
２５０８０ ９月２９日 晴 良 （１９札幌２）第７日 第８競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４５分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．７
１：４４．１

良

良

５７ アースクリスハーン 牡４栗 ５７ 藤田 伸二松山 増男氏 野元 昭 浦河 アイオイファーム ５１４＋１０１：５２．９ ５．３�

１１ ギ ー ニ ョ 牝４鹿 ５５ 武 豊金子真人ホール
ディングス� 池江 泰郎 早来 ノーザンファーム ４７６－ ４１：５３．０� １．８�

４５ �	 エアスービック 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド藤岡 健一 千歳 社台ファーム ４６６－ ２１：５３．１� ７．７�
６９ �	 タニオブゴールド 牡４黒鹿５７ 吉田 豊谷 研司氏 栗田 博憲 登別 青藍牧場 ４６２－ ４１：５３．２
 ２０．４�
７１２� クレバーデューク 牡３鹿 ５４ 川島 信二田� 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４５０－ ６１：５３．３クビ １５９．０�
８１３�	 アドマイヤサンサン 牡５鹿 ５７ 池添 謙一近藤 利一氏 友道 康夫 早来 ノーザンファーム ４８６－ ６１：５３．４
 ６．１	
６１０� シロキタベガ 牡４鹿 ５７ 松田 大作小西 和子氏 五十嵐忠男 鵡川 新井牧場 ４７２± ０１：５３．６１� ３４．５

２２ �	 ダンシングボーイ 牡４鹿

５７
５４ ▲的場 勇人伊藤 誠吉氏 的場 均 新冠 北星村田牧場 B４７０－ ４ 〃 クビ １３．４�

３３ �	 マイネルスバル 牡４鹿 ５７ 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 斎藤 宏 静内 高橋 修 ４４８＋１２１：５３．７
 ８４．８�

８１４� ホッカイルオー 牡６鹿 ５７ 菊沢 隆徳北海牧場 柴田 政人 門別 北海牧場 ４５８－ ２１：５３．８クビ １６２．８�
７１１� マイネインティマ 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲池崎 祐介 �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 ４３０＋ ４ 〃 ハナ ６２．９�

５８ � キーンライアン 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋池田 豊治氏 伊藤 伸一 三石 斉藤スタッド ４５６－ ２１：５３．９� ５０．５�
３４ 	� マルタカデトリア 牡７鹿 ５７ 沢 昭典高橋 義和氏 沢 峰次 新冠 大栄牧場 ４５８－ ６１：５４．０クビ １９０．８�
４６ � レディストレイツ 牝４鹿

５５
５４ ☆北村 友一 �ロードホースクラブ 山内 研二 愛 Matthew

Duffy ４６４－ ４１：５８．６大差 ２９７．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，９１０，９００円 複勝： ２１，４２８，７００円 枠連： １３，０７０，０００円

普通馬連： ４５，５７２，９００円 馬単： ５９，２２４，８００円 ワイド【拡大馬連】： １５，０６８，９００円

３連複： ７１，０９３，３００円 ３連単： 発売なし 計： ２４３，３６９，５００円

払 戻 金

単 勝 � ５３０円 複 勝 � １３０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（１－５） ４４０円

普通馬連 �� ４９０円 馬 単 �� １，２６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２１０円 �� ４９０円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，０００円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １７９１０９ 的中 � ２６６４３（２番人気）
複勝票数 計 ２１４２８７ 的中 � ４０４６９（２番人気）� ６８４０６（１番人気）� ２９６７９（４番人気）
枠連票数 計 １３０７００ 的中 （１－５） ２２０３８（１番人気）
普通馬連票数 計 ４５５７２９ 的中 �� ６９７４１（２番人気）
馬単票数 計 ５９２２４８ 的中 �� ３４７９８（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５０６８９ 的中 �� ２０７５６（１番人気）�� ６５８１（６番人気）�� １３１５１（３番人気）
３連複票数 計 ７１０９３３ 的中 ��� ５２８９８（２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１３．３―２５．９―３８．５―５１．５―１：０４．６―１：１７．０―１：２９．０―１：４０．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３５．９
１
３
９，７（１，３）５（２，１２）（８，１３）（４，１０，１１，１４）－６
９（７，３）（１，５，１３）１１（２，１２）１４（８，４）１０－６

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

勝馬の
紹 介

アースクリスハーン �
�
父 ヘクタープロテクター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００５．６．１９ 函館５着

２００３．５．１８生 牡４栗 母 ハヤベニコマチ 母母 ターンツーダイナ ２３戦３勝 賞金 ６０，９５２，０００円
〔制裁〕 アースクリスハーン号の騎手藤田伸二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。
〔調教再審査〕 アースクリスハーン号は，決勝線手前で外側に逃避したことについて調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レディストレイツ号は，平成１９年１０月２９日まで平地競走に出走できない。
〔３走成績による出走制限〕 マイネルスバル号は，平成１９年１０月２９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ボーンホルム号
（非抽選馬） ５頭 キクノジュピター号・ケイエスショーキ号・ゾルトンワージ号・タガノマスタング号・メジロレグルス号


