
２４０８３ ９月６日 曇 良 （２０札幌１）第７日 第１１競走 ��
��１，７００�

そ う う ん き ょ う

層 雲 峡 特 別
発走１６時４０分 （ダート・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 ３０８，０００円 ８８，０００円 ４４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

８１２ ザシークレット 牡３芦 ５４ 北村 友一 �スピードファーム 和田 正道 新冠 スピードフアーム ５３２＋１２１：４５．２ １４．４�

７１１ スズカフェロー 牡５鹿 ５７ 丸田 恭介永井 啓弍氏 武 宏平 静内 武 牧場 ４９６＋ ２１：４５．４１ ２４．５�
８１３ スマートカイザー 牡８鹿 ５７ 岩田 康誠大川 徹氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム ４６２＋ ４ 〃 ハナ ５．２�
６８ アートオブウォー 牡４栗 ５７ 小原 義之岡田 隆寛氏 小原伊佐美 静内 岡田 猛 ４９４－ ２ 〃 クビ ４．０�
１１ ジェントルフォーク 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 領家 政蔵 浦河 日進牧場 ４７２＋ ６１：４５．７１� ２．８�
５７ マチカネゲンジ 牡５黒鹿５７ 青木 芳之細川 益男氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ５００± ０１：４５．９１ ５．９	
６９ ニットウサラン 牝５鹿 ５５ 梶 晃啓�日東牧場 梅田 康雄 浦河 日東牧場 ４９６＋３０１：４６．０� ５９．７

４５ ラ ン キ ン グ 牡５栗 ５７ 鈴来 直人塩入 通之氏 嶋田 功 浦河 今井 秀樹 ４８４＋ ４１：４６．２１	 １４．５�
７１０ マイネルトラヴェル 牡５青鹿５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 柴田 光陽 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ２１：４６．４１� ２４．１�
５６ グリンガレット 牡６鹿 ５７ 横山 典弘�ターフ・スポート粕谷 昌央 静内 聖心台牧場 B４８２＋ ６１：４７．１４ ２６．４
２２ 
 グローリーソング 牡４栗 ５７ 武 英智井門 敏雄氏 小原伊佐美 門別 坂 牧場 ４６４－ ６１：４７．４２ １１５．１�

（１１頭）
３３ 
 ケイエスシンケイト 牡５栗 ５７ 松田 大作キヨシサービス� 高橋 成忠 静内 三木田 明仁 ４９４＋ ８ （競走除外）

４４ メイショウエグル 牡４鹿 ５７ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 静内 フジワラフアーム ５５４＋２４ （競走除外）

売 得 金

単勝： １７，５３６，２００円 複勝： ２７，６５２，２００円 枠連： １５，５１４，５００円

普通馬連： ５４，７４７，３００円 馬単： ３６，１０９，５００円 ワイド【拡大馬連】： １６，２８０，９００円

３連複： ４５，８８７，１００円 ３連単： １０５，８２９，１００円 計： ３１９，５５６，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４４０円 複 勝 � ５３０円 � ５５０円 � １９０円 枠 連（７－８） １，９００円

普通馬連 �� １３，４５０円 馬 単 �� ２９，１９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３，５００円 �� １，１４０円 �� １，５１０円

３ 連 複 ��� １５，５６０円 ３ 連 単 ��� １１５，５４０円

票 数

単勝票数 差引計 １７５３６２（返還計 ３６７７７） 的中 � ９５９７（５番人気）
複勝票数 差引計 ２７６５２２（返還計 ５８５５２） 的中 � １２１２２（６番人気）� １１４３１（８番人気）� ５０９０２（３番人気）
枠連票数 差引計 １５５１４５（返還計 ４１４０９） 的中 （７－８） ６０３４（１０番人気）
普通馬連票数 差引計 ５４７４７３（返還計３３１０１５） 的中 �� ３００４（３３番人気）
馬単票数 差引計 ３６１０９５（返還計２０２３２１） 的中 �� ９１３（６７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 差引計 １６２８０９（返還計 ７９４９０） 的中 �� １１１９（３３番人気）�� ３６０１（１１番人気）�� ２６６４（２０番人気）
３連複票数 差引計 ４５８８７１（返還計４９９５２３） 的中 ��� ２１７７（５１番人気）
３連単票数 差引計１０５８２９１（返還計１１９６３１８） 的中 ��� ６７６（３４０番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．１―１１．３―１２．０―１２．３―１３．１―１２．９―１２．６―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―２９．２―４１．２―５３．５―１：０６．６―１：１９．５―１：３２．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３８．６
１
３
６－１２（５，１１）－（８，１０）－（１，９）１３－２－７
６－（１２，８）（５，１１）１０，１（１３，９）７，２

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

勝馬の
紹 介

ザシークレット �
�
父 スピードワールド �

�
母父 アジュディケーティング デビュー ２００７．７．１ 福島８着

２００５．４．９生 牡３芦 母 スピードハミング 母母 スルーシーツー ８戦３勝 賞金 ３１，７０８，０００円
〔競走除外〕 ケイエスシンケイト号・メイショウエグル号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２０頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２０頭 インスパイアリング号・ウエスタンリジ号・エアリーズ号・エドノドリーム号・オーキッドコート号・

グランシュヴァリエ号・グランプリヒーロー号・シャドウストライプ号・シュリクン号・シンワラヴ号・
ストームタイガー号・ダイワレヴアップ号・トーセントップラン号・ニシノドーン号・ネヴァシャトル号・バリオン号・
ビッグクラウン号・マドンナブラボー号・マルブツブラボー号・ムーンレスナイト号


