
２５０７７１０月４日 晴 稍重 （２０札幌２）第７日 第５競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１１時５０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

２：３９．１
２：３７．４

良

良

４６ トーアヘンリー 牡３鹿 ５４ 大野 拓弥東亜駿馬� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 ４７８－ ２２：４３．４ ５．８�

７１２ エナージバイオ 牡３栗 ５４
５１ ▲丸田 恭介バイオ� 梅田 智之 門別 日高大洋牧場 ４６８－ ２２：４３．６１� ８．０�

８１３ ドリームシーカー �６栗 ５７ 津村 明秀 �サンデーレーシング 武市 康男 早来 ノーザンファーム B４６４＋１２２：４３．８１� ２１．６�
５８ ユ メ キ コ ウ 牝５鹿 ５５ 松田 大作 �社台レースホース西浦 勝一 千歳 社台ファーム ４３４± ０ 〃 アタマ ４９．３�
２２ アグネスボンバー 牡３栗 ５４

５３ ☆的場 勇人渡辺 孝男氏 的場 均 浦河 高昭牧場 ４９０＋ ２２：４３．９� ４９．２�
４５ キャッスルトン 牝４鹿 ５５ 柴田 善臣 �サンデーレーシング 鹿戸 雄一 追分 追分ファーム ４４４＋ ２２：４４．１１� ２０．０	
１１ コスモスプラッシュ 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二 �ビッグレッドファーム 谷原 義明 新冠 ビッグレッドファーム ４２０－ ２ 〃 アタマ ８．６

５７ � メルシーゴールド 牡４鹿 ５７

５６ ☆三浦 皇成原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム ５１０＋ ２ 〃 アタマ ２．０�
６９ ニシノバニーガール 牝５黒鹿５５ 田辺 裕信西山 茂行氏 上原 博之 鵡川 西山牧場 ４５８＋ ８２：４４．５２� ７２．３�
８１４ マイネソシオ 牝３青鹿５２ 五十嵐冬樹 �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 ４２０＋ ４ 〃 アタマ ７．９
（北海道）

７１１� ルミノゴールド 牡４青鹿５７ 古川 吉洋尾上 松壽氏 松山 将樹 浦河（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４７０－ ２２：４５．３５ ３６．５�

６１０� ヒドゥンアジェンダ 牡４鹿 ５７ 菊沢 隆徳諸江 幸祐氏 武市 康男 千歳 社台ファーム B４６４± ０２：４５．８３ ５６．１�
３４ ロイバーブリング 牡５鹿 ５７

５６ ☆田中 博康村中 徳広氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 ４８４＋ ４２：４６．２２� １０２．７�
３３ アラマサトップガン 牝３鹿 ５２ 山口 竜一�アラキファーム阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４３２－ ２２：４９．８大差 １５７．４�

（北海道）

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，３０１，１００円 複勝： １４，９９３，５００円 枠連： ８，３７５，３００円

普通馬連： ２５，８４２，５００円 馬単： ２４，３１６，７００円 ワイド【拡大馬連】： ９，９３２，０００円

３連複： ３２，３４２，４００円 ３連単： ６０，７４３，６００円 計： １８６，８４７，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５８０円 複 勝 � ２１０円 � ２３０円 � ３７０円 枠 連（４－７） １，３００円

普通馬連 �� ２，０００円 馬 単 �� ３，９７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６４０円 �� １，２８０円 �� １，５２０円

３ 連 複 ��� ９，２９０円 ３ 連 単 ��� ４０，６８０円

票 数

単勝票数 計 １０３０１１ 的中 � １４０９２（２番人気）
複勝票数 計 １４９９３５ 的中 � ２１０１８（２番人気）� １８２３５（３番人気）� ９３９５（６番人気）
枠連票数 計 ８３７５３ 的中 （４－７） ４７６６（６番人気）
普通馬連票数 計 ２５８４２５ 的中 �� ９５６１（７番人気）
馬単票数 計 ２４３１６７ 的中 �� ４５２３（１３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９９３２０ 的中 �� ４００９（６番人気）�� １８８６（１４番人気）�� １５６６（１７番人気）
３連複票数 計 ３２３４２４ 的中 ��� ２５７２（２７番人気）
３連単票数 計 ６０７４３６ 的中 ��� １１０２（１２７番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１２．１―１２．４―１２．７―１３．２―１３．３―１３．３―１２．７―１２．１―１２．２―１２．０―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００� ２，４００�
１２．９―２４．６―３６．７―４９．１―１：０１．８―１：１５．０―１：２８．３―１：４１．６―１：５４．３―２：０６．４―２：１８．６―２：３０．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→→�」 上り４F４９．１―３F３７．０
１
�
２－１０－（６，１１，１４）５－（７，４）８，１３（１２，９）１－３
２，１０（６，１１）（５，１４）７（１３，８）（４，９）（１２，１）＝３

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

勝馬の
紹 介

トーアヘンリー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００７．９．８ 札幌７着

２００５．３．２９生 牡３鹿 母 トーアエカテリーナ 母母 トーアヴィクトリア １１戦２勝 賞金 １４，０００，０００円
〔制裁〕 エナージバイオ号の騎手丸田恭介は，２周目３コーナーで外側に斜行したことについて戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラマサトップガン号は，平成２０年１１月４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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ５頭 ヴィクトリアルイゼ号・サイアーエフェクト号・サラノコジーン号・ホッキートックマン号・マンテンテイオー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


