
１９０５０ ７月４日 曇 良 （２１札幌１）第５日 第２競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・右）

牝，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

５７．５
５７．１

良

稍重

４４ カネスヴィバーチェ 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二杉澤 光雄氏 根本 康広 日高 大江牧場 ４２０± ０１：００．０ ８．１�

２２ サージプロミネンス 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥山上 和良氏 野中 賢二 平取 びらとり牧場 ４３６＋ ２ 〃 ハナ ４４．４�
５５ ハナノシルキー 牝３栗 ５４ 田中 博康花田 勲氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４３６± ０１：００．２１� ３．０�
５６ オンワードセジール 牝３栗 ５４ 古川 吉洋�オンワード牧場 加藤 和宏 浦河 オンワード牧場 ４６２－１０ 〃 クビ ８３．５�
７１０ クイーンマルサ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一海原 聖一氏 北出 成人 浦河 村下牧場 ４４０－ ２１：００．４１ １０．１�
６８ ペティマイカパルア 牝３栗 ５４ 北村 友一畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 ４２２＋ ６１：００．８２� ８．９�
３３ デステニーアロー 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲国分 優作岡田 牧雄氏 柴崎 勇 静内 岡田スタツド ４２６＋１２ 〃 ハナ ２１３．４	
７９ ユリカジョウ 牝３鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗河内 孝夫氏 藤岡 健一 浦河 有限会社
吉田ファーム ４５６＋ ４ 〃 クビ １０５．２


６７ パ ギ 牝３鹿 ５４
５１ ▲小野寺祐太加藤 信之氏 鹿戸 雄一 新ひだか 坂本 智広 ４４０－ ４１：００．９クビ ５．４�

１１ リンガスアクトレス 牝３栗 ５４ 津村 明秀伊藤 巖氏 武市 康男 静内 三木田 頼嗣 ４５２± ０１：０１．１１� １８．７�
８１１ ヤマノカントリー 牝３栃栗 ５４

５３ ☆丸田 恭介澤村 敏雄氏 相沢 郁 様似 北澤 正則 ４４２＋ ６１：０１．６３ ６７．８
８１２ 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 ４３４＋ ６１：０１．７� ３．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，６１７，７００円 複勝： １８，５０６，８００円 枠連： ８，８３４，７００円

普通馬連： ２７，００４，７００円 馬単： ２２，９０１，２００円 ワイド【拡大馬連】： １１，７５１，８００円

３連複： ３５，８１５，０００円 ３連単： ５９，４７７，５００円 計： １９５，９０９，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ８１０円 複 勝 � ２１０円 � ８３０円 � １４０円 枠 連（２－４） １０，１１０円

普通馬連 �� ９，６９０円 馬 単 �� ２５，３８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，３００円 �� ３８０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� １０，７４０円 ３ 連 単 ��� １０７，３３０円

票 数

単勝票数 計 １１６１７７ 的中 � １１３５５（４番人気）
複勝票数 計 １８５０６８ 的中 � ２２５８７（４番人気）� ４０６４（８番人気）� ４６８９９（１番人気）
枠連票数 計 ８８３４７ 的中 （２－４） ６４５（２２番人気）
普通馬連票数 計 ２７００４７ 的中 �� ２０５７（２６番人気）
馬単票数 計 ２２９０１２ 的中 �� ６６６（５８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１７５１８ 的中 �� １１８１（２５番人気）�� ８６００（２番人気）�� １２４７（２４番人気）
３連複票数 計 ３５８１５０ 的中 ��� ２４６３（３５番人気）
３連単票数 計 ５９４７７５ 的中 ��� ４０９（２８５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．９―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３５．４―４７．２

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カネスヴィバーチェ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Devil’s Bag デビュー ２００９．４．５ 中山１４着

２００６．５．１１生 牝３鹿 母 デ モ ン リ ー 母母 Qui Royalty ４戦１勝 賞金 ５，７５０，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔制裁〕 ユリカジョウ号の騎手宮崎北斗は，４コーナーで外側に斜行したことについて過怠金５０，０００円。（１１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２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アフィニティ号・イブ号


