
２５０４６ ９月２１日 晴 良 （２０札幌２）第４日 第１０競走 ��１，２００�
れ ぶ ん

礼 文 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５５�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 ４２０，０００円 １２０，０００円 ６０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

４７ 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 ４４６＋ ２１：０９．９ ２．４�

１２ ライトグローリー 牡４黒鹿５７ 藤田 伸二藤田 庸右氏 北出 成人 門別 藤本 直弘 B４７６＋ ２１：１０．０� ４．３�
７１４ ブラックティー 牝４鹿 ５５ 松田 大作�日進牧場 柴田 政見 様似 スイートフアーム ４６４＋１８１：１０．２１� １５．８�
８１６� ヒ デ フ ジ 牝３鹿 ５３ 坂下 秀樹大道 秀雄氏 国信 満 浦河 大道牧場 B４５４－１０１：１０．４１� １４２．５�

（北海道） （北海道）

１１ コパノシンオー 牡３鹿 ５５ 大野 拓弥小林 祥晃氏 武藤 善則 静内 谷岡牧場 ４４６－ ４ 〃 アタマ ９．１�
６１２� ヒシエンジェル 牝５鹿 ５５ 郷原 洋司阿部雅一郎氏 小林 常泰 浦河 中村 敏明 ４９２－ ６ 〃 アタマ １９．４�
３５ メジロアリエル 牝３鹿 ５３ 三浦 皇成�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４４６＋ ６１：１０．６１� ６．２	
４８ ア ト ス 牡５黒鹿５７ 田辺 裕信鈴木 芳夫氏 内藤 一雄 門別 サンシャイン

牧場 ４４６＋ ６ 〃 ハナ １６２．６

３６ � ベルモントバレット 牡５鹿 ５７ 菊沢 隆徳 �ベルモントファーム 嶋田 潤 新冠 ベルモント

ファーム ４３４＋ ４１：１０．８１� ５４．９�
５１０ シルクストレングス 牡３栗 ５５ 長谷川浩大有限会社シルク岡田 稲男 門別 ヤナガワ牧場 ４８０＋１０ 〃 ハナ １０．８�
６１１� クリノエターナル 牝５鹿 ５５ 梶 晃啓栗本 守氏 内藤 一雄 静内 佐竹 学 ４８４＋ ２ 〃 クビ １８８．１
５９ ケイエスショーキ 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋キヨシサービス� 高橋 成忠 門別 高柳 隆男 ５２０＋ ２ 〃 ハナ ７０．５�
８１５ ファンタジックキー 牝３栗 ５３ 丸田 恭介�グランド牧場 清水 英克 静内 グランド牧場 B４８２－１０１：１０．９クビ ５３．１�
２４ � モ ン タ ナ 牝３青鹿５３ 山口 竜一�村 洋子氏 田部 和則 様似 �村 伸一 ４５６－ ８１：１１．１１ ２２．８�

（北海道） （北海道）

７１３ スガノナイナー 牝３鹿 ５３ 小林 久晃菅原光太郎氏 大和田 稔 三石 白井 吉美 ４３４－ ２ 〃 クビ ２００．２�

（１５頭）
２３ 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 ４２８＋ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １５，８００，８００円 複勝： １８，８０７，２００円 枠連： １６，３８１，６００円

普通馬連： ５４，８７１，７００円 馬単： ４３，３８８，４００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９４５，９００円

３連複： ６４，４５９，８００円 ３連単： １５１，６９３，０００円 計： ３８１，３４８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １３０円 � １６０円 � ３３０円 枠 連（１－４） ３４０円

普通馬連 �� ５５０円 馬 単 �� ９２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２４０円 �� ６００円 �� ９６０円

３ 連 複 ��� ２，１４０円 ３ 連 単 ��� ７，２６０円

票 数

単勝票数 差引計 １５８００８（返還計 １０４８） 的中 � ５３６４３（１番人気）
複勝票数 差引計 １８８０７２（返還計 １９７３） 的中 � ５５５８０（１番人気）� ３００３９（２番人気）� １０２１０（６番人気）
枠連票数 差引計 １６３８１６（返還計 ２１０） 的中 （１－４） ３５９７８（１番人気）
普通馬連票数 差引計 ５４８７１７（返還計 １５１２４） 的中 �� ７４４７９（１番人気）
馬単票数 差引計 ４３３８８４（返還計 １１８８４） 的中 �� ３５１００（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １５９４５９（返還計 ６５７６） 的中 �� １９３３０（１番人気）�� ６０９６（６番人気）�� ３６５７（１３番人気）
３連複票数 差引計 ６４４５９８（返還計 ３８２６２） 的中 ��� ２２２７８（４番人気）
３連単票数 差引計１５１６９３０（返還計 ９１４１９） 的中 ��� １５４３９（１２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．５―１１．６―１１．７―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２３．１―３４．６―４６．２―５７．９

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アンソロジー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００６．６．１８ 函館２着

２００４．３．２５生 牝４鹿 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー １４戦２勝 賞金 ３０，２００，０００円
〔競走除外〕 カシマワールド号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 スイングロウ号
（非抽選馬） ３頭 フミノオリヒメ号・ヤマカツシリウス号・ロンシャンステージ号
※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。


