
２４０２８ ８月２５日 晴 良 （１９札幌１）第５日 第４競走 ��１，８００�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

１：４８．４
１：４６．７

良

良

３３ リッカロイヤル 牡２芦 ５４ 柴山 雄一立花 幸雄氏 中尾 秀正 浦河 中島 俊明 ５１２ ―１：５３．５ ４６．１�

７１１�� アイアムスパークル 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎堀 紘一氏 小島 茂之 三石 嶋田牧場 ４４０ ―１：５３．７１� ８２．４�
４６ ネオスピリッツ 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４７６ ― 〃 クビ ３．４�
６１０� ニーマルギャロップ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀板橋 秋氏 田村 康仁 早来 ノーザンファーム ４６２ ―１：５３．８� ２３．６�
７１２� ガイアマンイーター 牝２黒鹿 ５４

５３ ☆北村 友一アローネットサービス� 清水 英克 浦河 金成吉田牧場 ４４８ ― 〃 クビ １６．１�
１１ ショウナンタクミ 牡２青 ５４ 小林 徹弥�湘南 池江 泰郎 浦河 桑田牧場 ４７６ ―１：５３．９� ９４．５	
５８ � マイネソシオ 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岡田 稲男 新冠 コスモヴューファーム ４３４ ―１：５４．０� １６．２

２２ � アドマイヤトパーズ 牝２鹿 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４７０ ―１：５４．３１� ２．８�
８１３ ヒロアンジェロ 牝２鹿 ５４ 菊沢 隆徳北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４８０ ―１：５４．７２� ５０．８�
４５ � ゴルディオス 牡２芦 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム ５０６ ―１：５４．８� ４．７
５７ � メルシーパッション 牝２青 ５４ 武 幸四郎永井 康郎氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４６２ ―１：５４．９� ２３．５�
３４ � ニューロザリオ 牡２鹿 ５４ 古川 吉洋本間 茂氏 池添 兼雄 静内 藤川フアーム ４６４ ―１：５５．０クビ １１７．７�
８１４� トップオブクロフネ 牡２栗 ５４ 池添 謙一横瀬 兼二氏 鶴留 明雄 浦河 ノーザンファーム ４８２ ―１：５５．４２� １２．３�
６９ クリスライムライト 牝２鹿 ５４ 小牧 太栗本 良明氏 加藤 敬二 様似 様似渡辺牧場 ４４８ ―１：５５．７１� ５８．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，９３１，９００円 複勝： １６，４４９，６００円 枠連： １５，８４９，２００円

普通馬連： ４０，５０７，５００円 馬単： ４８，３７７，７００円 ワイド【拡大馬連】： １２，３９４，４００円

３連複： ６１，３０４，６００円 ３連単： 発売なし 計： ２１０，８１４，９００円

払 戻 金

単 勝 � ４，６１０円 複 勝 � ９９０円 � ２，０８０円 � １５０円 枠 連（３－７） １１，９５０円

普通馬連 �� ７３，１００円 馬 単 �� １８１，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １６，５８０円 �� １，８８０円 �� ４，５２０円

３ 連 複 ��� ８９，７７０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 １５９３１９ 的中 � ２７２９（９番人気）
複勝票数 計 １６４４９６ 的中 � ３４６１（９番人気）� １５７２（１３番人気）� ４２８５７（１番人気）
枠連票数 計 １５８４９２ 的中 （３－７） ９７９（２４番人気）
普通馬連票数 計 ４０５０７５ 的中 �� ４０９（８０番人気）
馬単票数 計 ４８３７７７ 的中 �� １９７（１６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２３９４４ 的中 �� １８１（８６番人気）�� １６５４（１８番人気）�� ６７３（４２番人気）
３連複票数 計 ６１３０４６ 的中 ��� ５０４（１６３番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．５―１３．４―１３．４―１３．２―１２．９―１１．９―１１．８―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２５．０―３８．４―５１．８―１：０５．０―１：１７．９―１：２９．８―１：４１．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．５―３F３５．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

リッカロイヤル �
�
父 シ ー ロ �

�
母父 デ イ ン ヒ ル 初出走

２００５．４．１９生 牡２芦 母 エトアールピオン 母母 ニホンピロバーデス １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※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） ６頭 エドノバラード号・ファイナルジャッジ号・ラヴォランテ号・ラビットヒビキ号・ランドメタル号・

レインボーペガサス号


