
２５０８５ ９月３０日 晴 良 （１９札幌２）第８日 第１競走 ��
��１，８００�サラブレッド系２歳

発走９時５０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
１：４６．７

良

良

８１４� クリールトルネード 牡２鹿 ５４ 竹之下智昭横山 修二氏 武 邦彦 新冠 松浦牧場 ４５６＋ ４１：５２．９ １２．３�

７１１� マイネソシオ 牝２青鹿 ５４
５３ ☆北村 友一 �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 ４２４－ ２ 〃 アタマ １１．６�
８１３� レインボーペガサス 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一吉村 敏治氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４８４＋１４ 〃 ハナ ２．４�
７１２ シルクエンデバー 牡２黒鹿５４ 田辺 裕信有限会社シルク上原 博之 門別 ヤナガワ牧場 ４８４＋１０１：５３．１１� ４３．０�
６９ � ルイジアナボーイ 牡２栗 ５４ 柴原 央明芹澤 精一氏 作田 誠二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５００－１０１：５３．２クビ ２７．８�
４６ �� ピサノジュバン 牝２黒鹿５４ 津村 明秀市川 義美氏 松田 博資 三石 中村 和夫 ４４０－ ４ 〃 アタマ ２０．４�
１１ � メジロジーニー 牡２鹿 ５４ 小林 徹弥	メジロ牧場 河内 洋 洞爺 メジロ牧場 ４８０＋１０１：５３．４１	 ５１．３

４５ トーアヘンリー 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹東亜駿馬� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 ４８０＋ ８ 〃 ハナ ２２．５�
３３ � ヴ ァ ル ナ 牡２栗 ５４ 菊沢 隆徳桐谷 茂氏 加藤 和宏 門別 碧雲牧場 ４５２－ ６１：５３．９３ ２５５．１�
５８ � エリモエトワール 牝２鹿 ５４ 川島 信二山本 慎一氏 中竹 和也 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３２－１８ 〃 ハナ １０２．６
３４ スリーオリオン 牡２栗 ５４ 古川 吉洋永井商事� 橋本 寿正 浦河 信岡牧場 ４５４＋ ８１：５４．２２ ６４．６�
５７ キクノフレア 牝２鹿 ５４ 北村 宏司菊池 五郎氏 藤岡 範士 浦河 鮫川 啓一 ４６２± ０１：５４．４１	 ４．２�
２２ 
 ゼットスピール 牡２栗 ５４ 藤田 伸二	フォーレスト 山内 研二 英 A. H. Bennett ４７４－ ２１：５４．６１� ４．６�
６１０�� カレンナオンナ 牝２栗 ５４ 松田 大作北所 直人氏 斎藤 宏 三石 土田農場 ４７６＋ ６１：５４．７� ６９．１�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９，４１７，７００円 複勝： １２，４６１，１００円 枠連： ８，６０２，５００円

普通馬連： ３１，１３８，１００円 馬単： ３２，９７９，４００円 ワイド【拡大馬連】： ９，５３５，２００円

３連複： ５０，９０８，１００円 ３連単： 発売なし 計： １５５，０４２，１００円

払 戻 金

単 勝 � １，２３０円 複 勝 � ２６０円 � ３００円 � １３０円 枠 連（７－８） ６６０円

普通馬連 �� ４，５２０円 馬 単 �� ９，３９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� １，２４０円 �� ４５０円 �� ５２０円

３ 連 複 ��� ２，３５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ９４１７７ 的中 � ６０４８（５番人気）
複勝票数 計 １２４６１１ 的中 � １０４６６（４番人気）� ８７７４（５番人気）� ３４９９０（１番人気）
枠連票数 計 ８６０２５ 的中 （７－８） ９７３５（３番人気）
普通馬連票数 計 ３１１３８１ 的中 �� ５０９０（１５番人気）
馬単票数 計 ３２９７９４ 的中 �� ２５９３（３０番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５３５２ 的中 �� １７６４（１６番人気）�� ５５７１（４番人気）�� ４６５９（５番人気）
３連複票数 計 ５０９０８１ 的中 ��� １６０５１（６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．９―１２．９―１２．９―１３．２―１２．６―１２．３―１２．１―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．４―３７．３―５０．２―１：０３．４―１：１６．０―１：２８．３―１：４０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．５―３F３６．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

�クリールトルネード �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 Seattle Slew デビュー ２００７．７．１ 函館６着

２００５．４．１７生 牡２鹿 母 ミスクラブアップル 母母 Snow Blossom ５戦１勝 賞金 ８，３００，０００円
〔制裁〕 シルクエンデバー号の騎手田辺裕信は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金５０，０００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） １頭 ヒロアンジェロ号
（非抽選馬） １頭 ガイアマンイーター号


