
２４０９６ ９月５日 曇 良 （２２札幌１）第８日 第１２競走 ��
��１，８００�サラブレッド系３歳以上

発走１７時１０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

１：４６．７
１：４４．１

良

良

７１１ レジェンドブルー 牝４鹿 ５５ 藤田 伸二平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４５４＋ ２１：５０．７ １．７�

３４ ゴールドサクセス 牡５鹿 ５７ 荻野 琢真居城 要氏 大久保龍志 新冠 北勝ファーム ４６４＋ ４ 〃 クビ １４．５�
１１ ソ ヴ リ ン 牡４芦 ５７ 宮崎 北斗�藤沢牧場 田島 俊明 静内 藤沢牧場 ５１０－ ４１：５０．８� ６４．５�
４５ フレンドリードレス 牝４鹿 ５５ 柴山 雄一増山 武志氏 中川 公成 日高 サンシャイン

牧場 ４１２－ ２１：５１．０１� １１０．９�
７１２ マイネソシオ 牝５青鹿５５ 三浦 皇成 �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 ４３６－ ８１：５１．２１ ２１．７�
３３ セイクリッドセブン 牡３栗 ５４ 横山 典弘 �社台レースホース松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５８－ ２ 〃 クビ ３．５	
２２ 	 ウルトライエロー 牝４栗 ５５ 長谷川浩大西浦 和男氏 目野 哲也 浦河 丸幸小林牧場 ４８６＋ ４１：５１．４１� １４５．５

５８ 	 ホーカーシーホーク 牡４黒鹿 ５７

５４ ▲川須 栄彦石川 幸司氏 保田 一隆 新ひだか 曾我 博 ４４２± ０１：５１．５� ７０．０�
４６ シングルショット 牡５青 ５７ 古川 吉洋深見 富朗氏 五十嵐忠男 門別 本間牧場 ５０２－ ８ 〃 ハナ １４．１�
６１０ ア ナ ナ ス 牡７鹿 ５７ 大野 拓弥古川 智洋氏 佐藤 吉勝 浦河 地興牧場 ４６６＋１２１：５１．７１� １２３．２
５７ メイショウスズラン 牝３栗 ５２ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４８６＋３２ 〃 アタマ ７．５�
６９ 	 ケイエスラック 牝５鹿 ５５ 吉田 隼人キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 藤沢牧場 ４５４＋ ８ 〃 クビ １０５．０�
８１３	 ソラトブペンギン 牡３鹿 ５４ 中谷 雄太國分 純氏 堀井 雅広 日高 ファニーフレンズファーム ４４６＋１０１：５２．３３� １９０．７�

（１３頭）
８１４ シャイニーブレーヴ 牡３栗 ５４ 藤岡 佑介小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４５０＋ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： ３２，６９３，３００円 複勝： ３８，５４１，４００円 枠連： ２８，２５５，５００円

普通馬連： ７０，２５９，５００円 馬単： ５３，５５０，９００円 ワイド【拡大馬連】： ２８，３２１，８００円

３連複： ７３，６９７，２００円 ３連単： １７７，３４１，９００円 計： ５０２，６６１，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １２０円 � ２６０円 � ７８０円 枠 連（３－７） ３９０円

普通馬連 �� ９２０円 馬 単 �� １，２５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，３７０円 �� ３，８００円

３ 連 複 ��� ９，７８０円 ３ 連 単 ��� ２４，２７０円

票 数

単勝票数 差引計 ３２６９３３（返還計 ８２３１６） 的中 � １５２４３４（１番人気）
複勝票数 差引計 ３８５４１４（返還計 ８７３８１） 的中 � １４３１４７（１番人気）� ３１１７６（４番人気）� ８０８０（８番人気）
枠連票数 差引計 ２８２５５５（返還計 ７１０） 的中 （３－７） ５４２１７（２番人気）
普通馬連票数 差引計 ７０２５９５（返還計４３６５８４） 的中 �� ５６５３１（３番人気）
馬単票数 差引計 ５３５５０９（返還計３５２３３６） 的中 �� ３１７２５（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 ２８３２１８（返還計１６４５８２） 的中 �� ２１３７５（３番人気）�� ４８７５（１３番人気）�� １６８９（２９番人気）
３連複票数 差引計 ７３６９７２（返還計８２９６６６） 的中 ��� ５５６４（２４番人気）
３連単票数 差引計１７７３４１９（返還計２２７９２３７） 的中 ��� ５３９３（６６番人気）

ハロンタイム １２．５―１２．０―１３．０―１２．５―１２．６―１２．２―１１．８―１１．８―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．５―３７．５―５０．０―１：０２．６―１：１４．８―１：２６．６―１：３８．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３５．９
１
３
４（８，９）（５，７）１０（１，１１）１２（２，３，１３）６
４，８（５，７，９）１０，１（１１，１２）－（２，３）（６，１３）

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

勝馬の
紹 介

レジェンドブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ミスターシービー デビュー ２００８．１２．１３ 中京５着

２００６．３．２生 牝４鹿 母 ターコイズブルー 母母 スカーレツトブルー ２３戦３勝 賞金 ５７，７７３，０００円
〔騎手変更〕 レジェンドブルー号の騎手岩田康誠は，第７日第１競走での落馬負傷のため藤田伸二に変更。
〔競走除外〕 シャイニーブレーヴ号は，馬場入場後に疾病〔右寛跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻３分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 キングオブロマネ号
（非抽選馬） ６頭 イエスマイダーリン号・ビジュートップス号・ミルリュユッテ号・メイショウピゴット号・ロンシャンホープ号・

ローズバンク号


