
１８０３０ ６月２８日 晴 良 （２０函館１）第３日 第６競走 ��２，０００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０分 （芝・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

１：５７．８
１：５６．４

良

良

２２ ダイワスピリット 牝３栗 ５４ 武 幸四郎大城 敬三氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ４５４＋１８２：０１．１ ７．５�

３３ シーエンプレス 牝３鹿 ５４ 中村 将之 �サンデーレーシング 松元 茂樹 追分 追分ファーム ４９６＋１２２：０２．２７ １７．７�
１１ アストレアピース 牝３栗 ５４ 横山 典弘村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 向別牧場 ４０６－ ２ 〃 アタマ １２．４�
７１０ フロイラインローゼ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４２０－ ４２：０２．３クビ ３．８�
５５ ブラボーデイジー 牝３芦 ５４

５３ ☆北村 友一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 門別 ヤナガワ牧場 ５１８－ ２２：０２．４� １２．３�
５６ メジロミニー 牝３栗 ５４

５１ ▲三浦 皇成メジロ商事� 保田 一隆 洞爺 メジロ牧場 ３７８＋ ２ 〃 クビ １４．０	
４４ アドマイヤジョイ 牝３黒鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４７４± ０２：０２．６１� ８．７

８１２ テイエムクロカミ 牝３鹿 ５４ 池添 謙一竹園 正繼氏 柴田 政見 静内 藤原牧場 ４５４－ ６２：０２．７クビ ２．５�
８１１ サンデーギャロップ 牝３栗 ５４ 大野 拓弥木浪 巖氏 杉浦 宏昭 鵡川 西山牧場 ４６４＋ ４２：０３．４４ ２３５．３�
６８ プリティアリエル 牝３黒鹿５４ 四位 洋文横瀬 兼二氏 池添 兼雄 鵡川 市川牧場 ４２８± ０２：０３．８２� ４５．７
７９ タイニーシャイナー 牝３鹿 ５４

５１ ▲大江原 圭臼田 浩義氏 大久保洋吉 千歳 社台ファーム ４４０ ―２：０５．０７ ７４．８�
６７ サクラグリッター 牝３芦 ５４ 藤岡 佑介�さくらコマース友道 康夫 静内 原 武久 ５１４ ― （競走中止） ６３．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １５，９１４，２００円 複勝： ２４，２７９，１００円 枠連： １１，５６４，１００円

普通馬連： ４３，３６０，８００円 馬単： ４７，１５６，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，９６２，６００円

３連複： ７０，０３３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２２８，２７０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７５０円 複 勝 � ３００円 � ５１０円 � ３４０円 枠 連（２－３） ５，６６０円

普通馬連 �� ６，９１０円 馬 単 �� １２，２７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，０３０円 �� １，６００円 �� １，８００円

３ 連 複 ��� １５，４７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９１４２ 的中 � １６７５７（３番人気）
複勝票数 計 ２４２７９１ 的中 � ２２３９２（４番人気）� １１６６８（８番人気）� １９５５６（５番人気）
枠連票数 計 １１５６４１ 的中 （２－３） １５１０（２２番人気）
普通馬連票数 計 ４３３６０８ 的中 �� ４６３７（２８番人気）
馬単票数 計 ４７１５６３ 的中 �� ２８３７（４９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５９６２６ 的中 �� １９３２（２８番人気）�� ２４６７（２１番人気）�� ２１８７（２４番人気）
３連複票数 計 ７００３３３ 的中 ��� ３３４１（４８番人気）

ハロンタイム １２．６―１０．７―１１．３―１２．１―１２．７―１３．０―１２．６―１２．１―１１．５―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２３．３―３４．６―４６．７―５９．４―１：１２．４―１：２５．０―１：３７．１―１：４８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．１
１
３
２，８，４（１，１２，９）５－１１－６，３－１０
２（８，１２）１０（１，５）４（６，３）－１１，９

２
４
２－８，１（４，１２）（５，９）－１１－６，３，１０
２（８，１２）（１，５，１０）（６，４，３）－１１－９

勝馬の
紹 介

ダイワスピリット �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ドクターデヴィアス デビュー ２００８．１．２６ 京都４着

２００５．４．２６生 牝３栗 母 ロンドンブリッジ 母母 オールフオーロンドン ４戦１勝 賞金 ８，１００，０００円
〔発走状況〕 サクラグリッター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 サクラグリッター号は，競走中に疾病〔右第１指骨々折〕を発症したため１コーナー手前で競走中止。
〔制裁〕 ブラボーデイジー号の騎手北村友一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 サクラグリッター号は，発走調教再審査。


