
２５０３３ ９月１５日 雨 稍重 （１９札幌２）第３日 第９競走 ��
��２，６００�

しゃこたん

積 丹 特 別
発走１４時２５分 （芝・右）

３歳以上，５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円
付 加 賞 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３９．１
２：３７．４

良

良

１１ チョウカイサンデー 牡４栗 ５７ 小牧 太�平田牧場 加藤 敬二 浦河 谷川牧場 ４９４± ０２：４８．０ ３．２�

３３ エアジパング �４鹿 ５７ 松田 大作 �ラッキーフィールド藤原 英昭 静内 藤原牧場 ４５０＋ ２２：４８．１� ５．０�
５５ 	 エターナルクラウン 牡３鹿 ５４ 川島 信二 �ユートピア牧場 田島 良保 登別 ユートピア牧場 ４９４＋ ６２：４８．３１ ３６．１�
４４ 	 ピエナグッドラック 牡３鹿 ５４ 柴山 雄一本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 ４４８－ ２ 〃 クビ １０．４�
２２ 	 ハリーアップ 牡３芦 ５４ 上村 洋行首藤 徳氏 小島 太 浦河 小池 博幸 ４７６＋ ８２：４８．４� ５．５�
７９ 
 マイネルドナール 牡３栗 ５４ 菊沢 隆徳 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加賀 武見 鵡川 上水牧場 ４６４＋ ２２：４８．７１� ４２．５	
８１０ グランオマージュ 牝４青 ５５ 川田 将雅 �社台レースホース松田 博資 白老 白老ファーム ４５６＋１０２：４８．９１� ９．７

７８ 	� ケイエスシンケイト 牡４栗 ５７ 小林 徹弥キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ４８４± ０２：４９．０ ５．９�
８１１� ボーンホルム 牡４青 ５７ 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 長浜 博之 追分 追分ファーム ４３２－ ４２：４９．５３ ３４．８�
６７ 	 マイネインティマ 牝３黒鹿５２ 四位 洋文 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 安達 昭夫 三石 ダイイチ牧場 ４２６－ ４２：５０．９９ １１．１
６６ �� レディストレイツ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎 �ロードホースクラブ 山内 研二 愛 Matthew

Duffy ４６８＋ ９２：５２．９大差 ３５．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １７，５９４，３００円 複勝： ２８，８２７，５００円 枠連： １６，８１８，１００円

普通馬連： ８１，９２０，１００円 馬単： ６５，３５１，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２１，７５６，８００円

３連複： ８８，５１２，５００円 ３連単： ２４６，２３０，２００円 計： ５６７，０１０，５００円

払 戻 金

単 勝 � ３２０円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ６００円 枠 連（１－３） ７８０円

普通馬連 �� ８３０円 馬 単 �� １，５２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，６７０円 �� ２，０００円

３ 連 複 ��� １１，７６０円 ３ 連 単 ��� ４５，０１０円

票 数

単勝票数 計 １７５９４３ 的中 � ４３６２４（１番人気）
複勝票数 計 ２８８２７５ 的中 � ６１５５４（１番人気）� ４８０１０（２番人気）� ８９１１（８番人気）
枠連票数 計 １６８１８１ 的中 （１－３） １５９８８（１番人気）
普通馬連票数 計 ８１９２０１ 的中 �� ７３１１９（１番人気）
馬単票数 計 ６５３５１０ 的中 �� ３１８１５（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２１７５６８ 的中 �� １６４１８（２番人気）�� ３０２４（２３番人気）�� ２５０４（２４番人気）
３連複票数 計 ８８５１２５ 的中 ��� ５５５９（３９番人気）
３連単票数 計２４６２３０２ 的中 ��� ４０３８（１６５番人気）

ハロンタイム １３．６―１３．４―１３．９―１３．８―１２．７―１３．１―１３．５―１２．９―１２．９―１２．０―１２．１―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１３．６―２７．０―４０．９―５４．７―１：０７．４―１：２０．５―１：３４．０―１：４６．９―１：５９．８―２：１１．８―２：２３．９―２：３５．７

コーナー
通過順位

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

２
�
１，３（２，９）（１０，１１）（４，８）－７－５，６・（１，３）（２，９）（４，１０，８，１１）５－７＝６

勝馬の
紹 介

チョウカイサンデー �
�
父 サンデーサイレンス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２００６．１．８ 京都９着

２００３．４．１生 牡４栗 母 チョウカイキャロル 母母 ウイットワタースランド １６戦３勝 賞金 ５３，１９１，０００円
〔制裁〕 ハリーアップ号の騎手上村洋行は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。


