
２１０７０ ８月１日 曇 良 （２２函館２）第６日 第１０競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１６時００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

１：４６．０
１：４４．１

良

良

７１０ ニチドウルチル 牝３栗 ５２ 小林 徹弥山田 伸氏 小島 貞博 新ひだか 大平牧場 ４８２＋ ６１：５１．５ ２９．３�

６７ メイショウボナール 牝４鹿 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 木戸口牧場 ４７６± ０１：５１．７１� １４．９�
１１ タニノネグローニ 牡４黒鹿５７ 四位 洋文谷水 雄三氏 松田 国英 新ひだか カントリー牧場 ４９２± ０１：５１．８� ３．２�
８１１� エルプレジデンテ 牡４鹿 ５７ 上村 洋行 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４５２＋ ４ 〃 アタマ ４．０�
５５ ネ コ パ ン チ 牡４黒鹿５７ 丸田 恭介桐谷 茂氏 小林 常泰 浦河 大道牧場 ４６６－ ２１：５１．９クビ ６．７�
５６ メジロクリントン 牡３栗 ５４ 小野 次郎�メジロ牧場 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 B５０２－ ２ 〃 クビ １１．３	
３３ ウインディーリング 牝３青鹿５２ 吉田 隼人細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４３６－ ４１：５２．０� １３．１

４４ ベルウッドゼウス 牡４鹿 ５７ 黛 弘人加藤 貴子氏 萱野 浩二 日高トヨサトアライファーム ４９８＋ ２１：５２．３１� ２３．３�
８１２ マイネソシオ 牝５青鹿５５ 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 ４４４＋ ２ 〃 クビ ８．９�
７９ セイカカリンバ �５黒鹿 ５７

５６ ☆丸山 元気久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４６４＋ ２１：５２．４クビ １２．７
２２ � シーサイドカフェ 牝４青鹿５５ 戸崎 圭太宮川 純造氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 B４７０＋ ２１：５２．５� ３３．１�

（大井）

６８ アラヴォートル �３栗 ５４ 古川 吉洋岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 浦河 丸村村下
ファーム ４５２－ ４１：５２．８２ ５７．１�

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２２，７１１，８００円 複勝： ３２，１１３，１００円 枠連： １９，７６２，３００円

普通馬連： ６５，８４３，６００円 馬単： ４５，７５９，０００円 ワイド【拡大馬連】： ２４，６８９，３００円

３連複： ８５，２９１，４００円 ３連単： １６７，４１７，９００円 計： ４６３，５８８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，９３０円 複 勝 � ８１０円 � ４３０円 � １７０円 枠 連（６－７） ４，１２０円

普通馬連 �� １６，１８０円 馬 単 �� ３７，４９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，６１０円 �� １，９５０円 �� ９５０円

３ 連 複 ��� ２０，３３０円 ３ 連 単 ��� ２０９，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２２７１１８ 的中 � ６１２８（１０番人気）
複勝票数 計 ３２１１３１ 的中 � ８３２１（１１番人気）� １７２３４（８番人気）� ６８７２７（１番人気）
枠連票数 計 １９７６２３ 的中 （６－７） ３５４１（１８番人気）
普通馬連票数 計 ６５８４３６ 的中 �� ３００４（５１番人気）
馬単票数 計 ４５７５９０ 的中 �� ９０１（１０８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２４６８９３ 的中 �� １６４２（４６番人気）�� ３０９９（２４番人気）�� ６６８０（１０番人気）
３連複票数 計 ８５２９１４ 的中 ��� ３０９７（８２番人気）
３連単票数 計１６７４１７９ 的中 ��� ５８９（６６７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．５―１３．１―１３．６―１２．９―１２．１―１２．４―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．３―２３．８―３６．９―５０．５―１：０３．４―１：１５．５―１：２７．９―１：３９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．１―３F３６．０
１
３
８，９－１０（１，７）（２，３，５）（４，１１）（６，１２）・（８，９）１０，５（１，７，１２）（３，１１）（２，６）４

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

勝馬の
紹 介

ニチドウルチル �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー ２００９．８．２ 新潟４着

２００７．３．３０生 牝３栗 母 ニチドウジョリーズ 母母 シャープエフォート １１戦２勝 賞金 １６，３００，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※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。


