
２５０２２ ９月１５日 晴 良 （２０札幌２）第２日 第１０競走 ��
��１，７００�

ほ く と

北 斗 賞
発走１５時１０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 ２９４，０００円 ８４，０００円 ４２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４２．１
１：４１．８

重

不良

７１１ コロナグラフ 牡３鹿 ５４ 武 幸四郎 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８８＋ ８１：４５．９ ６．９�

６８ シャドウストライプ 牡４栗 ５７ 藤田 伸二飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム ５３８± ０１：４６．１１� ４．７�
５６ ニシノドーン 牡４黒鹿５７ 藤岡 佑介西山 茂行氏 宮本 博 鵡川 西山牧場 ４４６＋ ４ 〃 ハナ ４．９�
８１２ マルブツブラボー 牡７青鹿５７ 勝浦 正樹大澤 毅氏 加用 正 三石 猪野毛牧場 ４３２± ０１：４６．３１ ７３．５�
３３ 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± ０１：４６．４� ５０．８�
７１０ グランシュヴァリエ 牡３青鹿５４ 横山 典弘谷 雄史氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７６＋ ２１：４６．５クビ ３．３	
４５ ストームタイガー 牡６青鹿５７ 中舘 英二吉田 照哉氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム ４７２＋ ４ 〃 ハナ １４．６

８１３ 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 ４９０－ ６１：４６．７１� ６．８�
１１ トーセントップラン 牝４栗 ５５ 荻野 琢真島川 �哉氏 大久保龍志 静内 岡田スタツド ４８０＋ ４１：４６．８	 ４２．６
４４ 
 ダイワレヴアップ 牡５黒鹿５７ 武士沢友治大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５３２－１２１：４６．９� ５０．７�
５７ ウエスタンリジ �６鹿 ５７ 的場 勇人西川 賢氏 保田 一隆 静内 北西牧場 B５１４－ ６１：４７．３２	 ３４．０�
６９ マドンナブラボー 牝５鹿 ５５ 芹沢 純一�宮内牧場 新川 恵 浦河 宮内牧場 ４６６± ０１：４８．３６ ３９．１�
２２ ネヴァシャトル 牡４栗 ５７ 松田 大作�ティーエイチ 野中 賢二 静内 藤原牧場 ４９４＋ ２１：４９．０４ ２０．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２６，７８７，２００円 複勝： ４３，４２１，０００円 枠連： ２９，１８４，０００円

普通馬連： １３４，５５８，７００円 馬単： ８２，７２２，９００円 ワイド【拡大馬連】： ３３，４７１，８００円

３連複： １４０，２４２，７００円 ３連単： ３１２，８８３，８００円 計： ８０３，２７２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � ２４０円 � ２１０円 � １９０円 枠 連（６－７） ５４０円

普通馬連 �� １，９３０円 馬 単 �� ４，３７０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７７０円 �� ８５０円 �� ６６０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� ２３，０２０円

票 数

単勝票数 計 ２６７８７２ 的中 � ３０８５６（５番人気）
複勝票数 計 ４３４２１０ 的中 � ４３９８７（５番人気）� ５７７３９（４番人気）� ６４９３７（３番人気）
枠連票数 計 ２９１８４０ 的中 （６－７） ４０２７８（２番人気）
普通馬連票数 計１３４５５８７ 的中 �� ５１７００（８番人気）
馬単票数 計 ８２７２２９ 的中 �� １３９９３（１８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ３３４７１８ 的中 �� １０７９２（７番人気）�� ９６６９（１０番人気）�� １２６７２（６番人気）
３連複票数 計１４０２４２７ 的中 ��� ２６２６１（１１番人気）
３連単票数 計３１２８８３８ 的中 ��� １００３１（６２番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．１―１２．０―１２．３―１２．２―１２．５―１２．６―１２．８―１３．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．８―２９．８―４２．１―５４．３―１：０６．８―１：１９．４―１：３２．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３９．１
１
３
２（４，５，７）（３，１１）（９，１３）（８，１０）＝１，１２，６・（２，４，５）（３，７）（９，１０，１１）８，１３（１，１２，６）

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

勝馬の
紹 介

コロナグラフ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー ２００７．１２．８ 阪神２着

２００５．５．３生 牡３鹿 母 フラワーコロネット 母母 ダイナラセーヌ ７戦３勝 賞金 ４０，４７４，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）２３頭 アートオブウォー号・インスパイアリング号・エアリーズ号・エドノドリーム号・エプソムボス号・

オーキッドコート号・グランプリヒーロー号・グローリーソング号・シュリクン号・シルクパナシア号・
スマートカイザー号・トゥインクルタイム号・トウショウアタック号・ナムラマハラジャ号・ニシノナデシコ号・
バリオン号・ファインスティール号・フィールドジュエル号・ブレイバー号・ムーンレスナイト号・
メイショウエグル号・メジロティモン号・ランキング号


