
２２０７１ ８月１６日 晴 良 （２１札幌２）第６日 第１１競走 ��
��１，２００�

ひ つ じ が お か

羊 ヶ 丘 特 別
発走１６時４０分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

８１６ プレンティフェスタ 牝４青 ５５ 藤岡 佑介 �社台レースホース加藤 征弘 千歳 社台ファーム ４６８＋ ２１：０９．６ ２０．７�

１１ ユキノハボタン 牝４栗 ５５ 丸田 恭介遠藤 宗義氏 領家 政蔵 門別 川端 正博 ４６８± ０１：０９．８１ ３．４�
４７ ヴァイスハイト 牝５青鹿５５ 古川 吉洋 �キャロットファーム 安田 隆行 早来 ノーザンファーム ４４６＋ ６ 〃 クビ ５３．０�
７１３ ミスクリアモン 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４５８－ ６ 〃 アタマ ３．６�
８１５ メイスンシンデレラ 牝５栗 ５５ 安藤 勝己梅村 浩氏 岩戸 孝樹 門別 木村牧場 ４５６＋１６ 〃 ハナ １０６．７�
２３ アモーレヴォレ 牝４黒鹿５５ 中舘 英二�三嶋牧場 田村 康仁 浦河 三嶋牧場 ４９２－ ２ 〃 ハナ ４．２�
１２ アドマイヤプルート 牝５鹿 ５５ 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４６４＋ ２１：０９．９クビ １４．３	
３５ アンソロジー 牝５鹿 ５５ 津村 明秀 �サンデーレーシング 中尾 秀正 早来 ノーザンファーム ４４６＋２０ 〃 クビ ２３．６

２４ ラブチャーミー 牝３鹿 ５２ 武 幸四郎増田 陽一氏 須貝 彦三 新ひだか 松田 三千雄 ４２２－１６１：１０．０� ９５．７�
５１０ ヴ ェ リ タ ス 牡５鹿 ５７ 秋山真一郎 �サンデーレーシング 岡田 稲男 静内 岡田スタツド ４６８＋ ６ 〃 クビ ７．６�
３６ シセイヒカリ 牡８鹿 ５７ 柴山 雄一猪苗代 勇氏 北出 成人 新冠 早田牧場新

冠支場 ４８６－ ２１：１０．１� １４４．９
５９ クレバージェフリー 牡６鹿 ５７ 三浦 皇成田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４４２－１０ 〃 ハナ ７６．３�
４８ シシャモチャン 牝３栗 ５２ 小林 徹弥大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 ４６６－ ２１：１０．２クビ ２２．９�
６１１ グランプリヒーロー 牡４鹿 ５７ 芹沢 純一�グランプリ 矢作 芳人 静内 静内酒井牧場 ４６０＋ ４１：１０．５２ ３１．７�
６１２	 ゴールドクリッパー 牡５栗 ５７ 宮崎 北斗山田 弘氏 岩戸 孝樹 静内 岡田スタツド B５００－ ６１：１０．９２� ２２９．０�
７１４ ヴィヴァーチェ 牝５鹿 ５５ 四位 洋文 �荻伏服部牧場 小島 茂之 浦河 荻伏服部牧場 ４４４－ ６ 〃 アタマ ５３．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２７，８６２，５００円 複勝： ４０，１３７，１００円 枠連： ２３，３７９，１００円

普通馬連： ９４，８８８，７００円 馬単： ６３，６０８，３００円 ワイド【拡大馬連】： ３２，７９４，７００円

３連複： １２１，７８７，６００円 ３連単： ２５０，５３４，８００円 計： ６５４，９９２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０７０円 複 勝 � ５１０円 � １７０円 � ９３０円 枠 連（１－８） ２，０００円

普通馬連 �� ３，０７０円 馬 単 �� ８，６３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，３５０円 �� ９，１１０円 �� ２，７６０円

３ 連 複 ��� ２９，２９０円 ３ 連 単 ��� ３０６，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２７８６２５ 的中 � １０６３４（６番人気）
複勝票数 計 ４０１３７１ 的中 � １７７６１（７番人気）� ８８３２３（１番人気）� ９０７７（１１番人気）
枠連票数 計 ２３３７９１ 的中 （１－８） ８６３３（８番人気）
普通馬連票数 計 ９４８８８７ 的中 �� ２２８６２（１０番人気）
馬単票数 計 ６３６０８３ 的中 �� ５４４５（２９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３２７９４７ 的中 �� ６１３８（１３番人気）�� ８６６（６７番人気）�� ２９２１（２７番人気）
３連複票数 計１２１７８７６ 的中 ��� ３０６９（８２番人気）
３連単票数 計２５０５３４８ 的中 ��� ６０４（６６９番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．５―１１．１―１１．６―１１．９―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．６―３３．７―４５．３―５７．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．９
３ １５－８（４，１２，１３）（１，１１）（２，１６）５，７（３，６）－（１０，９）１４ ４ １５，８，１３（４，１２）（１，１１）（２，１６）（５，７）３（１０，６）９，１４

勝馬の
紹 介

プレンティフェスタ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．４．２０ 福島３着

２００５．２．２６生 牝４青 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター １１戦３勝 賞金 ３１，４２１，０００円
〔騎手変更〕 ヴィヴァーチェ号の騎手的場勇人は，病気のため四位洋文に変更。

メイスンシンデレラ号の騎手田中博康は，第５日第１１競走での落馬負傷のため安藤勝己に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 トップオブピーコイ号
（非抽選馬） ５頭 アイアンデューク号・セトノアンテウス号・ティムガッド号・トミノドリーム号・トーヨーエーピー号


