
１９０１８ ６月２１日 晴 良 （２１札幌１）第２日 第６競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時３５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

１２ フェバリットガール 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二深見 富朗氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム ４３０± ０１：０９．６ ２．６�

８１５ キングパレード 牡３鹿 ５６ 中舘 英二増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 松田 三千雄 ４７２＋ ２１：０９．７� １１．０�
３５ ウイニングドラゴン 牡３黒鹿５６ 小林 徹弥奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４２４－ ２１：０９．９１� ８．１�
８１６� アグネスロージイ 牝３青鹿５２ 横山 典弘渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Orpendale ４３０＋１４１：１０．１１	 ６２．３�
２３ スリーテンペスト 牡３黒鹿５６ 北村 友一永井商事� 小野 幸治 浦河 金成吉田牧場 ４９０－ ８１：１０．２クビ ２９．７�
３６ アスペンアベニュー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �社台レースホース安田 隆行 三石 追分ファーム ４２８ ―１：１０．３	 １７．６	
４７ シーギリアレディー 牝３鹿 ５４ 池添 謙一田中 昇氏 西浦 勝一 浦河 川越ファーム ４３４＋ ６１：１０．５１	 ６３．３

６１１ アフィニティ 牝３鹿 ５４ 柴原 央明上田 宗義氏 昆 貢 新ひだか 武 牧場 ５０２＋ ８１：１０．７１� １５．９�
５９ キリシマノホシ 牝３鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気土屋 君春氏 二本柳俊一 宮崎 土屋牧場 ３９２－ ２ 〃 ハナ ９５．６�
７１３ クールアンフルール 牝３鹿 ５４ 武 英智�ターフ・スポート河野 通文 浦河 上山牧場 ４６４－１２１：１０．９１� ２．５
２４ シルクパサージュ 牝３青鹿５４ 長谷川浩大有限会社シルク湯窪 幸雄 新冠 堤 牧場 ４６８＋１２１：１１．１１ ２３１．３�
５１０ オンザスローン 牝３鹿 ５４ 津村 明秀加藤 徹氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４１４ ―１：１１．３１ ５８．８�
４８ デルマアヌビス 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓浅沼 廣幸氏 中野渡清一 日高 ファニーヒルファーム ４４８＋１０ 〃 クビ ２０３．６�
７１４ ポールドブラ 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作�ミルファーム 保田 一隆 様似 林 時春 ４１２－ ２１：１１．４クビ ５０５．７�
６１２ ホリデイスクリーン 牝３鹿 ５４ 四位 洋文岡田 牧雄氏 田村 康仁 新冠 富本 茂喜 ４６２＋ ２ 〃 クビ ３９．４�
１１ ミカミラクル 牝３栗 ５４ 五十嵐冬樹井口 莞爾氏 和田 正道 むかわ 上水牧場 ４１６＋ ８１：１１．７１� １７８．１�

（北海道）

（１６頭）

売 得 金

単勝： １６，８１３，４００円 複勝： １９，６３７，０００円 枠連： １３，１７８，１００円

普通馬連： ３９，３４０，１００円 馬単： ２９，８３０，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９４５，７００円

３連複： ４８，８２５，２００円 ３連単： ７７，９４９，４００円 計： ２６１，５１９，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２６０円 複 勝 � １３０円 � ２３０円 � ２１０円 枠 連（１－８） ８４０円

普通馬連 �� １，２９０円 馬 単 �� ２，１００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ５００円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ３，２１０円 ３ 連 単 ��� １１，２６０円

票 数

単勝票数 計 １６８１３４ 的中 � ５１８５２（２番人気）
複勝票数 計 １９６３７０ 的中 � ５７００１（１番人気）� １８２０１（４番人気）� ２１３３３（３番人気）
枠連票数 計 １３１７８１ 的中 （１－８） １１６９２（３番人気）
普通馬連票数 計 ３９３４０１ 的中 �� ２２５３３（３番人気）
馬単票数 計 ２９８３０３ 的中 �� １０５０４（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９４５７ 的中 �� ８０１６（３番人気）�� ８１１９（２番人気）�� ４５７０（７番人気）
３連複票数 計 ４８８２５２ 的中 ��� １１２２９（６番人気）
３連単票数 計 ７７９４９４ 的中 ��� ５１０９（２１番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．９―１１．５―１１．３―１１．５―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２３．０―３４．５―４５．８―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フェバリットガール �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 リ ヴ リ ア デビュー ２００８．８．１７ 札幌１１着

２００６．４．４生 牝３黒鹿 母 ソロシンガー 母母 ミストモカゼ ８戦１勝 賞金 １０，３５０，０００円
〔制裁〕 ポールドブラ号の騎手国分優作は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２番・１０番・９番への

進路影響）
※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。
（非抽選馬） ４頭 ヴィトンクイーン号・コンポステラ号・ディアハニー号・マハロヌイロア号
※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。


