
２２１２４ ９月５日 曇 良 （２１札幌２）第１１日 第４競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１２時３０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

４７ トリプルスレット 牝３青 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４６０＋ ２１：０９．９ １．７�

５９ � 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 ４４２＋ ２１：１０．０� ６．０�
１１ カワキタラブポップ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４７６＋ ２１：１０．１� １３．２�
６１２ シルキールンバ 牝３鹿 ５４ 松田 大作有限会社シルク大竹 正博 新冠 山岡ファーム ４２６＋１６１：１０．４１� ５１．９�
２４ ファストストリーム 牝３栗 ５４ 中舘 英二加藤 信之氏 昆 貢 青森 マルシチ牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ ２９．７�
２３ フクノライジン 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二小沼 博氏 嶋田 潤 浦河 林農場 B４９０＋ ４１：１０．５クビ １４．７�
３６ ラブユニバース 牝３栗 ５４ 田中 勝春増田 陽一氏 須貝 彦三 新冠 武田 修一 ４０２± ０１：１０．８１� ６３．５	
５１０ レッドエンサイン 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠 
東京ホースレーシング 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 ４６８＋ ２１：１１．０１	 ８．７�
４８ グレイスファミリー 牝３栗 ５４ 吉田 稔佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４６２＋１４ 〃 ハナ ２２．６�

（北海道）

７１４ メイショウハイホー 牝３栗 ５４
５２ △荻野 琢真松本 好雄氏 梅田 智之 平取 稲原牧場 ４１４＋３０ 〃 アタマ ７８．６

７１３ アスペンアベニュー 牝３栗 ５４ 古川 吉洋 �社台レースホース安田 隆行 三石 追分ファーム ４４２＋ ８ 〃 クビ ３９．０�
６１１ クリノシーグリーン 牝３鹿 ５４ 中谷 雄太栗本 博晴氏 高市 圭二 門別 三輪牧場 ４４６＋ ２１：１１．１クビ １３０．６�
８１５ ウインパランセ 牝３栗 ５４

５３ ☆丸田 恭介
ウイン 国枝 栄 門別 シンコーファーム ３９６＋１４ 〃 アタマ １１０．８�
３５ メイマドンナ 牝３鹿 ５４ 田中 博康千明牧場 鈴木 伸尋 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４５８＋ ４１：１１．５２� １８１．６�
８１６ ルーシッドドリーム 牝３芦 ５４

５１ ▲小野寺祐太 �社台レースホース鈴木 伸尋 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８＋ ６１：１２．２４ ２７０．９�

１２ コ コ ペ リ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �社台レースホース牧 光二 千歳 社台ファーム ４３６＋ ８１：１２．８３� １８．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，９１８，９００円 複勝： ４０，２４６，７００円 枠連： １０，２７６，６００円

普通馬連： ２７，４０２，１００円 馬単： ２７，８９７，５００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７１３，４００円

３連複： ３８，６１０，８００円 ３連単： ７３，２１６，６００円 計： ２４５，２８２，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １８０円 � ２７０円 枠 連（４－５） ２５０円

普通馬連 �� ５００円 馬 単 �� ５７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２２０円 �� ３７０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ２，０６０円 ３ 連 単 ��� ５，０８０円

票 数

単勝票数 計 １３９１８９ 的中 � ６６８９１（１番人気）
複勝票数 計 ４０２４６７ 的中 � ２７７１９４（１番人気）� ２７９５４（２番人気）� １４１９９（４番人気）
枠連票数 計 １０２７６６ 的中 （４－５） ３１２１０（１番人気）
普通馬連票数 計 ２７４０２１ 的中 �� ４０５５５（１番人気）
馬単票数 計 ２７８９７５ 的中 �� ３６３０８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７１３４ 的中 �� １８１０７（１番人気）�� ９１２８（４番人気）�� ２５３１（１４番人気）
３連複票数 計 ３８６１０８ 的中 ��� １３８９２（５番人気）
３連単票数 計 ７３２１６６ 的中 ��� １０６４３（８番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．３―１１．８―１１．７―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．１―４５．９―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トリプルスレット �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１２．６ 中山５着

２００６．３．１０生 牝３青 母 トリプレックス 母母 トリプルワウ ８戦１勝 賞金 １２，５００，０００円
〔発走状況〕 ココペリ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻３分遅延。
※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） １頭 ポイントプリム号
（非抽選馬） １頭 セレーサ号
※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。


