
２１０４１ ７月２７日 晴 良 （２０函館２）第４日 第５競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳
発走１３時０５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

１：４６．０
１：４４．１

良

良

５７ 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 ５２０－ ４１：５０．４ ５．４�

３３ ダッシュアキチャン 牝３黒鹿５４ 菊沢 隆徳遠藤 喜松氏 内藤 一雄 三石 沖田 忠幸 ４２８＋ ２ 〃 クビ ７．９�
６１０ クリノモンブラン 牝３鹿 ５４ 大野 拓弥栗本 博晴氏 荒川 義之 三石 加野牧場 ４４０± ０１：５０．７１� ２１．８�
４６ ネオベローナ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘小林 仁幸氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム ４５６＋ ８ 〃 クビ １９．１�
８１３ デルマビーナス 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介浅沼 廣幸氏 作田 誠二 門別 ファニーヒルファーム ４４４＋ ４１：５１．３３� ４．０�
８１４ 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 ４２２＋ ２ 〃 ハナ ３．８�
２２ 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 ４７０＋１０ 〃 ハナ ８．８	
７１１ オジジアンクリス 牝３鹿 ５４ 武 幸四郎鳴戸 雄一氏 阿部 新生 浦河 馬道 隆 ４１４± ０１：５１．４� １８．８

５８ リ オ 牝３鹿 ５４

５３ ☆的場 勇人 �ローレルレーシング 的場 均 新冠 川上牧場 ４６８－ ４ 〃 ハナ １４．０�
１１ ブライティアマロン 牝３栗 ５４ 長谷川浩大小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４２４－ ２１：５１．５� ３１．１
６９ ミネルヴァアイ 牝３鹿 ５４ D．ホワイト 太田 美實氏 庄野 靖志 平取 稲原牧場 ４１４－ ８ 〃 ハナ ４４．７�

（香港）

３４ アラクネベガ 牝３鹿 ５４ 木幡 初広�岡崎牧場 石毛 善彦 浦河 アイオイファーム ４２４＋ ２１：５１．６クビ １３２．０�
７１２ リノーンパーパス 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二村中 徳広氏 伊藤 伸一 三石 村上牧場 ４５０－ ２１：５２．６６ ５５．９�
４５ トロイメライ 牝３鹿 ５４ 四位 洋文吉田 千津氏 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 ４８２ ―１：５９．２大差 ８０．８�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，９３５，９００円 複勝： ２１，８８６，７００円 枠連： １７，９８５，１００円

普通馬連： ３８，０５２，４００円 馬単： ３２，１６８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １５，４７７，０００円

３連複： ５２，０６７，３００円 ３連単： １０３，３０４，６００円 計： ２９５，８７７，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５４０円 複 勝 � １８０円 � ２１０円 � ４８０円 枠 連（３－５） ９５０円

普通馬連 �� １，８１０円 馬 単 �� ３，８５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６８０円 �� １，２５０円 �� １，９６０円

３ 連 複 ��� ８，９４０円 ３ 連 単 ��� ４２，７４０円

票 数

単勝票数 計 １４９３５９ 的中 � ２２１９５（３番人気）
複勝票数 計 ２１８８６７ 的中 � ３７３６２（２番人気）� ２９３３９（４番人気）� ９６３２（８番人気）
枠連票数 計 １７９８５１ 的中 （３－５） １４０６３（６番人気）
普通馬連票数 計 ３８０５２４ 的中 �� １５５２６（６番人気）
馬単票数 計 ３２１６８３ 的中 �� ６１７８（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５４７７０ 的中 �� ５８５４（６番人気）�� ３０２４（１６番人気）�� １８８１（２４番人気）
３連複票数 計 ５２０６７３ 的中 ��� ４３０１（３２番人気）
３連単票数 計１０３３０４６ 的中 ��� １７８４（１３１番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．４―１２．３―１１．９―１２．０―１２．５―１２．５―１２．２―１２．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．１―３６．４―４８．３―１：００．３―１：１２．８―１：２５．３―１：３７．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３７．６
１
３
７，８，１０（６，９，１４）（２，１１）（４，１３）（１，１２）－３＝５
７，１４（１０，８）（２，９，１１，１３）（６，３）－４，１，１２＝５

２
４
７（８，１４）１０，９（６，２，１１）１３（１，４）１２，３＝５
７，１４（１０，８）（２，９，１１，１３）（６，３）（１，４，１２）＝５

勝馬の
紹 介

ブラボーデイジー �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００８．１．１９ 京都３着

２００５．３．２８生 牝３芦 母 ブラボーサンライズ 母母 ヴィジットマン ８戦１勝 賞金 １１，３００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トロイメライ号は，平成２０年８月２７日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。


