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21049 8月9日 晴 稍重 （26札幌1）第5日 第1競走 ��1，500�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：29．3
1：29．3

良
良

45 ウインアキレア 牝2鹿 54 三浦 皇成�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 444± 01：30．2 4．1�
57 ディープフォルツァ 牡2鹿 54 勝浦 正樹 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 424＋ 2 〃 クビ 1．8�
58 アドマイヤゴッド 牡2鹿 54 池添 謙一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：30．3クビ 6．6�
33 クリノテツマン 牡2栗 54 松田 大作栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 堤 牧場 444＋ 41：30．93� 146．0�
11 エスティエッキー 牝2黒鹿54 丸山 元気 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 444－ 61：31．0� 175．9	
610 ミュゼバトラー 牡2栗 54 柴山 雄一髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 480－ 8 〃 ハナ 30．8

712 タイセイボニータ 牝2栗 54

51 ▲小崎 綾也田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 450＋ 41：31．21� 19．3�
813 ケイアイトレジャー 牡2芦 54 菱田 裕二亀田 和弘氏 畠山 吉宏 日高 アイズスタッド株式会社 480＋ 4 〃 アタマ 11．5�
22 アンダリューサイト 牝2黒鹿54 丸田 恭介スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 442＋ 21：31．3� 17．6
814 ラッシュボール 牡2鹿 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 イスズ牧場 460－ 21：31．93� 191．8�
34 キングイマデショウ 牡2鹿 54 古川 吉洋首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 458－ 21：32．0� 91．0�
711 ダンツラッシュ 牡2鹿 54 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 三石橋本牧場 488± 01：32．1クビ 32．4�
46 エマージングウルフ 牝2芦 54 津村 明秀友水 達也氏 中野 栄治 浦河 有限会社

松田牧場 404－ 61：32．3� 146．9�
69 コスモデレガンス 牡2鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 412－ 4 〃 アタマ 24．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，279，600円 複勝： 30，420，300円 枠連： 7，364，800円
馬連： 30，619，600円 馬単： 22，898，200円 ワイド： 19，150，500円
3連複： 46，573，300円 3連単： 80，880，300円 計： 254，186，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 110円 � 140円 枠 連（4－5） 270円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 150円 �� 400円 �� 270円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 3，270円

票 数

単勝票数 計 162796 的中 � 31147（2番人気）
複勝票数 計 304203 的中 � 55975（2番人気）� 123028（1番人気）� 37229（3番人気）
枠連票数 計 73648 的中 （4－5） 20446（1番人気）
馬連票数 計 306196 的中 �� 61598（1番人気）
馬単票数 計 228982 的中 �� 18211（3番人気）
ワイド票数 計 191505 的中 �� 40863（1番人気）�� 9771（4番人気）�� 16124（2番人気）
3連複票数 計 465733 的中 ��� 54773（1番人気）
3連単票数 計 808803 的中 ��� 17901（4番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―11．3―11．7―12．0―12．1―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．2―29．5―41．2―53．2―1：05．3―1：17．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0

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

・（3，4，12）（2，5，9）（6，7）1（8，13）（10，11）14・（4，12）5，3（2，13）（1，9，7）8－（11，10）（14，6）
勝馬の
紹 介

ウインアキレア �
�
父 コンデュイット �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2014．6．15 阪神3着

2012．3．7生 牝2鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 4戦1勝 賞金 9，400，000円
〔その他〕 タイセイボニータ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 タイセイボニータ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年9月9日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デルマヨタロウ号

21050 8月9日 晴 稍重 （26札幌1）第5日 第2競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走10時25分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

33 ブルザンインディゴ 牝3芦 54 吉田 隼人藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 440－ 62：35．7 5．6�
44 エンジェルラダー 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：36．01� 12．4�
710 エンジェルピース 牡3鹿 56 丸山 元気 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 554－ 8 〃 アタマ 3．8�
55 シュタインベルガー 牡3青鹿56 N．ローウィラー �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム B502＋ 62：36．1� 2．5�

（豪）

68 カフジスター 牡3青鹿56 古川 吉洋加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 462－ 22：36．2� 27．2�
812 ダンスールクレール �3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 472－ 42：36．4� 23．0	
56 コマノアスリート 牡3鹿 56 柴山 雄一長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 462＋ 22：36．5� 21．1

811 マルカブラン 牡3芦 56 藤田 伸二河長産業� 浜田多実雄 様似 猿倉牧場 496＋ 2 〃 アタマ 10．8�
11 タイセイオーシャン 牡3鹿 56 勝浦 正樹田中 成奉氏 伊藤 大士 森 笹川大晃牧場 476－ 22：38．110 15．9
67 ザッツフェイマス 牡3芦 56 黛 弘人有限会社シルク松山 将樹 新冠 ムラカミファーム B456－ 8 〃 クビ 34．9�
22 マサノサーパス 牡3芦 56

53 ▲小崎 綾也中村 時子氏 栗田 徹 新ひだか 中村 和夫 B484＋142：38．73� 58．6�
79 トウカイソレイユ 牡3青鹿56 桑村 真明内村 正則氏 野中 賢二 平取 二風谷ファーム 510－ 22：40．7大差 120．7�

（北海道）

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，472，500円 複勝： 21，612，800円 枠連： 5，540，000円
馬連： 26，568，500円 馬単： 18，521，100円 ワイド： 15，103，000円
3連複： 36，438，800円 3連単： 58，462，100円 計： 197，718，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 190円 � 300円 � 160円 枠 連（3－4） 4，230円

馬 連 �� 4，270円 馬 単 �� 7，510円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 490円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 38，490円

票 数

単勝票数 計 154725 的中 � 21784（3番人気）
複勝票数 計 216128 的中 � 30580（3番人気）� 15207（5番人気）� 42092（2番人気）
枠連票数 計 55400 的中 （3－4） 1013（16番人気）
馬連票数 計 265685 的中 �� 4814（16番人気）
馬単票数 計 185211 的中 �� 1849（27番人気）
ワイド票数 計 151030 的中 �� 3065（16番人気）�� 8524（3番人気）�� 3294（14番人気）
3連複票数 計 364388 的中 ��� 4743（22番人気）
3連単票数 計 584621 的中 ��� 1101（120番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．7―13．7―14．1―14．1―13．9―12．9―12．1―12．2―12．3―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．9―24．6―37．3―51．0―1：05．1―1：19．2―1：33．1―1：46．0―1：58．1―2：10．3―2：22．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブルザンインディゴ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2013．7．28 新潟中止

2011．4．9生 牝3芦 母 セイランクイーン 母母 ケイシュウミリオン 11戦1勝 賞金 11，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ダベンポート号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

第１回 札幌競馬 第５日



21051 8月9日 晴 稍重 （26札幌1）第5日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

57 ベルプラージュ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 444± 01：45．4 2．4�
56 エヴォリューション 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 466－ 21：45．82� 5．8�
44 テイエムペガサス 牝3黒鹿54 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B446＋ 21：46．54 72．1�
68 クイズリングテラス 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場 438± 0 〃 ハナ 65．7�
710 ウィアーワン 牝3鹿 54 藤田 伸二 �グランデオーナーズ 高橋 康之 浦河 中島牧場 494－ 41：46．82 3．0	
812 ホ ト ト ヤ エ 牝3黒鹿54 津村 明秀井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム B464－ 81：47．01� 62．0

45 アロハエコモマイ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁名古屋友豊� 高野 友和 新冠 パカパカ
ファーム 474－141：47．2� 124．4�

69 ノルウェーノモリ 牝3栗 54 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 日高 シンコーファーム 444± 0 〃 クビ 15．3�
711 トーセンパピー 牝3黒鹿54 柴山 雄一島川 哉氏 中川 公成 新冠 秋田牧場 450＋ 81：47．4� 25．3�
33 エイユーバーチョ 牝3黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也笹部 和子氏 目野 哲也 新ひだか 土田 和男 416± 01：47．6� 54．1�
22 キ ナ ウ 牝3黒鹿54 松岡 正海荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：47．7� 14．7�
813 ロ ゴ マ ー ク 牝3青鹿54 松田 大作市川 義美氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 452＋ 41：48．23 57．8�
11 カネトシタシナミ 牝3鹿 54 藤岡 康太兼松 利男氏 高野 友和 新冠 パカパカ

ファーム 442＋ 21：48．51� 11．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 14，853，100円 複勝： 22，483，000円 枠連： 7，452，900円
馬連： 27，582，700円 馬単： 17，272，800円 ワイド： 15，040，400円
3連複： 36，865，200円 3連単： 60，273，000円 計： 201，823，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 180円 � 1，230円 枠 連（5－5） 720円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 350円 �� 3，470円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 14，840円 3 連 単 ��� 37，990円

票 数

単勝票数 計 148531 的中 � 47936（1番人気）
複勝票数 計 224830 的中 � 64812（1番人気）� 32091（3番人気）� 2886（11番人気）
枠連票数 計 74529 的中 （5－5） 7953（2番人気）
馬連票数 計 275827 的中 �� 28308（3番人気）
馬単票数 計 172728 的中 �� 9429（4番人気）
ワイド票数 計 150404 的中 �� 12589（3番人気）�� 1035（26番人気）�� 842（33番人気）
3連複票数 計 368652 的中 ��� 1863（39番人気）
3連単票数 計 602730 的中 ��� 1150（112番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―12．4―12．8―12．9―12．5―12．0―12．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．4―43．2―56．1―1：08．6―1：20．6―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．8
1
3
6，7（5，10）12（3，4）－13，2，8（1，11）－9・（6，7）10（5，4，12）－（8，11）（3，9）13（2，1）

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

勝馬の
紹 介

ベルプラージュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．6．23 東京4着

2011．2．2生 牝3黒鹿 母 ベルフィーチャー 母母 ベルクラシック 7戦1勝 賞金 11，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 クリノミユキチャン号・パイストロピカル号・ホールドミータイト号

21052 8月9日 晴 稍重 （26札幌1）第5日 第4競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時25分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

812 ゲンパチケンザン 牡3栗 56 松岡 正海平野 武志氏 萱野 浩二 新ひだか 加野牧場 494＋101：46．1 2．4�
45 ファイネスト 牡3栗 56 古川 吉洋 �キャロットファーム 荒川 義之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋121：46．2� 24．8�
68 レオウィッシュ 牡3栗 56 横山 和生�レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 B474± 01：46．3� 4．9�
813 ホッコーゴウケン 牡3栗 56 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 新冠 平山牧場 B460± 01：46．51� 4．3�
69 マコトヴォカシオン 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也�ディアマント 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 454＋ 4 〃 ハナ 7．4	
57 トウショウエディタ 牡3鹿 56 中谷 雄太トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466＋161：46．71	 17．8

11 ポ ル ナ ー ダ 牡3栗 56 菅原 隆一吉田 照哉氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム B450－ 41：46．8� 180．1�
44 ケンブリッジハーツ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹中西 宏彰氏 星野 忍 えりも エクセルマネジメント 408－ 61：47．54 242．0�
22 キョウワマロン 牝3栗 54 竹之下智昭�協和牧場 木原 一良 新冠 協和牧場 448－101：47．71� 176．6
56 フ ェ ン ガ リ 牡3栗 56 菱田 裕二一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 500－ 41：49．29 61．9�
33 
 アイリッシュギフト 牡3鹿 56 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 英 Christopher &
Annabelle Mason B512± 01：49．3� 11．1�

711
 モ ク レ ン 牝3鹿 54 吉田 隼人吉田 安惠氏 藤原 英昭 愛 R. Scar-
borough 444＋101：50．25 49．7�

710 フジヤマテスラ 牝3鹿 54 藤田 伸二藤本美也子氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 438＋141：51．05 25．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，943，500円 複勝： 22，779，500円 枠連： 8，995，800円
馬連： 26，640，200円 馬単： 17，804，300円 ワイド： 14，421，200円
3連複： 33，379，400円 3連単： 57，970，600円 計： 197，934，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 450円 � 150円 枠 連（4－8） 1，710円

馬 連 �� 3，460円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 270円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 3，890円 3 連 単 ��� 22，000円

票 数

単勝票数 計 159435 的中 � 51573（1番人気）
複勝票数 計 227795 的中 � 52575（1番人気）� 8737（8番人気）� 42931（2番人気）
枠連票数 計 89958 的中 （4－8） 4066（7番人気）
馬連票数 計 266402 的中 �� 5963（12番人気）
馬単票数 計 178043 的中 �� 2876（15番人気）
ワイド票数 計 144212 的中 �� 2786（11番人気）�� 16249（2番人気）�� 2699（15番人気）
3連複票数 計 333794 的中 ��� 6424（11番人気）
3連単票数 計 579706 的中 ��� 1910（62番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．9―12．2―12．5―12．7―13．1―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．6―41．8―54．3―1：07．0―1：20．1―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゲンパチケンザン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．3．21 中山7着

2011．5．5生 牡3栗 母 ブルーベルベット 母母 ウメノアスコット 7戦1勝 賞金 7，090，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サウンドシャカラカ号・スズカルーブル号・メローワイン号
（非抽選馬） 1頭 ユキノアカツキ号



21053 8月9日 晴 良 （26札幌1）第5日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．4
1：45．9

良
良

812 フローレスダンサー 牝2鹿 54 四位 洋文 �社台レースホース松田 博資 千歳 社台ファーム 480 ―1：52．2 1．8�
44 シンキングロージス 牡2黒鹿54 三浦 皇成佐藤 雄司氏 鹿戸 雄一 新冠 浜口牧場 464 ― 〃 クビ 11．5�
57 サンインディアナ 牡2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 454 ―1：52．51� 63．6�
710 ドリームチェイサー 牡2栗 54 池添 謙一三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 474 ― 〃 ハナ 7．3�
22 パイロキネシスト 牡2黒鹿54 勝浦 正樹平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 472 ―1：52．71� 62．7�
11 グリューヴァイン 牝2栗 54 吉田 隼人 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 448 ―1：52．8� 4．5	
56 デヴァスタシオン 牡2栃栗54 藤岡 康太一村 哲也氏 	島 一歩 千歳 社台ファーム 500 ―1：52．9� 13．9

45 ミュゼダルタニアン 牡2栗 54 柴山 雄一髙橋 仁氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム 498 ―1：53．32
 24．1�
69 キタサンアカツキ 牝2鹿 54 丸田 恭介�大野商事 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 468 ―1：53．51� 18．2�
711 アモーレエテルノ 牝2芦 54

51 ▲長岡 禎仁 �キャロットファーム 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486 ― 〃 アタマ 35．1

68 テイエムキュアオウ 牡2栗 54 荻野 琢真竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 488 ―1：54．77 44．7�
813 トーセンラブリー 牝2栗 54 菱田 裕二島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム B464 ―1：55．33
 91．2�
33 アイガットリズム 牡2黒鹿54 津村 明秀佐藤 範夫氏 高柳 瑞樹 日高 下河辺牧場 458 ―1：56．910 126．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，010，300円 複勝： 24，205，900円 枠連： 8，256，300円
馬連： 29，886，900円 馬単： 24，948，700円 ワイド： 16，412，700円
3連複： 37，412，300円 3連単： 75，254，200円 計： 239，387，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 230円 � 960円 枠 連（4－8） 640円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 350円 �� 1，970円 �� 4，260円

3 連 複 ��� 14，060円 3 連 単 ��� 36，130円

票 数

単勝票数 計 230103 的中 � 99331（1番人気）
複勝票数 計 242059 的中 � 82171（1番人気）� 22734（4番人気）� 4005（11番人気）
枠連票数 計 82563 的中 （4－8） 9977（3番人気）
馬連票数 計 298869 的中 �� 22912（3番人気）
馬単票数 計 249487 的中 �� 13501（4番人気）
ワイド票数 計 164127 的中 �� 13602（2番人気）�� 2008（22番人気）�� 910（39番人気）
3連複票数 計 374123 的中 ��� 1995（44番人気）
3連単票数 計 752542 的中 ��� 1510（104番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．7―38．7―51．8―1：04．9―1：17．3―1：29．0―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．3―3F34．9
1
3
・（4，12）11（7，10）（2，6，13）（1，8）9－5－3・（4，12）（7，10，13，5）（2，11，6）（1，8）9－3

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

勝馬の
紹 介

フローレスダンサー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．2．18生 牝2鹿 母 ダンスインザムード 母母 ダンシングキイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21054 8月9日 晴 良 （26札幌1）第5日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時45分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

59 ローレルトルネード 牡3栗 56 小林 徹弥 �ローレルレーシング 山内 研二 新ひだか 前田牧場 462－ 82：03．3 19．8�
12 ショウナンアトラス 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 480－ 62：03．51� 9．0�

815 ウエスタンメグ 牝3黒鹿54 秋山真一郎西川 賢氏 藤岡 健一 新ひだか ウエスタンファーム 404－ 82：03．92� 15．4�
611 ビキニスタイル 牝3黒鹿54 菱田 裕二石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428＋ 4 〃 アタマ 13．2�
23 � アワフレイム 牝3黒鹿54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Hinkle Farms 470± 02：04．0� 3．1�
11 クインズフローリー 牝3鹿 54 丸田 恭介 �クイーンズ・ランチ 田村 康仁 新ひだか 松田牧場 428± 02：04．21� 41．3	
816 ニシノチャステティ 牝3栗 54 村田 一誠西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 450＋ 2 〃 アタマ 7．9

714 サンタンドレ 牡3芦 56 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 500－ 42：04．3� 11．1�
612 セイウンコレット 牝3黒鹿54 横山 和生西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 470＋ 22：04．51	 19．0�
48 エンプレスアイル 牝3鹿 54 丸山 元気黒岩 晴男氏 藤原 辰雄 平取 高橋 啓 456± 02：04．6
 56．2
24 コパノミクス 牡3青 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 452± 02：04．7クビ 5．3�
510 マ ナ ス ル 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政岡田 壮史氏 加藤 和宏 浦河 市川フアーム 448－ 6 〃 アタマ 111．8�
47 スプリングアップ 牡3鹿 56 勝浦 正樹スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 474± 0 〃 アタマ 74．0�
713 イントゥレジェンド 牡3栗 56 四位 洋文�ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 478＋ 22：04．8クビ 60．8�
35 ヴィルヌーヴ 牝3鹿 54 松岡 正海吉田 勝己氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 448－142：05．43� 42．3�
36 ポッシブルドリーム 牡3黒鹿56 N．ローウィラー 窪田 康志氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B548－142：07．010 14．3�

（豪）

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，040，800円 複勝： 24，334，900円 枠連： 10，158，400円
馬連： 28，536，800円 馬単： 15，607，500円 ワイド： 15，525，100円
3連複： 39，751，500円 3連単： 53，971，500円 計： 202，926，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 510円 � 400円 � 530円 枠 連（1－5） 10，750円

馬 連 �� 9，630円 馬 単 �� 20，530円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 4，120円 �� 3，260円

3 連 複 ��� 61，720円 3 連 単 ��� 407，590円

票 数

単勝票数 計 150408 的中 � 6060（10番人気）
複勝票数 計 243349 的中 � 12315（7番人気）� 16420（5番人気）� 11802（8番人気）
枠連票数 計 101584 的中 （1－5） 732（26番人気）
馬連票数 計 285368 的中 �� 2296（36番人気）
馬単票数 計 156075 的中 �� 570（71番人気）
ワイド票数 計 155251 的中 �� 1396（30番人気）�� 968（46番人気）�� 1231（37番人気）
3連複票数 計 397515 的中 ��� 483（175番人気）
3連単票数 計 539715 的中 ��� 96（1051番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．6―13．1―12．5―12．4―11．6―12．0―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．3―50．4―1：02．9―1：15．3―1：26．9―1：38．9―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．4
1
3
9，7（3，12）（2，6，10，16）（1，15）14，11，13（8，4）－5
9（7，12，16，4）3，2（6，13）（15，10）（1，14）（11，5）8

2
4
9，7，12，3（2，6，16）（15，10）1，14（11，13）（8，4）－5
9（12，16）（7，2，4，3）－15（1，14，13）11（6，10）（8，5）

勝馬の
紹 介

ローレルトルネード �
�
父 チアズブライトリー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2013．10．20 新潟5着

2011．3．7生 牡3栗 母 マイディアガビー 母母 プリンセスガビー 11戦1勝 賞金 14，060，000円
〔制裁〕 ショウナンアトラス号の騎手小崎綾也は，発走後に外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：3番・4番・5番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



21055 8月9日 晴 稍重 （26札幌1）第5日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
57．1

良
稍重

710 ナイスゴールド 牝5栗 55 松岡 正海 �ワイ・アール・シー 高橋 裕 日高 木村牧場 468＋16 58．8 30．6�
811 パワフルラリマー 牝5栗 55 三浦 皇成友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 482－ 4 58．9� 4．9�
33 タ サ ジ ャ ラ 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也 K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B512－ 4 59．0� 4．1�
79 サトノプレシャス 牡4栗 57 勝浦 正樹里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 486＋ 4 59．1� 2．4�
56 テイエムシシオー 牡5黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 480± 0 〃 ハナ 21．3�
812� グランヴァン 牡5鹿 57 小林 徹弥	日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 484－ 2 59．52� 5．1

22 � マリナーズコンパス 牝4鹿 55 菱田 裕二谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 クビ 79．1�
68 フ レ イ ヤ 牝8鹿 55

52 ▲城戸 義政岡田 牧雄氏 本間 忍 静内 岡田スタツド 528＋ 4 〃 ハナ 161．2�
67 アイナマーリエ 牝3鹿 52

49 ▲井上 敏樹山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 480＋18 59．6クビ 39．7
44 カウンターハッセキ 牡3鹿 54 柴山 雄一井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 440＋ 41：00．34 70．6�
55 � ポワドサントゥール 牝4栗 55 田中 博康	下河辺牧場 木村 哲也 日高 下河辺牧場 486＋ 61：00．72� 164．4�
11 ダイヤハート 牝3青鹿52 黛 弘人大野 數芳氏 柄崎 孝 平取 北島牧場 B446＋161：00．8� 16．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，714，100円 複勝： 24，710，000円 枠連： 7，701，200円
馬連： 33，994，700円 馬単： 21，909，000円 ワイド： 16，196，100円
3連複： 39，569，400円 3連単： 77，843，000円 計： 241，637，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，060円 複 勝 � 530円 � 160円 � 170円 枠 連（7－8） 250円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 8，960円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，720円 �� 460円

3 連 複 ��� 6，010円 3 連 単 ��� 58，600円

票 数

単勝票数 計 197141 的中 � 5151（7番人気）
複勝票数 計 247100 的中 � 8700（7番人気）� 48399（2番人気）� 41784（3番人気）
枠連票数 計 77012 的中 （7－8） 23777（1番人気）
馬連票数 計 339947 的中 �� 7415（12番人気）
馬単票数 計 219090 的中 �� 1833（29番人気）
ワイド票数 計 161961 的中 �� 4039（12番人気）�� 2285（15番人気）�� 9754（4番人気）
3連複票数 計 395694 的中 ��� 4936（18番人気）
3連単票数 計 778430 的中 ��� 963（173番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．8―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．5―35．3―47．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．3
3 10（11，12）（2，6）7，8（3，4，9）－5－1 4 10（11，12）（2，6）7，9（8，3）4，5－1

勝馬の
紹 介

ナイスゴールド �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 クリスタルグリツターズ デビュー 2011．6．18 函館3着

2009．3．22生 牝5栗 母 ナイスグリンベル 母母 ミヤサンレデイ 9戦2勝 賞金 20，800，000円
〔発走状況〕 タサジャラ号は，発走地点で馬装整備。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 タサジャラ号の調教師水野貴広は，馬装（銜の装着）について注意義務を怠り過怠金50，000円。

タサジャラ号の騎手小崎綾也は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番）
※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 サンマルヴィグラス号・スリーチアサウス号・トウカイチャーム号・ノボキャビア号・メイショウカイモン号

21056 8月9日 晴 稍重 （26札幌1）第5日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （ダート・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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

45 エイシンヴァラー 牡3鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 488－ 21：45．6 8．8�
44 フィールドメジャー 牝4栗 55 松岡 正海地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 446－ 21：46．13 25．9�
711 ファイトユアソング 牝3鹿 52 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 426＋ 21：46．3� 70．0�
69 スマートダイバー 牡3栗 54 松田 大作大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 468－ 6 〃 アタマ 4．6�
68 シ ッ プ ウ �3黒鹿54 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 B478＋ 41：46．51� 21．6	
57 ニューハウン 牡4鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 520± 01：46．71	 1．9

812 キングスクルーザー 牡4鹿 57 秋山真一郎有限会社シルク平田 修 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 462－ 2 〃 アタマ 21．4�
710 アイアムナチュラル 牡3鹿 54 藤田 伸二堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 508＋101：46．8� 13．4�
33 ショウナンガッチャ 牡3栗 54 勝浦 正樹国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 480± 01：46．9	 25．4
11 シャドウシティー 牡3鹿 54 菱田 裕二飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B476＋ 21：47．0	 17．7�
56 ニシノマテンロウ 牡3黒鹿54 吉田 隼人西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 高昭牧場 492－ 41：47．1	 13．4�
22 キセキノチャンス 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 488＋ 21：47．31� 108．5�
813 ダンツキャノン 牡3栗 54 古川 吉洋山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 510－101：49．6大差 117．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，337，600円 複勝： 28，508，900円 枠連： 8，622，100円
馬連： 32，206，100円 馬単： 19，605，600円 ワイド： 17，093，500円
3連複： 38，605，600円 3連単： 67，897，400円 計： 230，876，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 320円 � 550円 � 2，130円 枠 連（4－4） 8，020円

馬 連 �� 7，500円 馬 単 �� 14，710円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 9，980円 �� 13，970円

3 連 複 ��� 159，080円 3 連 単 ��� 806，970円

票 数

単勝票数 計 183376 的中 � 16512（3番人気）
複勝票数 計 285089 的中 � 26368（4番人気）� 13701（8番人気）� 3140（11番人気）
枠連票数 計 86221 的中 （4－4） 833（21番人気）
馬連票数 計 322061 的中 �� 3327（22番人気）
馬単票数 計 196056 的中 �� 999（42番人気）
ワイド票数 計 170935 的中 �� 1840（26番人気）�� 439（58番人気）�� 313（64番人気）
3連複票数 計 386056 的中 ��� 182（195番人気）
3連単票数 計 678974 的中 ��� 61（1042番人気）

ハロンタイム 6．9―11．6―12．2―12．4―12．1―12．5―12．6―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．7―43．1―55．2―1：07．7―1：20．3―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．9
1
3
・（5，13）6（1，9）4，7（2，10）（8，12）3－11
5（13，4）6（9，10）（1，7）8，2（11，12，3）

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

勝馬の
紹 介

エイシンヴァラー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．12．14 阪神1着

2011．5．12生 牡3鹿 母 エーシンラージシー 母母 エイシンルーデンス 3戦2勝 賞金 14，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴァリュービジョン号



21057 8月9日 晴 良 （26札幌1）第5日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

33 ツクバアズマオー 牡3鹿 54 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 454－ 21：49．4 2．0�
34 カッパドキア 牡4黒鹿57 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 474＋ 21：49．5� 3．9�
610 ライフトップガン 牡4鹿 57 池添 謙一谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 484－ 61：49．6� 27．6�
712 マイネルバランシン 牡4黒鹿57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 498＋ 21：49．92 46．5�
22 デスティニーシチー 牡4栗 57 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 472－ 81：50．0クビ 11．2�
814 マイネルゾンネ 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 486± 0 〃 ハナ 34．8	
813 インストアイベント 牡4栗 57 横山 和生 
社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476± 01：50．1� 29．4�
711 スマートマーチ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 436－ 2 〃 クビ 34．0�
11 ハギノブシドウ 牡4栗 57 N．ローウィラー 日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 504＋ 41：50．41� 9．7

（豪）

69 � エムエムロゼオ 牡5栗 57
54 ▲長岡 禎仁ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 446＋ 61：50．5� 223．1�

57 � エターナルトルース 牝4黒鹿 55
52 ▲小崎 綾也五影 慶則氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 408－ 7 〃 ハナ 15．9�
58 シャインシュラーク 牡3栗 54 中谷 雄太岡田 牧雄氏 天間 昭一 新ひだか 斉藤スタッド 448－10 〃 同着 102．9�
46 ヴィオラーネ 牝5青鹿55 丸山 元気平井 裕氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 464＋ 81：50．81� 12．4�
45 バクシンパワー 	4鹿 57

54 ▲井上 敏樹
宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B472＋ 81：51．65 150．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，352，500円 複勝： 26，410，400円 枠連： 10，503，800円
馬連： 36，881，700円 馬単： 22，975，700円 ワイド： 17，666，100円
3連複： 43，688，600円 3連単： 78，348，200円 計： 253，827，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 130円 � 390円 枠 連（3－3） 360円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 170円 �� 820円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 7，660円

票 数

単勝票数 計 173525 的中 � 68257（1番人気）
複勝票数 計 264104 的中 � 80056（1番人気）� 53720（2番人気）� 10027（7番人気）
枠連票数 計 105038 的中 （3－3） 22544（1番人気）
馬連票数 計 368817 的中 �� 89944（1番人気）
馬単票数 計 229757 的中 �� 35853（1番人気）
ワイド票数 計 176661 的中 �� 35673（1番人気）�� 4623（10番人気）�� 3487（14番人気）
3連複票数 計 436886 的中 ��� 12205（7番人気）
3連単票数 計 783482 的中 ��� 7408（14番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．1―48．3―1：00．6―1：12．7―1：24．7―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．7
1
3
5－14，7（1，2，11）8（6，9）－12（4，3）10，13・（5，14）7（1，2，11）（9，6，8）12（4，3）10，13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツクバアズマオー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2013．7．28 函館2着

2011．1．30生 牡3鹿 母 ニューグランジ 母母 シアトルデライター 9戦2勝 賞金 20，910，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

21058 8月9日 晴 良 （26札幌1）第5日 第10競走 ��
��1，500�ク ロ ー バ ー 賞

発走14時50分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：29．3
1：29．3

良
良

710 トーセンラーク 牝2栗 54 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 浦河 中神牧場 468－ 61：29．5 3．1�
812 ノットフォーマル 牝2黒鹿54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 462＋ 21：29．6� 4．6�
813 ウインバローラス 牡2鹿 54 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 新ひだか 飯岡牧場 478－ 2 〃 クビ 14．4�
44 	 ウチデノコヅチ 牝2栗 54 丸山 元気菅原 広隆氏 伊藤 圭三 新ひだか 小河 豊水 448－ 61：29．91
 24．9�
11 ス ル タ ー ナ 牝2鹿 54 四位 洋文	ターフ・スポート昆 貢 新冠 村田牧場 456± 0 〃 ハナ 3．8

68 グランドポピー 牝2栗 54 秋山真一郎田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 宮内牧場 472＋101：30．0
 5．8�
45 � ネ ガ テ ィ ヴ 牝2鹿 54 服部 茂史	新生ファーム 角川 秀樹 日高 新生ファーム 428－ 81：30．1� 126．8�

（北海道） （北海道）

711 ラブミークン 牡2栗 54 田中 博康小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 466－ 2 〃 ハナ 26．8
22 � ブライトギャル 牝2栗 54 中谷 雄太泉 俊二氏 若松 平 日高 木村牧場 436－101：30．2
 96．8�

（北海道）

57 � オ ヤ コ ダ カ 牡2芦 54 阪野 学森永 正志氏 原 孝明 新冠 森永 聡 516－ 41：30．3
 16．2�
（北海道） （北海道）

33 � タイセイスウォード 牡2芦 54 宮崎 光行田中 成奉氏 田中 淳司 むかわ 上水牧場 452± 01：30．5
 35．2�
（北海道） （北海道）

56 � ノボリクリーン 牡2青鹿54 岩橋 勇二原田 豊氏 田中 正二 浦河 杵臼牧場 442－ 21：31．45 54．4�
（北海道） （北海道）

69 � ウ ー マ ン 牝2青鹿54 桑村 真明小川 洋氏 角川 秀樹 日高 加藤牧場 446－12 〃 クビ 184．1�
（北海道） （北海道）

（13頭）

売 得 金
単勝： 26，314，500円 複勝： 29，176，200円 枠連： 12，167，100円
馬連： 53，188，800円 馬単： 32，073，700円 ワイド： 24，654，000円
3連複： 64，117，200円 3連単： 119，378，600円 計： 361，070，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 160円 � 340円 枠 連（7－8） 550円

馬 連 �� 810円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 320円 �� 760円 �� 620円

3 連 複 ��� 3，220円 3 連 単 ��� 10，250円

票 数

単勝票数 計 263145 的中 � 67857（1番人気）
複勝票数 計 291762 的中 � 66002（1番人気）� 49825（2番人気）� 15910（6番人気）
枠連票数 計 121671 的中 （7－8） 16960（1番人気）
馬連票数 計 531888 的中 �� 50325（2番人気）
馬単票数 計 320737 的中 �� 17806（1番人気）
ワイド票数 計 246540 的中 �� 21745（2番人気）�� 7772（8番人気）�� 9844（7番人気）
3連複票数 計 641172 的中 ��� 14917（5番人気）
3連単票数 計1193786 的中 ��� 8436（22番人気）

ハロンタイム 6．7―11．3―11．3―11．9―11．9―11．9―11．8―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―18．0―29．3―41．2―53．1―1：05．0―1：16．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．4

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

トーセンラーク �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．6．7 東京5着

2012．3．8生 牝2栗 母 タケイチゼット 母母 タケイチイチホース 4戦2勝 賞金 25，473，000円
※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。



21059 8月9日 晴 良 （26札幌1）第5日 第11競走 ��
��2，600�

も い わ や ま

藻 岩 山 特 別
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．8．3以降26．8．3まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000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
2：38．8
2：37．3

良
良

45 イントレピッド 牡4鹿 54 藤岡 康太会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 454－ 82：40．2 14．0�
33 ディープストーリー 牝4青 52 三浦 皇成有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440－ 42：40．41� 17．0�
57 トニーポケット 牡5鹿 54 松田 大作藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー

ム新冠支場 476± 02：40．71� 27．2�
22 セ ミ ニ ョ ン 牝6鹿 52 津村 明秀伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 466－14 〃 クビ 23．7�
58 	 カンタベリーナイト 牡5鹿 54 菱田 裕二峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B498－ 22：40．8クビ 43．5�
711 エ ス ペ リ ア 牡5栗 54 池添 謙一佐々木雄二氏 松元 茂樹 日高 モリナガファーム 456± 02：41．12 11．3�
34 フィルハーマジック 牝6鹿 52 丸田 恭介	下河辺牧場 野中 賢二 日高 下河辺牧場 474＋ 82：41．2クビ 7．4

46 ヒルノドンカルロ 牡4青鹿57 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B522＋ 2 〃 クビ 5．7�
610 ルミナスレッド 牝5鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 490－ 62：41．73 10．2
813	 サクラキングオー 牡8栗 53 松岡 正海�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 488－ 42：42．44 105．9�
69 ストーミング 牡3栗 53 勝浦 正樹栗坂 崇氏 新開 幸一 浦河 中神牧場 474＋ 42：44．3大差 7．5�
11 トップボンバー 牡3鹿 53 小崎 綾也	コオロ 庄野 靖志 日高 庄野牧場 442－ 62：45．68 16．2�
712 トーセンワープ 牡4鹿 55 吉田 隼人島川 �哉氏 大久保洋吉 日高 有限会社 エ

スティファーム B466＋ 42：46．23
 21．2�
814 レッドセインツ 牡6鹿 56 四位 洋文 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 438－ 4 （競走中止） 3．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，158，900円 複勝： 64，845，100円 枠連： 33，596，500円
馬連： 144，707，800円 馬単： 68，489，300円 ワイド： 57，878，900円
3連複： 204，255，500円 3連単： 320，523，600円 計： 932，455，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 450円 � 470円 � 710円 枠 連（3－4） 1，110円

馬 連 �� 11，500円 馬 単 �� 21，250円

ワ イ ド �� 3，050円 �� 4，630円 �� 6，100円

3 連 複 ��� 74，070円 3 連 単 ��� 457，440円

票 数

単勝票数 計 381589 的中 � 21675（7番人気）
複勝票数 計 648451 的中 � 39148（7番人気）� 36988（8番人気）� 23216（11番人気）
枠連票数 計 335965 的中 （3－4） 23315（5番人気）
馬連票数 計1447078 的中 �� 9751（47番人気）
馬単票数 計 684893 的中 �� 2417（88番人気）
ワイド票数 計 578789 的中 �� 4930（41番人気）�� 3218（59番人気）�� 2436（69番人気）
3連複票数 計2042555 的中 ��� 2068（216番人気）
3連単票数 計3205236 的中 ��� 508（1272番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―12．2―12．7―12．8―12．8―13．0―12．9―11．9―12．3―12．0―12．3

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�
12．6―23．7―35．3―47．5―1：00．2―1：13．0―1：25．8―1：38．8―1：51．7―2：03．6―2：15．9―2：27．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F48．5―3F36．6
1
�
6（1，12）－9，5－13，3（2，10）4，7（11，8）
6（5，9）（12，10）（3，1，4）（7，2，13）8，11

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

勝馬の
紹 介

イントレピッド �
�
父 リ ン カ ー ン �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2012．8．26 小倉9着

2010．5．12生 牡4鹿 母 ロッソペーガゾ 母母 レディアレグレット 16戦4勝 賞金 42，859，000円
〔競走中止〕 レッドセインツ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トップボンバー号・トーセンワープ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月

9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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アドマイヤネアルコ号

21060 8月9日 晴 稍重 （26札幌1）第5日 第12競走 ��
��1，700�

そ う え ん

桑 園 特 別
発走16時05分 （ダート・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

79 モンドクラッセ 牡3鹿 54 三浦 皇成�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 508－ 21：45．0 1．2�
811 バイタルフォルム 牡4黒鹿57 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 484± 01：46．17 25．5�
22 ディーエスコマンド 牡4鹿 57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 474－ 61：46．42 6．7�
55 メイショウドゥーマ 牡4黒鹿57 菱田 裕二松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 2 〃 アタマ 17．4�
44 グレートヴァリュー 牡6黒鹿57 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 460－ 81：46．71� 75．1	
78 ケンブリッジギルド 牡3栗 54 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 466－ 81：47．12	 22．9

33 キャメロンロード 牝4鹿 55 黛 弘人森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 450＋ 21：47．31
 200．3�
11 ティーポイズン 牡3栗 54 藤岡 康太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 500－ 21：47．51	 17．3�
810� サクラテイオー 牡5青鹿57 N．ローウィラー�谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 482－ 2 〃 アタマ 29．3

（豪）

66 ミスズモンブラン 牡3栗 54 池添 謙一永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 474± 01：47．6クビ 75．8�
67 �� ストライクルート 牝4栗 55 丸田 恭介 �キャロットファーム 尾形 和幸 米 Shadai Cor-

poration 428＋ 41：47．91� 69．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，718，100円 複勝： 120，454，300円 枠連： 16，687，600円
馬連： 71，598，100円 馬単： 62，645，300円 ワイド： 35，660，900円
3連複： 85，849，500円 3連単： 258，024，400円 計： 691，638，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 270円 � 120円 枠 連（7－8） 530円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 390円 �� 150円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 3，580円

票 数

単勝票数 計 407181 的中 � 268550（1番人気）
複勝票数 計1204543 的中 � 916818（1番人気）� 23696（7番人気）� 94098（2番人気）
枠連票数 計 166876 的中 （7－8） 24159（2番人気）
馬連票数 計 715981 的中 �� 56813（4番人気）
馬単票数 計 626453 的中 �� 39257（5番人気）
ワイド票数 計 356609 的中 �� 20030（5番人気）�� 81528（1番人気）�� 10346（10番人気）
3連複票数 計 858495 的中 ��� 61170（4番人気）
3連単票数 計2580244 的中 ��� 52143（9番人気）

ハロンタイム 6．7―11．8―12．8―13．0―12．7―12．2―11．9―11．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．5―31．3―44．3―57．0―1：09．2―1：21．1―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8
1
3
9（3，11）（2，4）10（1，5）8（6，7）
9，11（2，4）3（5，10）1，8－（6，7）

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

勝馬の
紹 介

モンドクラッセ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2013．12．7 中山6着

2011．5．6生 牡3鹿 母 クッキーキティ 母母 ユキノサクラ 7戦2勝 賞金 19，693，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26札幌1）第5日 8月9日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 158頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

175，010，000円
2，080，000円
8，900，000円
1，320，000円
15，670，000円
55，852，500円
4，108，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
261，195，500円
439，941，300円
137，046，500円
542，411，900円
344，751，200円
264，802，400円
706，506，300円
1，308，826，900円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 4，005，482，000円

総入場人員 12，024名 （有料入場人員 10，748名）
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