミンナシアワセ 牝５鹿 ５５ 古川 吉洋神山 幸男氏 土田 稔 門別 北海牧場 ４７８－ ４１：１２．３１� ９７．０�
３５ ボニーアクション 牝４鹿 ５５ D．ホワイト 下河辺隆行氏 角居 勝彦 門別 下河辺牧場 ４９０± ０１：１２．４� ３９．６�

（香港）

２３ イーサンディーバ 牝３鹿 ５２ 四位 洋文国本 勇氏 天間 昭一 門別トヨサトアライファーム ４６０－ ６１：１２．５� ４０．３�
６１０� ス タ ー ダ ム 牝３黒鹿５２ 郷原 洋司栗嶋 豊明氏 郷原 洋行 静内 荒谷 英俊 B４９０－ ４１：１２．６� ３２９．４�
４６ � ウインウラカワ 牝５鹿 ５５

５２ ▲丸田 恭介�小林牧場 田中 章博 浦河 本巣 政治 ４２４± ０ 〃 アタマ ３８．０�
７１３ ミラクルプリンセス 牝４栗 ５５ 梶 晃啓�大樹ファーム 加藤 和宏 新冠 パカパカ

ファーム ４２８－１２１：１２．７� １３５．６�

（１５頭）

売 得 金

単勝： １４，５８６，９００円 複勝： ２０，１６９，０００円 枠連： １２，０６８，８００円

普通馬連： ４０，６６２，２００円 馬単： ３５，８３９，９００円 ワイド【拡大馬連】： １４，４７６，９００円

３連複： ４５，０５５，３００円 ３連単： １０３，３５５，９００円 計： ２８６，２１４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２２０円 複 勝 � １２０円 � １２０円 � ２６０円 枠 連（３－４） ３３０円

普通馬連 �� ４３０円 馬 単 �� ６４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １９０円 �� ６５０円 �� ４９０円

３ 連 複 ��� １，４８０円 ３ 連 単 ��� ４，７２０円

票 数

単勝票数 計 １４５８６９ 的中 � ５３６２７（１番人気）
複勝票数 計 ２０１６９０ 的中 � ５１８４５（２番人気）� ５６３１１（１番人気）� １３０３４（５番人気）
枠連票数 計 １２０６８８ 的中 （３－４） ２７２９１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４０６６２２ 的中 �� ７０７７０（１番人気）
馬単票数 計 ３５８３９９ 的中 �� ４１４１１（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １４４７６９ 的中 �� ２４７７９（１番人気）�� ４６７０（７番人気）�� ６４９８（６番人気）
３連複票数 計 ４５０５５３ 的中 ��� ２２６１９（３番人気）
３連単票数 計１０３３５５９ 的中 ��� １６１６５（６番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．３―１１．７―１２．０―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．４―４６．１―５８．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンタドレス �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラユタカオー デビュー ２００７．３．３１ 阪神５着

２００４．３．２５生 牝４鹿 母 マヤノクリオネ 母母 レディコスマー １１戦３勝 賞金 ２６，２４０，０００円
※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。


