
２４００４ ８月１４日 晴 良 （２２札幌１）第１日 第４競走 ��
��１，５００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２９．３
１：２９．３

良

良

７９ グランプリボス 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠�グランプリ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０８ ―１：２９．５ １１．３�

３３ オールアズワン 牡２黒鹿５４ 安藤 勝己宮川 純造氏 領家 政蔵 新冠 オリエント牧場 ４６６ ―１：２９．６� ２．９�
８１２ ラベンダーラッシー 牝２栗 ５４ D．ホワイト 吉田 和美氏 須貝 尚介 日高 白井牧場 ４４０ ―１：３０．３４ ８．５�

（香港）

６８ ジョウノアラミス 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介小川 義勝氏 牧浦 充徳 日高 三城牧場 ４７０ ―１：３０．５１� ４８．３�
１１ � メ ー ヴ ェ 牝２黒鹿５４ 横山 典弘岡田 牧雄氏 栗田 博憲 英 D. D. and Mrs

Jean P. Clee ４６２ ―１：３０．８２ ４．７�
５６ アドマイヤアキーダ 牝２青鹿５４ 勝浦 正樹近藤 利一氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３４ ― 〃 クビ １６．６�
６７ ショウナンカライス 牡２鹿 ５４ 中舘 英二国本 哲秀氏 本間 忍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１６ ―１：３１．１１	 ９５．２	
４４ マイネルムジカ 牡２鹿 ５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４７６ ―１：３１．２	 １１．１

５５ コスモインスパイア 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 日高 中前牧場 ４５０ ―１：３１．４１� ３．８�
２２ シゲルトウカツカン 牡２鹿 ５４ 長谷川浩大森中 蕃氏 小原伊佐美 様似 清水スタッド ４５６ ―１：３２．８９ ８５．５
８１１ ベルモントスコッチ 牡２栗 ５４ 丸田 恭介 �ベルモントファーム 和田 正道 新冠 ベルモント

ファーム ４５４ ―１：３３．１２ ３２．３�
７１０ レモンマートル 牝２栗 ５４ 黛 弘人�ミルファーム 保田 一隆 新冠 堤 牧場 ４９２ ―１：３４．７１０ ２４８．６�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，１３０，６００円 複勝： ２０，４７９，９００円 枠連： ９，５０２，０００円

普通馬連： ２９，０６５，２００円 馬単： ２２，３７４，１００円 ワイド【拡大馬連】： １１，２０４，９００円

３連複： ３６，９０７，７００円 ３連単： ６３，４０１，２００円 計： ２０７，０６５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１３０円 複 勝 � ２３０円 � １４０円 � ２４０円 枠 連（３－７） １，７４０円

普通馬連 �� １，４８０円 馬 単 �� ４，２１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５８０円 �� １，０２０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ３，０４０円 ３ 連 単 ��� ２３，６１０円

票 数

単勝票数 計 １４１３０６ 的中 � ９９０７（６番人気）
複勝票数 計 ２０４７９９ 的中 � ２００２６（４番人気）� ５４１９８（１番人気）� １９２７６（５番人気）
枠連票数 計 ９５０２０ 的中 （３－７） ４０４８（８番人気）
普通馬連票数 計 ２９０６５２ 的中 �� １４５１１（５番人気）
馬単票数 計 ２２３７４１ 的中 �� ３９２９（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１２０４９ 的中 �� ４７６４（５番人気）�� ２５６１（１５番人気）�� ６８８９（３番人気）
３連複票数 計 ３６９０７７ 的中 ��� ８９８１（９番人気）
３連単票数 計 ６３４０１２ 的中 ��� １９８２（８０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
７．０―１８．４―３０．５―４２．１―５４．２―１：０６．１―１：１７．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．３

３ １２，９－３（１，６）（７，４，１０）（５，１１）８，２
２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

グランプリボス �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００８．３．２８生 牡２鹿 母 ロージーミスト 母母 ビューティフルベーシック １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レモンマートル号は，平成２２年９月１４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。


