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21073 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第1競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・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
1：46．6
1：45．6

良
不良

11 ノースヒーロー 牡2栗 54
51 ▲長岡 禎仁 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 458＋ 61：47．3 77．2�

57 レッツイットラン 牡2栗 54 菱田 裕二深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 458± 01：47．62 9．2�
44 ノースランドボーイ 牡2青 54 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 486＋14 〃 ハナ 12．3�
68 ライドオンウインド 牡2栗 54 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 日高 春木 昭雄 488＋ 81：48．02� 34．3�
33 トーセンミッション 牡2栗 54 吉田 隼人島川 	哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B502＋ 2 〃 クビ 9．6

22 マ ゼ ン タ 牡2鹿 54 三浦 皇成増田 和啓氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 452－ 21：48．31� 5．2�
69 ティンバレス 牝2青鹿54 福永 祐一 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 452＋ 21：48．5� 9．2�
813 ニホンピロサンダー 牡2黒鹿54 田中 博康小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 452－ 21：48．71 11．3
812 サンアルパイン 牡2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 464－ 6 〃 ハナ 16．5�
45 シ ュ ー イ チ 牡2鹿 54 村田 一誠益田 修一氏 中野 栄治 新ひだか 西川富岡牧場 482± 01：48．8� 179．6�
711 ネ コ ソ ラ 牡2栗 54 柴山 雄一桐谷 茂氏 堀井 雅広 様似 様似共栄牧場 518＋ 41：49．12 9．6�
56 サリーシャッセ 牝2栗 54 津村 明秀黒須不二男氏 鈴木 伸尋 新ひだか 木村 秀則 490＋ 81：49．95 130．8�
710 マイネルヴォーダン 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 486－ 8 〃 クビ 2．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 17，154，200円 複勝： 30，206，700円 枠連： 9，666，700円
馬連： 37，800，900円 馬単： 22，814，600円 ワイド： 21，208，200円
3連複： 54，622，900円 3連単： 70，814，900円 計： 264，289，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，720円 複 勝 � 1，790円 � 250円 � 350円 枠 連（1－5） 23，050円

馬 連 �� 31，600円 馬 単 �� 74，070円

ワ イ ド �� 6，280円 �� 9，310円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 73，150円 3 連 単 ��� 723，100円

票 数

単勝票数 計 171542 的中 � 1776（11番人気）
複勝票数 計 302067 的中 � 3700（11番人気）� 36691（3番人気）� 23094（6番人気）
枠連票数 計 96667 的中 （1－5） 325（29番人気）
馬連票数 計 378009 的中 �� 927（51番人気）
馬単票数 計 228146 的中 �� 231（110番人気）
ワイド票数 計 212082 的中 �� 854（49番人気）�� 574（52番人気）�� 5314（14番人気）
3連複票数 計 546229 的中 ��� 560（142番人気）
3連単票数 計 708149 的中 ��� 71（1011番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―30．3―43．1―55．8―1：08．3―1：20．9―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．0
1
3
1，7，9，8，11（5，10）（2，3，13）6（4，12）・（1，7）9，8（11，2）（5，10）（4，13，12）（3，6）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノースヒーロー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2014．6．8 東京13着

2012．3．22生 牡2栗 母 ラブイズカヌマ 母母 ラブイズトゥルー 3戦1勝 賞金 5，000，000円
※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。
（非抽選馬） 5頭 エルヴィルダ号・シシャモショウグン号・デルマグーリンダイ号・デンコウコハク号・ロウアンドロウ号

21074 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第2競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時20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
1：09．5
1：07．8

良
良

612� エクシードリミッツ 牝2栗 54 秋山真一郎吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney
Foods Ltd 466＋ 41：09．7 6．6�

815 シ ラ ユ キ 牝2芦 54 福永 祐一ワタナベホールディ
ングス� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 482－ 21：09．8� 1．5�

59 レンイングランド 牡2芦 54 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 504＋ 61：10．22	 12．8�
24 ゴットモーニング 牡2鹿 54 津村 明秀後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 高橋フアーム 442－ 41：10．41
 21．0�
816 アルマクレヨン 牡2栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 460＋ 61：10．5	 13．9�
611 ペイシャアロハ 牡2鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 482± 0 〃 アタマ 60．7	
510 イ キ オ イ 牡2鹿 54 横山 和生西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 428＋ 41：10．71
 22．1

35 ニーマルボス 牡2黒鹿54 柴山 雄一板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 山際セントラルスタッド 436－ 21：10．8	 123．3�
23 ジョウショーチカラ 牡2青鹿54 藤田 伸二熊田 義孝氏 高橋 康之 新冠 五丸農場 504± 01：11．01
 95．9�
714 ゴールドエッグ 牡2鹿 54 丸山 元気鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 456＋ 4 〃 クビ 35．3
11 デルマヨタロウ 牡2栗 54

51 ▲井上 敏樹浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 466＋ 81：11．42	 19．4�
47 アンダリューサイト 牝2黒鹿54 荻野 琢真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 440－ 21：11．82	 95．2�
36 ウォーターアイリス 牝2栗 54 藤岡 康太山岡 良一氏 河内 洋 浦河 伏木田牧場 434－ 61：11．9	 27．4�
12 モズノキセキ 牝2青鹿 54

51 ▲小崎 綾也北側 雅司氏 牧田 和弥 日高 目黒牧場 382＋ 4 〃 クビ 95．2�
713 プロセルピナ 牝2栗 54

51 ▲長岡 禎仁清水 敏氏 畠山 重則 様似 澤井 義一 426＋ 41：12．0	 147．2�
48 ペパーミント 牝2鹿 54 古川 吉洋山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 いとう牧場 426＋ 41：12．32 27．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，612，400円 複勝： 51，822，000円 枠連： 9，399，600円
馬連： 30，415，000円 馬単： 23，552，000円 ワイド： 17，614，900円
3連複： 41，212，400円 3連単： 68，909，600円 計： 260，537，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 150円 � 110円 � 240円 枠 連（6－8） 410円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 1，460円

ワ イ ド �� 200円 �� 880円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 10，940円

票 数

単勝票数 計 176124 的中 � 21102（2番人気）
複勝票数 計 518220 的中 � 35659（2番人気）� 359953（1番人気）� 17405（4番人気）
枠連票数 計 93996 的中 （6－8） 17720（1番人気）
馬連票数 計 304150 的中 �� 47011（1番人気）
馬単票数 計 235520 的中 �� 12076（5番人気）
ワイド票数 計 176149 的中 �� 26461（1番人気）�� 4332（9番人気）�� 10646（2番人気）
3連複票数 計 412124 的中 ��� 18300（2番人気）
3連単票数 計 689096 的中 ��� 4565（18番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．6―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．3―45．9―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．4
3 12（9，15，16）11（1，14）（3，6）（4，7）8（2，10）13－5 4 12，15（9，16）11（1，3，14，6）（4，7）10（2，8）（5，13）

勝馬の
紹 介

�エクシードリミッツ �
�
父 Exceed And Excel �

�
母父 Selkirk デビュー 2014．6．15 函館13着

2012．1．27生 牝2栗 母 Welsh Diva 母母 Khubza 3戦1勝 賞金 5，750，000円

第１回 札幌競馬 第７日



21075 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時50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

813 ボージェスト 牝3栗 54 福永 祐一吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋121：47．0 3．7�
711 トーセンクラウド 牝3栗 54 三浦 皇成島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 41：47．31� 3．0�
44 ウインバレリーナ 牝3鹿 54 黛 弘人�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 410± 01：47．61� 27．5�
68 パラプリュイ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 430± 01：47．7クビ 5．9�
69 パイストロピカル 牝3鹿 54 柴山 雄一	ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 438＋ 21：47．91� 106．7

22 パラディドル 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 434＋ 81：48．0� 19．4�
710 ホールドミータイト 牝3鹿 54 吉田 隼人	グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472＋ 21：48．63� 13．0�
812 アドマイヤソウ 牝3青鹿54 藤岡 康太近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 460－ 2 〃 ハナ 81．3
45 メイショウウケヅキ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 470± 0 〃 ハナ 17．1�
11 クィーンオブシバ 牝3鹿 54 松岡 正海小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 484－ 61：49．98 5．4�
56 トゥーレドゥー 牝3鹿 54 丸田 恭介 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 B444＋ 21：50．1� 22．6�
57 シャイニーパティオ 牝3鹿 54 丹内 祐次小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 424－ 81：50．31� 59．7�
33 ケラウズランブラ 牝3栗 54 中谷 雄太阿部 幸暉氏 大和田 成 新冠 樋渡 信義 454－ 81：51．68 287．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，006，000円 複勝： 28，812，900円 枠連： 9，108，800円
馬連： 31，580，300円 馬単： 20，326，800円 ワイド： 17，823，000円
3連複： 44，894，400円 3連単： 64，753，100円 計： 234，305，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 210円 � 130円 � 430円 枠 連（7－8） 570円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，490円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，730円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，050円 3 連 単 ��� 18，210円

票 数

単勝票数 計 170060 的中 � 36408（2番人気）
複勝票数 計 288129 的中 � 31661（4番人気）� 81209（1番人気）� 12112（7番人気）
枠連票数 計 91088 的中 （7－8） 12207（2番人気）
馬連票数 計 315803 的中 �� 29179（2番人気）
馬単票数 計 203268 的中 �� 10206（3番人気）
ワイド票数 計 178230 的中 �� 13229（3番人気）�� 2442（22番人気）�� 5453（9番人気）
3連複票数 計 448944 的中 ��� 6657（16番人気）
3連単票数 計 647531 的中 ��� 2578（48番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―12．0―12．9―12．9―12．6―12．6―12．7―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．8―42．7―55．6―1：08．2―1：20．8―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボージェスト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．11．16 京都8着

2011．3．12生 牝3栗 母 アドマイヤグルーヴ 母母 エアグルーヴ 2戦1勝 賞金 4，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 アルカンジュ号・カクテルハット号・クリノミユキチャン号・スギノピクシー号・ディアメドゥーサ号・

メイショウヴェスタ号

21076 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時20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

68 ファイネスト 牡3栗 56 吉田 隼人 �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 474＋ 21：47．7 4．2�

57 クリューサオール 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B526＋ 4 〃 アタマ 2．8�

812 マコトヴォカシオン 牡3鹿 56 福永 祐一�ディアマント 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 454± 0 〃 クビ 6．3�
33 メイショウトキムネ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 458＋ 21：48．33� 4．4�
11 クリノカメハメハ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 456＋ 21：48．4� 113．7	
44 ブラウンサターン 牡3青鹿56 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 442－12 〃 ハナ 31．2

22 ダベンポート �3栗 56 川島 信二北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 484± 0 〃 クビ 190．1�
710 リムショット 牡3栗 56 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 464＋10 〃 ハナ 20．7�
813 エングロウス �3栗 56 田中 博康深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 434± 01：48．5クビ 57．6
56 ガ ル グ イ ユ 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 486－ 4 〃 クビ 12．6�
45 ケセラストーン 牡3鹿 56 柴山 雄一�Basic 畠山 吉宏 新冠 佐藤 信広 448＋ 91：49．77 21．4�
711 キ ャ ロ ル 牡3黒鹿56 菱田 裕二石川 達絵氏 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－ 41：49．91� 45．7�
69 クールゴッホ 牡3栗 56 丹内 祐次西森 道男氏 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 492－ 61：50．53� 59．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，951，100円 複勝： 28，360，300円 枠連： 9，044，800円
馬連： 32，184，800円 馬単： 20，060，200円 ワイド： 17，346，800円
3連複： 43，296，900円 3連単： 68，474，600円 計： 234，719，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 120円 � 190円 枠 連（5－6） 410円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 230円 �� 480円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 4，850円

票 数

単勝票数 計 159511 的中 � 30200（2番人気）
複勝票数 計 283603 的中 � 53801（2番人気）� 77107（1番人気）� 27809（4番人気）
枠連票数 計 90448 的中 （5－6） 17041（1番人気）
馬連票数 計 321848 的中 �� 48858（1番人気）
馬単票数 計 200602 的中 �� 13471（2番人気）
ワイド票数 計 173468 的中 �� 21917（1番人気）�� 8368（6番人気）�� 10790（4番人気）
3連複票数 計 432969 的中 ��� 28481（2番人気）
3連単票数 計 684746 的中 ��� 10232（8番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．3―31．0―44．1―56．9―1：08．8―1：21．5―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．9
1
3
9，12（1，13）－3（8，5）（2，6）（10，11）－（4，7）・（9，3）（1，12）（8，13）5（2，7）－（4，6，10）11

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

勝馬の
紹 介

ファイネスト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2013．11．23 京都12着

2011．2．17生 牡3栗 母 クリームオンリー 母母 Raspberry Eggcream 6戦1勝 賞金 8，450，000円
※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。
（非抽選馬） 7頭 アグネスオピニオン号・グリーンフラッシュ号・ゲラーデ号・ゴールデンスキトマ号・テイエムトッピモン号・

フィラーレ号・ユキノアカツキ号



21077 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時10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

69 シ ャ ル ー ル 牝2栗 54 四位 洋文 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442 ―1：51．2 11．1�

610 レジメンタル 牡2栗 54 藤岡 佑介�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 452 ―1：52．26 11．0�
22 マイネルカレッツァ 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 日高 白井牧場 480 ―1：52．41 57．6�
11 クラッチパット 牡2青鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 斉藤スタッド 476 ―1：52．5� 83．0�
813 ワールドリースター 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454 ―1：52．6� 2．0	
58 チャップリン 牡2黒鹿54 三浦 皇成髙瀬 真尚氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 460 ―1：52．81� 5．3

57 サウンドバゴダンス 牝2黒鹿54 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 信成牧場 404 ―1：52．9� 76．0�
712 シゲルヤブサメ 牡2黒鹿54 藤岡 康太森中 蕃氏 中村 均 新ひだか グランド牧場 460 ―1：53．0� 9．7�
711 ルーチェスプマンテ 牝2黒鹿54 田中 博康 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 456 ―1：53．21 20．2
814 ビクトリーミノル 牡2栗 54 村田 一誠吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 500 ―1：53．3� 67．2�
34 シャトルソニック 牡2鹿 54 吉田 隼人細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 476 ―1：53．51� 6．4�
45 オールマイタイム 牡2栗 54 勝浦 正樹スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 堤 牧場 486 ―1：53．92� 120．0�
33 リッカクロフネ 牡2芦 54 古川 吉洋立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 454 ―1：54．11� 75．6�
46 スノーフォレスト 牝2鹿 54 秋山真一郎ディアレスト 高木 登 新冠 浜口牧場 440 ―1：54．84 103．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，699，500円 複勝： 30，931，000円 枠連： 11，284，800円
馬連： 38，562，800円 馬単： 29，384，100円 ワイド： 20，542，300円
3連複： 48，901，900円 3連単： 88，162，500円 計： 293，468，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 290円 � 390円 � 1，130円 枠 連（6－6） 4，330円

馬 連 �� 5，120円 馬 単 �� 10，520円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 5，110円 �� 5，980円

3 連 複 ��� 69，460円 3 連 単 ��� 341，800円

票 数

単勝票数 計 256995 的中 � 18380（6番人気）
複勝票数 計 309310 的中 � 31536（5番人気）� 21424（6番人気）� 6348（8番人気）
枠連票数 計 112848 的中 （6－6） 2016（12番人気）
馬連票数 計 385628 的中 �� 5836（16番人気）
馬単票数 計 293841 的中 �� 2093（34番人気）
ワイド票数 計 205423 的中 �� 3495（16番人気）�� 1025（44番人気）�� 874（51番人気）
3連複票数 計 489019 的中 ��� 528（145番人気）
3連単票数 計 881625 的中 ��� 187（685番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―38．0―51．2―1：03．0―1：15．1―1：27．4―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ャ ル ー ル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Kaldoun 初出走

2012．1．19生 牝2栗 母 グレイトフィーヴァー 母母 My Great Hope 1戦1勝 賞金 7，000，000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 ウェスタールンド号

21078 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時40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

35 ロードフェンネル 牡3黒鹿56 四位 洋文 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム 484＋102：03．5 2．8�
11 サンドラバローズ 牝3鹿 54 福永 祐一猪熊 広次氏 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 408＋ 42：03．6� 4．1�
47 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 三浦 皇成小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 474＋ 42：03．81� 11．7�
48 マーシャルシップ 牡3青鹿56 吉田 隼人前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 62：03．9� 18．8�
36 ワ ル ガ キ 牡3鹿 56 藤岡 康太大塚 亮一氏 笹田 和秀 浦河 杵臼牧場 460－ 2 〃 ハナ 4．8�
24 エイシンルフィー 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 492－ 42：04．21� 28．6	
714 ライトパープル 牡3鹿 56 藤田 伸二
フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 468＋ 8 〃 ハナ 9．4�
713 ジャストヴィークル 牡3鹿 56 菱田 裕二大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 500－ 42：04．41� 34．1�
23 サンレイサムライ 牡3芦 56

53 ▲城戸 義政永井 啓弍氏 高橋 義忠 新ひだか 岡野牧場 524± 02：04．5� 72．5
611 サザンキング 牡3芦 56

53 ▲長岡 禎仁南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 B454± 02：04．81� 17．0�
612 リーガルウイナー 牡3鹿 56 古川 吉洋岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 坂元牧場 454－ 22：04．9� 300．6�
59 ピ ア ー ノ 牝3鹿 54 丸田 恭介
木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 486＋ 82：05．0� 28．9�
12 デルマヨッチャン 牝3栗 54 村田 一誠浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 450－ 82：06．17 267．2�
510 ミレニアムソング 牝3栗 54 松田 大作下河辺隆行氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 528＋ 22：06．3� 109．4�
816 ハリウッドセレブ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 
社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 442－ 12：06．51� 62．5�
815 フルマークス 牝3栗 54 柴山 雄一�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 480－ 2 （競走中止） 475．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，241，500円 複勝： 30，689，900円 枠連： 12，099，000円
馬連： 33，495，700円 馬単： 19，865，700円 ワイド： 19，367，800円
3連複： 45，978，300円 3連単： 65，336，400円 計： 246，074，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 150円 � 260円 枠 連（1－3） 390円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 310円 �� 740円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 9，270円

票 数

単勝票数 計 192415 的中 � 54604（1番人気）
複勝票数 計 306899 的中 � 56474（2番人気）� 60677（1番人気）� 23776（5番人気）
枠連票数 計 120990 的中 （1－3） 23665（1番人気）
馬連票数 計 334957 的中 �� 34539（1番人気）
馬単票数 計 198657 的中 �� 10130（2番人気）
ワイド票数 計 193678 的中 �� 17619（1番人気）�� 6279（9番人気）�� 7549（6番人気）
3連複票数 計 459783 的中 ��� 14622（5番人気）
3連単票数 計 653364 的中 ��� 5108（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―12．3―12．9―12．8―13．1―12．1―12．3―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．9―48．8―1：01．6―1：14．7―1：26．8―1：39．1―1：51．0

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

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

勝馬の
紹 介

ロードフェンネル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2013．11．24 京都2着

2011．3．30生 牡3黒鹿 母 レディマーメイド 母母 Mother of Pearl 5戦1勝 賞金 11，660，000円
〔競走中止〕 フルマークス号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 ハリウッドセレブ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ハリウッドセレブ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年10月16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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グローバルシップ号
（非抽選馬） 1頭 ブリージョ号



21079 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第7競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時10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
56．9

良
重

710 サンライズネガノ 牡4芦 57 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B502＋ 2 59．1 2．2�
812 サンレイクウッド 牡3鹿 54 松田 大作加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 506± 0 59．2� 7．3�
55 ディアゴッホ 牡3栗 54 藤岡 佑介ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 512＋ 6 〃 ハナ 13．2�
79 	 ベストヒット 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 476－ 4 〃 アタマ 9．7�
22 クラシックマーク 牝3栗 52 池添 謙一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 434－ 4 59．3
 54．3�
811 トウショウハマー 牡5栗 57 村田 一誠トウショウ産業	 浅野洋一郎 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 580－ 2 59．4クビ 53．7

67 モリトブイコール �6栗 57 横山 和生石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 484－ 2 59．61� 19．6�
44 トラストフェアリー 牝3栗 52 藤岡 康太菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 430＋ 6 59．81 69．9�
33 スリーチアサウス 牝3鹿 52 丸田 恭介永井商事	 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 466＋ 61：00．01 16．3
56  サウンドマンデュロ 牡5青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 462＋ 21：00．1
 15．7�
68 ホワイトポピー 牝4芦 55 柴山 雄一楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 442＋ 81：00．31� 4．6�
11 コロナボレアリス 牡3栗 54

51 ▲小崎 綾也 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 西浦 勝一 浦河 富菜牧場 438－ 61：00．51� 25．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，113，600円 複勝： 26，880，600円 枠連： 10，828，400円
馬連： 36，493，000円 馬単： 23，934，600円 ワイド： 20，390，700円
3連複： 46，748，200円 3連単： 77，965，100円 計： 261，354，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 210円 � 300円 枠 連（7－8） 670円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 430円 �� 530円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 9，880円

票 数

単勝票数 計 181136 的中 � 65600（1番人気）
複勝票数 計 268806 的中 � 84559（1番人気）� 28163（4番人気）� 16843（6番人気）
枠連票数 計 108284 的中 （7－8） 12363（3番人気）
馬連票数 計 364930 的中 �� 32314（3番人気）
馬単票数 計 239346 的中 �� 13730（3番人気）
ワイド票数 計 203907 的中 �� 12801（3番人気）�� 10019（4番人気）�� 3167（20番人気）
3連複票数 計 467482 的中 ��� 11124（9番人気）
3連単票数 計 779651 的中 ��� 5718（18番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．7―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．8―46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F36．0
3 12（9，10）（8，5）3（1，4）6，7（2，11） 4 ・（12，9）10（8，5）－（1，3）（7，4）（2，11，6）

勝馬の
紹 介

サンライズネガノ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．10．1 阪神6着

2010．3．16生 牡4芦 母 ネ ガ ノ 母母 Madame Treasurer 15戦3勝 賞金 24，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 カメット号・サンマルヴィグラス号・トウカイチャーム号・ノボキャビア号・ブルーモントレー号・

メイショウカイモン号

21080 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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
1：07．6
1：06．5

良
良

36 � アンウォンド 牝4栗 55 津村 明秀�大樹ファーム 菊沢 隆徳 米 Aaron U. Jones
& Marie D. Jones 494＋ 41：09．8 8．2�

47 スーパーアース 牝4黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 456± 01：09．9	 19．0�
24 スマートレパード 
4栃栗57 福永 祐一大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 490－ 8 〃 ハナ 3．9�
815 タカミツスズラン 牝3鹿 52 勝浦 正樹高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 458＋ 8 〃 アタマ 11．9�
23 エ ク ス シ ア 牝3鹿 52

49 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 414＋ 21：10．0クビ 24．9�
611 ヤマノハヤブサ 牡3黒鹿54 四位 洋文山泉 恵宥氏 昆 貢 日高 天羽 禮治 456－ 6 〃 アタマ 12．6	
11 ウインネオルーラー 牡3黒鹿54 松岡 正海
ウイン 畠山 重則 浦河 日の出牧場 480－ 6 〃 クビ 3．8�
816 マサノハナチャン 牝3鹿 52

49 ▲長岡 禎仁中村 時子氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 436＋ 21：10．1クビ 13．7�
612� サンライズテナンゴ 牡4芦 57 秋山真一郎松岡 隆雄氏 平田 修 千歳 社台ファーム 454± 01：10．31� 16．2
59 メイショウムロト 牡5鹿 57 藤田 伸二松本 和子氏 白井 寿昭 浦河 本巣 敦 476± 0 〃 クビ 48．6�
35 スピードルーラー 牡5鹿 57 藤岡 康太嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 516－ 21：10．51� 17．7�
714 マカゼコイカゼ 牝4鹿 55 菱田 裕二國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 434－ 2 〃 アタマ 10．1�
510 ケンタッキーミント 牝3青鹿52 村田 一誠長谷川清英氏 鹿戸 雄一 新ひだか 桜井牧場 476＋161：10．71� 58．8�
713� ア ギ ャ ン ト 牝4鹿 55 竹之下智昭�藤原牧場 千田 輝彦 新ひだか 藤原牧場 442± 0 〃 ハナ 219．9�
12 � エアルーヴル 牝3栗 52 吉田 隼人 
ラッキーフィールド笹田 和秀 米 Winches-

ter Farm 438＋ 81：10．91	 39．8�
48 トゥルーピース 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 462－221：11．32	 142．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，647，600円 複勝： 33，177，400円 枠連： 14，964，100円
馬連： 45，954，700円 馬単： 24，086，800円 ワイド： 23，742，000円
3連複： 62，420，000円 3連単： 83，930，900円 計： 308，923，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 240円 � 420円 � 180円 枠 連（3－4） 4，310円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 14，290円

ワ イ ド �� 2，830円 �� 990円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 14，270円 3 連 単 ��� 98，300円

票 数

単勝票数 計 206476 的中 � 19908（3番人気）
複勝票数 計 331774 的中 � 35532（3番人気）� 17215（10番人気）� 54563（2番人気）
枠連票数 計 149641 的中 （3－4） 2686（18番人気）
馬連票数 計 459547 的中 �� 5051（31番人気）
馬単票数 計 240868 的中 �� 1264（64番人気）
ワイド票数 計 237420 的中 �� 2113（40番人気）�� 6325（6番人気）�� 3165（22番人気）
3連複票数 計 624200 的中 ��� 3280（48番人気）
3連単票数 計 839309 的中 ��� 619（357番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．8―46．4―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 6（7，13）（1，15）3（4，16）8（5，11）9（2，12）（14，10） 4 6（7，13）（1，15）（3，16）（4，5）（8，11）（9，12）（2，14，10）

勝馬の
紹 介

�アンウォンド �
�
父 Master Command �

�
母父 Ghadeer デビュー 2013．1．19 中山12着

2010．4．15生 牝4栗 母 Joy Valley 母母 Belle Valley 11戦3勝 賞金 25，637，000円
〔発走状況〕 スピードルーラー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 オウケンハナミズキ号・ダラニ号・マイネルカーミン号



21081 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

69 コクリュウノマイ �3青鹿54 丸田 恭介髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B474＋ 21：46．5 25．3�
33 テイエムコンドル 牡3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 444－ 41：46．6� 13．4�
710 インテグラード 牡3青鹿 54

51 ▲小崎 綾也�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482± 01：46．81 6．2�
44 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± 0 〃 クビ 3．2�
11 � エルヘイロー 牡6黒鹿57 福永 祐一吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 476＋ 81：47．01	 3．0�
813 スペシャルギフト �3栗 54 三浦 皇成有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 490－ 81：47．21
 13．7	
45 マンノアクトレス 牝4鹿 55 秋山真一郎萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 436＋ 21：47．3クビ 15．7

68 トゥヴァビエン 牡4黒鹿57 小林 徹弥玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 530± 01：47．4
 49．0�
812 ナリタメロディ 牝3青鹿52 竹之下智昭�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 428＋ 41：47．93 69．6
56 サウザンドエース 牡3芦 54 菱田 裕二吉岡 泰治氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 530－ 4 〃 クビ 11．0�
57 リアルエンブレム 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁 �サンデーレーシング 久保田貴士 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516－ 41：48．0
 39．5�

711 マイネルルークス 牡4栃栗57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 千歳 社台ファーム B472－ 21：48．1� 29．6�

22 ネルトスグアサ 牡4黒鹿57 N．ローウィラー 福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 454＋ 61：48．2
 67．5�
（豪）

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，145，300円 複勝： 30，059，900円 枠連： 13，270，300円
馬連： 46，234，900円 馬単： 29，298，800円 ワイド： 24，551，600円
3連複： 59，802，200円 3連単： 102，052，500円 計： 326，415，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，530円 複 勝 � 550円 � 320円 � 240円 枠 連（3－6） 7，760円

馬 連 �� 15，570円 馬 単 �� 27，360円

ワ イ ド �� 3，690円 �� 2，390円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 30，220円 3 連 単 ��� 229，060円

票 数

単勝票数 計 211453 的中 � 6686（8番人気）
複勝票数 計 300599 的中 � 12820（8番人気）� 24621（5番人気）� 35920（3番人気）
枠連票数 計 132703 的中 （3－6） 1325（23番人気）
馬連票数 計 462349 的中 �� 2300（42番人気）
馬単票数 計 292988 的中 �� 803（76番人気）
ワイド票数 計 245516 的中 �� 1687（35番人気）�� 2638（26番人気）�� 4867（13番人気）
3連複票数 計 598022 的中 ��� 1484（84番人気）
3連単票数 計1020525 的中 ��� 323（585番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．8―41．9―54．7―1：07．7―1：20．6―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．8
1
3

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

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

コクリュウノマイ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．10．27 東京9着

2011．5．14生 �3青鹿 母 シャドウダンス 母母 タックスペイヤーズフォリー 9戦2勝 賞金 13，600，000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） 2頭 クレバーカイザー号・スプリングサヴァン号
（非抽選馬） 2頭 キセキノチャンス号・スワンソング号
※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。

21082 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第10競走 ��
��1，800�コ ス モ ス 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 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．4
1：45．9

良
良

22 マイネルサクセサー 牡2栗 54 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 468＋141：51．4 2．6�

89 グランカマラード 牡2栗 54 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 508＋101：51．5� 2．7�
44 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 460－ 61：51．92� 18．9�
55 	 パーティメーカー 牡2栗 54 勝浦 正樹山口 裕介氏 田中 淳司 浦河 昭和牧場 466＋ 21：52．0� 49．6�

（北海道）

11 シゲルケンカヤマ 牡2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 452＋ 61：52．31
 6．4�
77 ペイシャオブロー 牡2鹿 54 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 482± 01：52．72� 4．7	
33 	 タケルオウジ 牡2芦 54 井上 俊彦森 保彦氏 林 和弘 日高 沖田牧場 480＋ 2 〃 クビ 24．5


（北海道） （北海道）

88 	 ル コ ン ポ ゼ 牡2鹿 54 岩橋 勇二伊達 敏明氏 佐藤 英明 日高 サンシャイン
牧場 474－ 61：52．91 58．1�

（北海道） （北海道）

66 マ ケ ナ イ デ 牝2栗 54 小林 徹弥小林 祐介氏 崎山 博樹 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 448＋ 81：54．8大差 148．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，061，300円 複勝： 26，116，500円 枠連： 9，849，000円
馬連： 47，893，000円 馬単： 35，641，600円 ワイド： 20，332，900円
3連複： 58，256，400円 3連単： 162，239，000円 計： 386，389，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 120円 � 230円 枠 連（2－8） 300円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 160円 �� 630円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 4，750円

票 数

単勝票数 計 260613 的中 � 79822（1番人気）
複勝票数 計 261165 的中 � 82033（1番人気）� 62051（2番人気）� 17026（5番人気）
枠連票数 計 98490 的中 （2－8） 24865（1番人気）
馬連票数 計 478930 的中 �� 121220（1番人気）
馬単票数 計 356416 的中 �� 40975（2番人気）
ワイド票数 計 203329 的中 �� 44477（1番人気）�� 6778（7番人気）�� 6181（8番人気）
3連複票数 計 582564 的中 ��� 27905（5番人気）
3連単票数 計1622390 的中 ��� 24724（15番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―12．4―12．9―13．2―12．7―12．0―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．8―36．2―49．1―1：02．3―1：15．0―1：27．0―1：39．1

コーナー
通過順位

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

2
4
4，7（2，8）9，5（1，3）6
4（2，7，9）1（5，8，3）＝6

勝馬の
紹 介

マイネルサクセサー 
�
父 ブライアンズタイム 

�
母父 Jade Robbery デビュー 2014．7．6 函館3着

2012．4．14生 牡2栗 母 マイネジャーダ 母母 テクラヤティ 3戦2勝 賞金 22，010，000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。



21083 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第11競走 ��
��1，500�S T V 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．8．10以降26．8．10まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

札幌テレビ放送賞（1着）
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．8
1：27．8

良
良

11 ローズノーブル 牝5青 52 四位 洋文 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：28．7 15．1�
22 � ダークマレイン 牝5鹿 51 丸田 恭介門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 458＋ 61：28．91� 53．4�
69 ダンツミュータント 牡5青鹿57 菱田 裕二山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 442＋ 21：29．11� 5．6�
34 フ ィ ア レ ス 牝5栗 51 横山 和生西森 道男氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド B458＋ 2 〃 クビ 110．1�
712 スリーアルテミス 牝6鹿 52 藤岡 佑介永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 466＋ 41：29．2クビ 36．9	
711 タマモトッププレイ 牡5黒鹿56 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 496－ 81：29．3	 7．8

58 イントゥザストーム 牝5鹿 52 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 村山 明 日高 日高大洋牧場 406－10 〃 クビ 88．3�
57 ブレイヴリー 牡3鹿 53 古川 吉洋岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 4 〃 ハナ 5．7�
46 タガノエンブレム 牡4青鹿57 福永 祐一八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466＋ 61：29．4クビ 2．4
45 ゴールデンクラウン 
5青鹿54 荻野 琢真吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 クビ 25．5�
610 ウエスタンメルシー 牝3鹿 51 藤田 伸二西川 賢氏 奥村 武 新ひだか ウエスタンファーム 468＋141：29．61� 9．7�
33 ク ー ゲ ル 牡3栗 53 藤岡 康太幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 504＋ 2 〃 アタマ 17．9�
814 ショウナンラムジ 牡5鹿 56 松岡 正海国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 500＋ 2 〃 クビ 41．8�
813� ニシノデンジャラス 牡3栗 52 丸山 元気西森 鶴氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 B512－ 21：32．3大差 99．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 45，178，900円 複勝： 63，728，400円 枠連： 34，416，300円
馬連： 162，080，300円 馬単： 83，369，300円 ワイド： 60，156，600円
3連複： 210，137，600円 3連単： 374，196，100円 計： 1，033，263，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，510円 複 勝 � 410円 � 960円 � 200円 枠 連（1－2） 22，580円

馬 連 �� 24，430円 馬 単 �� 44，750円

ワ イ ド �� 5，740円 �� 1，520円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 49，450円 3 連 単 ��� 357，430円

票 数

単勝票数 計 451789 的中 � 23922（6番人気）
複勝票数 計 637284 的中 � 37906（6番人気）� 14560（10番人気）� 103283（2番人気）
枠連票数 計 344163 的中 （1－2） 1181（31番人気）
馬連票数 計1620803 的中 �� 5140（50番人気）
馬単票数 計 833693 的中 �� 1397（93番人気）
ワイド票数 計 601566 的中 �� 2666（49番人気）�� 10470（17番人気）�� 3569（43番人気）
3連複票数 計2101376 的中 ��� 3187（123番人気）
3連単票数 計3741961 的中 ��� 759（777番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―11．3―12．0―12．1―11．8―11．6―11．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．2―29．5―41．5―53．6―1：05．4―1：17．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．1

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

勝馬の
紹 介

ローズノーブル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sevres Rose デビュー 2011．10．29 東京2着

2009．2．27生 牝5青 母 ヴィアンローズ 母母 Princesse de Viane 19戦4勝 賞金 46，900，000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。
（非抽選馬） 1頭 サクラキングオー号

21084 8月16日 晴 良 （26札幌1）第7日 第12競走 ��
��2，600�

ふ ら の

富 良 野 特 別
発走16時05分 （芝・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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．8
2：37．3

良
良

33 ゴッドフロアー 牝4鹿 55 四位 洋文広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 504＋ 22：43．6 3．3�
57 � セルリアンディンゴ 牡6黒鹿57 古川 吉洋�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 472－12 〃 アタマ 26．5�
813 フォントルロイ 牡5鹿 57 小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 490－142：43．81 8．7�
610 オ ム ニ バ ス 牡4青鹿57 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 6 〃 クビ 7．1�
11 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿52 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 446＋ 22：44．01	 37．9	
34 ギャングセブン 牡3栗 54 吉田 隼人 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 468± 02：44．1
 18．5

814 チェイスザゴールド 牡4鹿 57 三浦 皇成前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか 上村 清志 526＋ 62：44．2クビ 9．1�
58 レインオーバー �3青鹿54 福永 祐一 �グリーンファーム堀 宣行 千歳 社台ファーム B440＋ 4 〃 アタマ 5．2�
711 スノーストーム 牡4栗 57 勝浦 正樹 �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 494－ 8 〃 クビ 8．0
712 ウインゴーウェル �5栗 57 村田 一誠�ウイン 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 520－ 42：44．3� 68．8�
22 エリタージュゲラン 牡3鹿 54 川島 信二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 444＋ 22：44．93� 16．4�
45 � リッカタキシード 牡7黒鹿57 松岡 正海立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 462＋ 42：45．11	 67．5�
69 センティナリー 牝4鹿 55 長岡 禎仁 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 470＋162：45．52� 93．6�
46 ス ト ー ク ス 牡3鹿 54 横山 和生�ジェイアール 黒岩 陽一 日高 北田 剛 464＋ 6 （競走中止） 18．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，310，100円 複勝： 51，448，100円 枠連： 21，747，400円
馬連： 88，035，100円 馬単： 43，484，600円 ワイド： 40，897，200円
3連複： 111，001，200円 3連単： 175，620，600円 計： 566，544，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 710円 � 300円 枠 連（3－5） 820円

馬 連 �� 6，760円 馬 単 �� 9，620円

ワ イ ド �� 2，020円 �� 610円 �� 4，310円

3 連 複 ��� 15，630円 3 連 単 ��� 92，330円

票 数

単勝票数 計 343101 的中 � 82192（1番人気）
複勝票数 計 514481 的中 � 111478（1番人気）� 14462（10番人気）� 41622（6番人気）
枠連票数 計 217474 的中 （3－5） 20542（2番人気）
馬連票数 計 880351 的中 �� 10078（25番人気）
馬単票数 計 434846 的中 �� 3388（40番人気）
ワイド票数 計 408972 的中 �� 5086（25番人気）�� 18260（4番人気）�� 2337（48番人気）
3連複票数 計1110012 的中 ��� 5326（55番人気）
3連単票数 計1756206 的中 ��� 1379（311番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―12．8―12．8―13．1―13．4―13．4―12．3―12．0―11．7―12．0―12．0―12．5

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�
13．3―25．6―38．4―51．2―1：04．3―1：17．7―1：31．1―1：43．4―1：55．4―2：07．1―2：19．1―2：31．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴッドフロアー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Zafonic デビュー 2012．7．15 函館6着

2010．3．22生 牝4鹿 母 ウェルシュステラ 母母 Catalyst 16戦2勝 賞金 24，736，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔競走中止〕 ストークス号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため2周目4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 チェイスザゴールド号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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 エスティロックオン号・ツクバインドラ号・テンカイチ号



（26札幌1）第7日 8月16日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 163頭 本 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

175，810，000円
8，580，000円
1，280，000円
15，730，000円
58，653，000円
4，238，000円
1，564，800円

勝馬投票券売得金
278，121，500円
432，233，700円
165，679，200円
630，730，500円
375，819，100円
303，974，000円
827，272，400円
1，402，455，300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 4，416，285，700円

総入場人員 15，538名 （有料入場人員 14，376名）
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