
２４０５０ ８月２８日 晴 良 （２２札幌１）第５日 第２競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走１１時１０分 （芝・右）

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

１：４８．４
１：４６．６

良

良

６９ 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 ４６４－ ２１：４９．７ １．２�

４５ ディーエスコンドル 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 ４４４－１０１：５０．３３� ４４．２�
４６ ヒダカアルテミス 牝２栗 ５４ 吉田 隼人�辻牧場 栗田 博憲 浦河 辻 牧場 ４９０－ ４１：５１．０４ ８．７�
５７ マイネルヴァルム 牡２青鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 コスモヴューファーム ４４２＋ ４１：５１．１� ７．８�
３３ エメラルブライト 牡２黒鹿５４ 長谷川浩大高橋 勉氏 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４４８－ ８１：５１．３１� ６７．２�
６１０ 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± ０１：５１．４� ７８．２	
５８ マイネルインバネス 牡２栗 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木 康弘 浦河 秋場牧場 ４７２－ ２１：５１．５� ２１３．４

８１３ マイネルシュベルト 牡２黒鹿５４ 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム ４５４－ ２ 〃 クビ ２５．８�
７１２ リズムボーイ 牡２栗 ５４ 藤岡 佑介ディアレスト 松山 将樹 日高 グリーンヒルスタッド ４７８＋ ８１：５２．１３� １８２．３�
１１ クークーダダ 牡２栗 ５４

５１ ▲国分 優作�ターフ・スポート五十嵐忠男 浦河 大北牧場 ４５０－ ２１：５２．２� １６７．１
７１１ コスモユリア 牝２黒鹿５４ 三浦 皇成 �ビッグレッドファーム 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム ４７６＋ ２ 〃 ハナ ５８．８�
３４ アオテアロア 牡２芦 ５４

５１ ▲西村 太一 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ４８０－ ６１：５２．３クビ １６８．１�
２２ マイネルムジカ 牡２鹿 ５４ 中谷 雄太 �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 ４７８＋ ２１：５２．４� ３９．８�
８１４ ブラジルジャクー 牡２鹿 ５４

５３ ☆丸山 元気臼井義太郎氏 根本 康広 浦河 岡崎牧場 ４８４＋１０１：５３．１４ １４８．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，９７７，０００円 複勝： ４４，１５４，８００円 枠連： ８，２２０，３００円

普通馬連： ２５，４５２，１００円 馬単： ２８，４６８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １３，４７０，５００円

３連複： ３５，２２１，６００円 ３連単： ８３，７３６，１００円 計： ２５５，７００，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １２０円 複 勝 � １１０円 � ５００円 � １９０円 枠 連（４－６） ３３０円

普通馬連 �� １，８５０円 馬 単 �� １，９６０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６９０円 �� １９０円 �� １，５７０円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� ９，９３０円

票 数

単勝票数 計 １６９７７０ 的中 � １１５６３８（１番人気）
複勝票数 計 ４４１５４８ 的中 � ３２２６８６（１番人気）� ６６８２（６番人気）� ２６３４５（３番人気）
枠連票数 計 ８２２０３ 的中 （４－６） １８５２８（２番人気）
普通馬連票数 計 ２５４５２１ 的中 �� １０２００（７番人気）
馬単票数 計 ２８４６８３ 的中 �� １０７５５（９番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３４７０５ 的中 �� ４２５５（６番人気）�� ２２９７９（２番人気）�� １７４０（１６番人気）
３連複票数 計 ３５２２１６ 的中 ��� １１２０１（７番人気）
３連単票数 計 ８３７３６１ 的中 ��� ６２２８（２６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２３．９―３６．２―４８．６―１：０１．０―１：１３．５―１：２５．８―１：３８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．７―３F３６．２
１
３
１，２，７，１０（５，９）１１（６，１３）８（３，１４）－４－１２
１－２，７（５，１０）（６，１３，９）（８，１１）－（３，１４）－４－１２

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

勝馬の
紹 介

オールアズワン �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２０１０．８．１４ 札幌２着

２００８．３．６生 牡２黒鹿 母 トウホープログレス 母母 シンデレラロード ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 シゲルトウカツカン号・ランドヘラクレス号


