
23025 8月8日 晴 稍重 （27札幌1）第3日 第1競走 ��
��1，000�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
58．5
57．7

良
重

67 ビービーサレンダー 牡2鹿 54 田中 博康�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 454－ 2 59．5 3．1�
812 スティルプリンス 牡2鹿 54 三浦 皇成山上 和良氏 和田 正道 浦河 カナイシスタッド 460－16 59．92� 12．2�
11 デルマジロキチ 牡2鹿 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 的場 均 日高 ファニーヒルファーム 434－ 61：00．0� 24．8�
55 ヨ シ オ 牡2鹿 54 藤田 伸二仲山誉志夫氏 森 秀行 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 454＋ 21：00．1� 4．2�
22 ベ ル ゼ ブ ブ 牡2栗 54 菱田 裕二スリースターズレーシング 松永 康利 新冠 有限会社 大

作ステーブル 470＋ 61：00．3� 12．5�
811 デフィノワール 牡2黒鹿54 勝浦 正樹島川 	哉氏 上原 博之 日高 有限会社 エ

スティファーム 456－ 61：00．62 16．4

710 グリーンバシリスク 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 ムラカミファーム 472＋ 2 〃 クビ 7．5�
79 チェリートレジャー 牡2栗 54 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 490＋ 41：01．13 47．7�
56 シゲルムロアジ 牡2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 加野牧場 476－ 41：01．2� 8．1
44 カ タ オ モ イ 牝2鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 南田美知雄 浦河 ミルファーム 428－ 21：01．3クビ 115．2�
33 ハナヨリダンゴ 牝2栗 54 柴山 雄一�Basic 小野 次郎 新冠 佐藤牧場 408＋ 61：01．72� 51．5�
68 コパデグレース 牝2鹿 54 藤岡 康太小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 462－ 61：02．23 14．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，724，800円 複勝： 20，607，000円 枠連： 6，950，500円
馬連： 27，288，400円 馬単： 18，280，100円 ワイド： 17，085，800円
3連複： 45，064，900円 3連単： 64，097，400円 計： 214，098，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 130円 � 400円 � 860円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，240円 �� 4，110円

3 連 複 ��� 8，310円 3 連 単 ��� 26，730円

票 数

単勝票数 計 147248 的中 � 39018（1番人気）
複勝票数 計 206070 的中 � 61084（1番人気）� 10707（6番人気）� 4433（9番人気）
枠連票数 計 69505 的中 （6－8） 6894（3番人気）
馬連票数 計 272884 的中 �� 15285（4番人気）
馬単票数 計 182801 的中 �� 6365（6番人気）
ワイド票数 計 170858 的中 �� 8138（4番人気）�� 3505（16番人気）�� 1013（39番人気）
3連複票数 計 450649 的中 ��� 4065（29番人気）
3連単票数 計 640974 的中 ��� 1738（86番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―12．1―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．9―36．0―47．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 12，5（2，7）10，4（1，6，11）3－9－8 4 12（5，7）2（1，10）（4，11）6，3，9＝8

勝馬の
紹 介

ビービーサレンダー �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2015．7．11 函館3着

2013．5．24生 牡2鹿 母 ビービーバーニング 母母 ラブチューン 3戦1勝 賞金 8，100，000円

23026 8月8日 晴 稍重 （27札幌1）第3日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20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

69 ポ リ ア フ 牝3鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：46．4 6．8�
711 パ ン デ イ ア 牝3青 54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 430＋ 61：46．93 3．2�
11 エヴリホープ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 442－ 2 〃 クビ 70．0�
68 エスティルンバ 牝3栗 54 勝浦 正樹 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 416－ 61：47．11� 52．2�
813 マルトクビクトリー 牝3鹿 54 松田 大作高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 454＋ 41：47．31� 17．9	
56 スナークソフィア 牝3芦 54 柴山 雄一杉本 豊氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 446－ 41：47．51� 203．9

57 ラヴィーゲラン 牝3栃栗 54

51 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 白井牧場 480＋ 2 〃 クビ 10．9�

33 ア サ バ ス カ 牝3黒鹿54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476＋ 21：47．81� 18．7�

22 マラカイトスター 牝3栗 54 藤岡 康太本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド B456－ 81：48．0� 3．8
45 ウイングタイガー 牝3鹿 54 小林 徹弥 �ミキハウスHKサービス 目野 哲也 浦河 杵臼斉藤牧場 434＋ 41：48．1� 43．7�
710 グリーンゼファー 牝3黒鹿54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 464－ 41：48．41� 6．3�
44 レオアルテミス 牝3芦 54 横山 典弘�レオ 小野 次郎 新ひだか 武 牧場 494＋241：50．2大差 16．2�
812 ライゼリート 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 追分ファーム 384－10 （競走中止） 17．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，522，700円 複勝： 25，826，600円 枠連： 7，745，800円
馬連： 29，422，900円 馬単： 15，240，500円 ワイド： 18，514，400円
3連複： 39，540，600円 3連単： 52，494，000円 計： 204，307，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 250円 � 160円 � 1，110円 枠 連（6－7） 680円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 670円 �� 5，370円 �� 2，890円

3 連 複 ��� 17，370円 3 連 単 ��� 81，840円

票 数

単勝票数 計 155227 的中 � 18212（4番人気）
複勝票数 計 258266 的中 � 26622（4番人気）� 56208（2番人気）� 4409（12番人気）
枠連票数 計 77458 的中 （6－7） 8772（2番人気）
馬連票数 計 294229 的中 �� 17727（3番人気）
馬単票数 計 152405 的中 �� 4060（8番人気）
ワイド票数 計 185144 的中 �� 7631（5番人気）�� 853（49番人気）�� 1605（33番人気）
3連複票数 計 395406 的中 ��� 1707（65番人気）
3連単票数 計 524940 的中 ��� 465（299番人気）

ハロンタイム 6．7―11．0―12．2―12．7―12．9―12．8―12．3―12．4―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．7―29．9―42．6―55．5―1：08．3―1：20．6―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポ リ ア フ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．11．22 京都12着

2012．1．31生 牝3鹿 母 ユ キ チ ャ ン 母母 シラユキヒメ 5戦1勝 賞金 6，600，000円
〔競走中止〕 ライゼリート号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） 4頭 エイプリルキッス号・サンエバレット号・スノーグース号・フロリアード号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第１回 札幌競馬 第３日



23027 8月8日 晴 稍重 （27札幌1）第3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）

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

69 ルノンキュール 牝3黒鹿54 四位 洋文山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 484＋ 81：45．9 3．5�
56 クロイツェル 牡3黒鹿56 C．ルメール �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 476－ 81：46．43 2．3�
11 ダイワパフォーム 牡3栗 56 丸山 元気大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 468－ 61：46．5� 4．9�
44 ディーエスレイザー 牡3青鹿56 横山 和生秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 486± 01：46．81� 15．8�
812 メイショウテンロウ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好�氏 高橋 亮 浦河 高昭牧場 478－ 61：46．9� 11．8	
710 タイセイマリーン 牝3芦 54 吉田 隼人田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 41：47．21� 85．7

45 ノースフォンテン 牡3芦 56 三浦 皇成吉橋 計氏 石毛 善彦 日高 新井 弘幸 462＋ 41：47．62� 83．0�
22 クラウドサーファー 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 柴田 光陽 日高 槇本牧場 440－121：48．55 25．4

33 トーセンレイザー 牡3黒鹿56 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 450＋101：48．82 59．2�
57 コーリンブリリアン 牝3鹿 54 丹内 祐次伊藤 恵子氏 柴田 政人 日高 今井牧場 434＋ 41：48．9� 85．4�
68 ビ ー ラ ヴ ド 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 440－ 41：49．21� 11．2�
813 ナイスポジション 牡3鹿 56 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 466± 01：49．62� 165．4�
711 パープルオンリー 牝3黒鹿54 田中 健中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 442＋ 21：49．91� 281．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，195，400円 複勝： 23，897，700円 枠連： 7，647，500円
馬連： 30，664，900円 馬単： 17，287，700円 ワイド： 17，829，300円
3連複： 36，960，500円 3連単： 59，648，400円 計： 212，131，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 160円 枠 連（5－6） 300円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 180円 �� 450円 �� 370円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 4，390円

票 数

単勝票数 計 181954 的中 � 41115（2番人気）
複勝票数 計 238977 的中 � 46524（2番人気）� 77719（1番人気）� 27112（3番人気）
枠連票数 計 76475 的中 （5－6） 19229（1番人気）
馬連票数 計 306649 的中 �� 75100（1番人気）
馬単票数 計 172877 的中 �� 14439（2番人気）
ワイド票数 計 178293 的中 �� 31022（1番人気）�� 8641（6番人気）�� 10928（5番人気）
3連複票数 計 369605 的中 ��� 27581（2番人気）
3連単票数 計 596484 的中 ��� 9835（6番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．7―12．7―12．6―12．4―12．3―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．8―43．5―56．1―1：08．5―1：20．8―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．4
1
3
1，9（12，8，10）（2，6）7（3，13）4，11，5・（1，9）（12，6，8）（2，10）7（3，4）5，13，11

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

勝馬の
紹 介

ルノンキュール �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2014．10．11 東京9着

2012．1．28生 牝3黒鹿 母 アドヴァーシティ 母母 Dispute 5戦1勝 賞金 8，200，000円
〔騎手変更〕 ナイスポジション号の騎手井上敏樹は，第2競走での落馬による検査のため勝浦正樹に変更。
〔制裁〕 ディーエスレイザー号の騎手横山和生は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：10

番・7番）
※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。
（非当選馬） 2頭 ハッピーパウダー号・ハマギク号
（非抽選馬） 1頭 イプノーズ号

23028 8月8日 晴 良 （27札幌1）第3日 第4競走 ��1，500�サラブレッド系3歳
発走11時20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
1：27．7
1：27．7

良
良

22 ゴールドサーベラス 牡3栗 56
53 ▲井上 敏樹田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 原田 久司 436－ 21：29．0 2．9�

34 レッドディザーブ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 470－ 61：29．1� 5．9�
45 エバーハーモニー 牡3黒鹿56 藤岡 康太 �社台レースホース藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 4 〃 ハナ 3．3�
57 シンボリシャガール 牡3鹿 56 丸山 元気シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 450－ 21：29．31� 10．5�
33 キタノマドンナ 牝3黒鹿54 吉田 隼人�木村牧場 高橋 裕 日高 新井 弘幸 472＋ 41：29．62 21．9	
712 ワ ル 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 新冠 パカパカ

ファーム B472＋ 81：29．91� 20．1

58 マイネルアルマース 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 468＋241：30．11� 100．0�
69 アキトホウオウ 牡3栗 56 池添 謙一岡田 昭利氏 伊藤 大士 安平 追分ファーム 470＋ 21：30．2� 13．1�
711 セ レ ー ノ 牡3黒鹿56 古川 吉洋齊藤 直信氏 谷 潔 様似 スイートフアーム 490－12 〃 クビ 194．3
814 ブ リ ヤ ン 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政﨑川美枝子氏 宮 徹 浦河 市川フアーム 502－ 21：30．3� 209．2�
610 タマモホットポット 牝3黒鹿54 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 408－ 41：30．51� 42．7�
46 ウォーターマハロ 牡3栗 56 菱田 裕二山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 伏木田牧場 484－201：30．6� 254．6�
813 ゴールドコースト 牡3鹿 56 福永 祐一中村 祐子氏 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 478 ―1：31．02� 7．5�

（13頭）
11 アキトビーナス 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太岡田 昭利氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 454± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 17，028，800円 複勝： 22，970，300円 枠連： 8，053，400円
馬連： 29，327，500円 馬単： 16，460，900円 ワイド： 16，053，000円
3連複： 37，473，900円 3連単： 53，144，300円 計： 200，512，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 150円 � 130円 枠 連（2－3） 760円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 370円 �� 210円 �� 330円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 4，680円

票 数

単勝票数 差引計 170288（返還計 1579） 的中 � 45948（1番人気）
複勝票数 差引計 229703（返還計 5234） 的中 � 44580（2番人気）� 35588（3番人気）� 48588（1番人気）
枠連票数 差引計 80534（返還計 6279） 的中 （2－3） 8199（3番人気）
馬連票数 差引計 293275（返還計 9530） 的中 �� 23797（3番人気）
馬単票数 差引計 164609（返還計 5534） 的中 �� 8125（3番人気）
ワイド票数 差引計 160530（返還計 8546） 的中 �� 10002（3番人気）�� 22210（1番人気）�� 11596（2番人気）
3連複票数 差引計 374739（返還計 31535） 的中 ��� 30663（1番人気）
3連単票数 差引計 531443（返還計 38307） 的中 ��� 8218（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．3―30．1―42．2―54．1―1：05．6―1：17．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールドサーベラス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Diesis デビュー 2014．10．26 東京12着

2012．3．29生 牡3栗 母 インシステント 母母 I Certainly Am 5戦1勝 賞金 8，900，000円
〔競走除外〕 アキトビーナス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔前胸部挫創〕を発症したため競走除外。発走時

刻11分遅延。
〔制裁〕 アキトビーナス号の騎手加藤祥太は，発馬機内での御法（くぐられた）について過怠金20，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アキトビーナス号は，平成27年8月9日から平成27年9月7日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※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 プラチナムスタング号



23029 8月8日 晴 良 （27札幌1）第3日 第5競走 ��
��1，200�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
1：09．5
1：07．8

良
良

44 ペイシャオブマーシ 牝2鹿 54
51 ▲井上 敏樹北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 454 ―1：10．6 6．6�

79 キタサンコトブキ 牡2青鹿54 福永 祐一�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 486 ―1：10．7� 2．1�
11 メイショウトキン 牡2黒鹿54 藤岡 康太松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 468 ―1：10．91 8．0�
67 タカイチモン 牝2青鹿 54

51 ▲城戸 義政西本 資史氏 田中 章博 新冠 川上牧場 418 ―1：11．0� 13．9�
812 スーパーラビット 牡2黒鹿54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 アラキフアーム 418 ―1：11．63� 31．9�
22 ミキシングスカイ 牝2青鹿 54

51 ▲加藤 祥太小林竜太郎氏 二本柳俊一 新冠 岩見牧場 392 ―1：11．7� 40．2	
55 ホッコースイセイ 牝2栗 54 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 460 ―1：11．8� 8．6

33 ダンツビジター 牡2芦 54 三浦 皇成山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 440 ― 〃 クビ 46．3�
56 ハ ビ ト ゥ ス 牝2鹿 54 杉原 誠人杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 明治牧場 436 ―1：11．9クビ 22．6�
811 ペイシャスナッチ 牝2鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 高橋 文雅 浦河 梅田牧場 506 ―1：13．28 205．7
710	 ワールドフォース 牝2鹿 54 横山 典弘島川 �哉氏 成島 英春 愛 Glenvale

Stud 436 ― （競走中止） 7．3�
（11頭）

68 イチザプラチナ 牝2鹿 54 菱田 裕二奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 410 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，482，300円 複勝： 19，650，100円 枠連： 6，734，000円
馬連： 25，625，500円 馬単： 16，715，400円 ワイド： 14，733，700円
3連複： 31，139，400円 3連単： 49，751，800円 計： 183，832，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 160円 � 110円 � 170円 枠 連（4－7） 620円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 300円 �� 630円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，420円 3 連 単 ��� 9，390円

票 数

単勝票数 差引計 194823（返還計 3379） 的中 � 24722（2番人気）
複勝票数 差引計 196501（返還計 4115） 的中 � 25863（2番人気）� 64815（1番人気）� 23124（4番人気）
枠連票数 差引計 67340（返還計 291） 的中 （4－7） 8290（2番人気）
馬連票数 差引計 256255（返還計 16391） 的中 �� 26100（1番人気）
馬単票数 差引計 167154（返還計 9047） 的中 �� 7347（5番人気）
ワイド票数 差引計 147337（返還計 10584） 的中 �� 13037（2番人気）�� 5296（7番人気）�� 14400（1番人気）
3連複票数 差引計 311394（返還計 38900） 的中 ��� 16375（2番人気）
3連単票数 差引計 497518（返還計 57490） 的中 ��� 3839（17番人気）

ハロンタイム 12．3―11．7―12．0―11．7―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―24．0―36．0―47．7―58．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F34．6
3 7，9，4（2，6）（1，12）5，3－11 4 ・（7，9）4（2，6）（1，12）（5，3）－11

勝馬の
紹 介

ペイシャオブマーシ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ラストタイクーン 初出走

2013．4．28生 牝2鹿 母 ガデスオブマーシー 母母 ハイスタイルセッター 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走除外〕 イチザプラチナ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 ワールドフォース号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。

23030 8月8日 晴 良 （27札幌1）第3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 ラッシュアタック 牡3鹿 56 三浦 皇成 �キャロットファーム 菊川 正達 洞�湖 レイクヴィラファーム 484＋ 42：01．1 4．3�
713 ウインティアラ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 416± 0 〃 アタマ 9．2�
12 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 424＋ 22：01．31� 3．2�
816 メイショウデコイ 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 赤田牧場 428－ 4 〃 アタマ 72．8�
47 ビセックスタイル 牝3栗 54 吉田 隼人前田 幸治氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－ 82：01．4クビ 24．0	
36 ディープビヨンド 牝3黒鹿54 津村 明秀�カシマ 南井 克巳 むかわ 上水牧場 420＋ 4 〃 クビ 51．0

510 ルーチェスプマンテ 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �グリーンファーム小島 茂之 千歳 社台ファーム 472± 02：01．5クビ 75．1�
11 パ ル テ ノ ン 牝3鹿 54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 426－ 82：01．6	 6．7�
24 スカイロケット 牡3青鹿56 勝浦 正樹前田 幸治氏 萩原 清 日高 前川ファーム 508± 02：01．81� 21．2
815 ドリームシューター 牡3青鹿56 菱田 裕二ライオンレースホース� 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 430－ 42：01．9
 127．0�
23 アマラントカット 牝3鹿 54 柴山 雄一 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 406－ 22：02．0クビ 106．7�
59 クリノイーソー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 456－10 〃 クビ 5．8�
714 ゴーオンハート 牡3黒鹿56 杉原 誠人�宮内牧場 天間 昭一 日高 佐々木牧場 472－ 22：02．42	 132．7�
48 ラブトゥーマッチ 牡3鹿 56 黛 弘人 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新ひだか 折手牧場 480－ 82：02．82	 16．6�
612 スマートシャイン 牝3栗 54 田中 健大川 徹氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 410－ 2 〃 クビ 64．1�
611 ワイドグローリー 牡3鹿 56 池添 謙一幅田 昌伸氏 池添 兼雄 新冠 石田牧場 466－ 22：04．28 19．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 17，972，400円 複勝： 24，838，600円 枠連： 9，584，700円
馬連： 30，053，000円 馬単： 15，888，300円 ワイド： 17，999，100円
3連複： 42，509，600円 3連単： 54，828，200円 計： 213，673，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 220円 � 150円 枠 連（3－7） 2，150円

馬 連 �� 2，070円 馬 単 �� 4，300円

ワ イ ド �� 800円 �� 370円 �� 620円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 14，050円

票 数

単勝票数 計 179724 的中 � 32949（2番人気）
複勝票数 計 248386 的中 � 47490（1番人気）� 24660（4番人気）� 45531（2番人気）
枠連票数 計 95847 的中 （3－7） 3442（10番人気）
馬連票数 計 300530 的中 �� 11209（7番人気）
馬単票数 計 158883 的中 �� 2771（15番人気）
ワイド票数 計 179991 的中 �� 5493（8番人気）�� 13222（2番人気）�� 7243（5番人気）
3連複票数 計 425096 的中 ��� 14180（3番人気）
3連単票数 計 548282 的中 ��� 2828（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．1―48．9―1：01．1―1：13．4―1：25．4―1：37．0―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F35．7
1
3
5，12（10，13）7（4，8）（6，11）（1，16）（3，2）－（9，15）－14・（5，12）13，10，7（4，8，11）6，2（1，16）15（3，9）－14

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

勝馬の
紹 介

ラッシュアタック �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．10．26 東京4着

2012．4．22生 牡3鹿 母 メジロヒラリー 母母 メジロドーベル 7戦1勝 賞金 11，050，000円
※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。
（非抽選馬） 2頭 アグネスイヴァン号・マイネルプロンプト号



23031 8月8日 晴 稍重 （27札幌1）第3日 第7競走 ��2，400�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

79 シ ッ プ ウ �4黒鹿57 吉田 隼人 �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 486＋ 62：35．7 12．1�

56 サトノセレリティ 牡4鹿 57 福永 祐一里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B488± 0 〃 アタマ 2．4�
811� スリーヴェローチェ 牡6鹿 57 水口 優也永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 464－ 62：35．8� 34．6�
22 ドラゴンパイロ 牡3青鹿54 丸山 元気窪田 康志氏 高橋 文雅 浦河 	川 啓一 536＋ 62：36．11
 14．6�
11 ヘルツフロイント 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 478＋ 6 〃 ハナ 2．6�
812 インテグラード 牡4青鹿57 黛 弘人	リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 478＋ 4 〃 クビ 28．4

68 ステージジャンプ 牡5鹿 57 松田 大作合同会社小林英一

ホールディングス 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 498－ 22：36．84 18．2�
710� デルマコテツ 牡4栗 57 菱田 裕二浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 444＋ 62：37．01 7．5�
44 � ケンブリッジアーサ 牡5鹿 57 横山 和生中西 桂子氏 石栗 龍彦 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 444＋ 62：37．74 254．5
67 カフジスター 牡4青鹿57 古川 吉洋加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 464－ 42：37．8クビ 29．9�
33 アイファーマグオー 牡3栗 54

51 ▲加藤 祥太中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 490－ 42：38．75 57．1�
55 トーセンラブリー 牝3栗 52

49 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 菅原 泰夫 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 ハナ 75．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，152，800円 複勝： 22，445，500円 枠連： 9，275，900円
馬連： 32，363，200円 馬単： 20，631，200円 ワイド： 18，147，600円
3連複： 44，106，300円 3連単： 77，035，000円 計： 241，157，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 270円 � 150円 � 620円 枠 連（5－7） 740円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 530円 �� 3，890円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 12，550円 3 連 単 ��� 78，550円

票 数

単勝票数 計 171528 的中 � 11333（4番人気）
複勝票数 計 224455 的中 � 19574（4番人気）� 52386（2番人気）� 7103（7番人気）
枠連票数 計 92759 的中 （5－7） 9648（3番人気）
馬連票数 計 323632 的中 �� 16093（5番人気）
馬単票数 計 206312 的中 �� 3430（15番人気）
ワイド票数 計 181476 的中 �� 9494（5番人気）�� 1134（29番人気）�� 3264（15番人気）
3連複票数 計 441063 的中 ��� 2635（35番人気）
3連単票数 計 770350 的中 ��� 711（204番人気）

ハロンタイム 13．5―13．1―13．8―12．9―12．9―13．7―13．7―12．9―11．9―12．2―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．5―26．6―40．4―53．3―1：06．2―1：19．9―1：33．6―1：46．5―1：58．4―2：10．6―2：22．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ッ プ ウ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．12．15 中山3着

2011．3．13生 �4黒鹿 母 バレンソール 母母 ミストラルアゲン 21戦2勝 賞金 28，880，000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 ロワサーブル号

23032 8月8日 晴 良 （27札幌1）第3日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

815 タッチングスピーチ 牝3鹿 52 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：00．3 7．7�
714 ロッカフラベイビー 牝3黒鹿52 三浦 皇成山田 弘氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 446＋162：00．51� 5．5�
47 バ ン ゴ ー ル 牝3鹿 52 柴山 雄一 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 434＋ 82：00．6� 3．9�
713 トウシンハンター 牝3黒鹿52 菱田 裕二�サトー 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 446＋122：00．7� 43．2�
816 ウインアキレア 牝3鹿 52 池添 謙一�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 450＋ 4 〃 アタマ 9．1	
35 コスモチョコレイ 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 浦河 高岸 順一 454＋ 6 〃 ハナ 38．5

48 ピサノベッテル 牝6黒鹿 55

52 ▲加藤 祥太市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 22：00．91� 31．5�
11 グランディフローラ 牝3鹿 52 吉田 隼人 �社台レースホース中村 均 千歳 社台ファーム 460＋ 22：01．0� 16．0�
612 エバーキュート 牝3栗 52 横山 典弘宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 438± 0 〃 クビ 17．2
23 サブトゥエンティ 牝3栗 52

49 ▲城戸 義政吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 450＋ 42：01．21� 18．9�
59 ビレッジソング 牝4鹿 55 丸田 恭介岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 426－ 42：01．3� 229．2�
12 アイスブレイク 牝4青鹿55 藤岡 康太安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 472－ 22：01．4� 50．6�
510 トーセンナチュラル 牝3黒鹿 52

49 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 428＋ 22：01．61� 4．7�

611 ファインドヌーヴ 牝3芦 52 勝浦 正樹井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 456＋ 62：01．7クビ 25．7�
36 エアルシアン 牝3鹿 52 四位 洋文 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 442－ 22：01．91� 21．9�
24 	 マ ニ エ ー テ 牝4栗 55 黛 弘人堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 420－ 22：02．0� 150．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，044，300円 複勝： 33，816，400円 枠連： 11，327，400円
馬連： 41，355，400円 馬単： 21，426，000円 ワイド： 24，665，500円
3連複： 55，727，700円 3連単： 73，802，700円 計： 285，165，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 250円 � 180円 � 180円 枠 連（7－8） 840円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，570円

ワ イ ド �� 740円 �� 920円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 20，570円

票 数

単勝票数 計 230443 的中 � 23836（4番人気）
複勝票数 計 338164 的中 � 31096（5番人気）� 51602（3番人気）� 53363（2番人気）
枠連票数 計 113274 的中 （7－8） 10335（1番人気）
馬連票数 計 413554 的中 �� 15555（4番人気）
馬単票数 計 214260 的中 �� 3510（12番人気）
ワイド票数 計 246655 的中 �� 8317（6番人気）�� 6504（8番人気）�� 17480（2番人気）
3連複票数 計 557277 的中 ��� 13265（3番人気）
3連単票数 計 738027 的中 ��� 2601（42番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．0―12．4―12．6―12．3―11．9―11．7―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．5―47．9―1：00．5―1：12．8―1：24．7―1：36．4―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．6
1
3
5－11，2，9（1，16）12，14（4，13，10）6（3，7）15，8
5，11（2，9）（1，16）4（12，14）10（13，6）（3，7）（8，15）

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

勝馬の
紹 介

タッチングスピーチ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．11．9 京都3着

2012．2．21生 牝3鹿 母 リ ッ ス ン 母母 Brigid 5戦2勝 賞金 14，300，000円
〔その他〕 エアルシアン号は，最後の直線コースで内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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 スペランツァデーア号



23033 8月8日 晴 良 （27札幌1）第3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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000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 メイショウナゴミ 牝3青鹿52 津村 明秀松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 436－ 41：44．6 9．6�
44 モンドアルジェンテ 牡3芦 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：44．81� 2．2�
813 トラストフェアリー 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 438＋ 81：45．01� 94．0�
33 バイタルフォルム 牡5黒鹿57 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 492－ 41：45．1� 14．5�
56 	 サクラアンプルール 牡4栗 57 勝浦 正樹	さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 472－ 81：45．2� 10．6

22 フィールドリアン 牡3黒鹿54 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 454－ 81：45．73 23．4�
57 ショウナンガッチャ 牡4栗 57

54 ▲加藤 祥太国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 482＋ 2 〃 クビ 41．1�
711 グランカマラード 牡3栗 54 C．ルメール 田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 524＋ 81：45．91� 4．1
11 タイセイクルーズ 牡4栗 57 松田 大作田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 524－ 61：46．0� 27．8�
812 マコトグランドゥ 牡3栗 54 荻野 琢真	ディアマント 宮本 博 日高 白井牧場 458－ 8 〃 アタマ 80．5�
68 マーセブナカヤマ 牡4鹿 57 藤岡 康太�中山牧場 奥村 豊 浦河 中山牧場 548＋101：46．31� 59．5�
69 レジェンドパワー 
3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 432＋161：46．51� 118．1�
710 ビタミンエース 牡4鹿 57 横山 典弘村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 510＋ 21：46．71 6．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，161，300円 複勝： 28，609，300円 枠連： 13，047，600円
馬連： 42，581，900円 馬単： 24，902，800円 ワイド： 23，934，600円
3連複： 53，426，100円 3連単： 93，022，400円 計： 299，686，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 180円 � 120円 � 1，370円 枠 連（4－4） 830円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 350円 �� 7，070円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 18，490円 3 連 単 ��� 89，320円

票 数

単勝票数 計 201613 的中 � 16747（4番人気）
複勝票数 計 286093 的中 � 39751（3番人気）� 92185（1番人気）� 3099（11番人気）
枠連票数 計 130476 的中 （4－4） 12077（3番人気）
馬連票数 計 425819 的中 �� 40074（3番人気）
馬単票数 計 249028 的中 �� 8042（8番人気）
ワイド票数 計 239346 的中 �� 20179（2番人気）�� 800（47番人気）�� 1691（31番人気）
3連複票数 計 534261 的中 ��� 2167（52番人気）
3連単票数 計 930224 的中 ��� 755（256番人気）

ハロンタイム 6．7―11．1―11．9―12．8―12．4―12．3―12．2―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―29．7―42．5―54．9―1：07．2―1：19．4―1：31．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．4
1
3
8，13，5－3，11，1，7，9，6－（2，10）4，12
8（13，5）3，11（1，10）7（6，9，4）（12，2）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウナゴミ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．11．22 京都2着

2012．3．14生 牝3青鹿 母 ザ デ イ 母母 ウエイアウト 9戦2勝 賞金 18，750，000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。
（非当選馬） 1頭 コンプリートゲーム号
（非抽選馬） 2頭 セフティーエムアイ号・パッシングブリーズ号

23034 8月8日 晴 良 （27札幌1）第3日 第10競走 ��
��1，800�

お び ひ ろ

帯 広 特 別
発走14時50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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

22 イレプレイスブル 牡5黒鹿57 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 456－ 81：47．6 81．9�
58 アドマイヤライン 牡5青鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 446－10 〃 クビ 17．0�
711 ツクバアスナロ 牝4鹿 55 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 洞�湖 レイクヴィラファーム 468＋ 41：47．7	 16．5�
46 オールマンリバー 牡3黒鹿54 池添 謙一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 アタマ 5．3�
610 ギブアンドテイク 牡4栗 57 勝浦 正樹嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 494－ 61：47．8クビ 10．6�
34 モンドシャルナ 牡4鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 454＋ 6 〃 クビ 5．8	
69 ブレイヴリー 牡4鹿 57 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B486＋ 21：47．9クビ 1．9

813 リターンラルク 牡4鹿 57 丸田 恭介山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 B456－ 8 〃 クビ 53．5�
11 トーカティヴ 牡3青鹿54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 41：48．0
 22．8�
57 マイネルランスタン 牡5栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 454－ 6 〃 アタマ 63．1
45 トーセンペンタゴン 牡3青 54 井上 敏樹島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B464－ 81：48．1クビ 158．9�
814 グレイスフルワード 牝3鹿 52 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 416＋ 21：48．42 186．9�
712 ケイリンボス 牡4栗 57 柴山 雄一山田 裕仁氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 504－ 41：48．61� 25．6�
33 ノーヒッター 牡5黒鹿57 横山 典弘島田 久氏 小野 次郎 浦河 江谷 重雄 464－ 81：49．02	 47．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，942，500円 複勝： 39，996，500円 枠連： 14，837，700円
馬連： 61，565，200円 馬単： 32，410，900円 ワイド： 35，066，700円
3連複： 79，219，700円 3連単： 123，306，200円 計： 416，345，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，190円 複 勝 � 1，380円 � 550円 � 430円 枠 連（2－5） 16，680円

馬 連 �� 35，210円 馬 単 �� 116，300円

ワ イ ド �� 6，450円 �� 9，130円 �� 2，300円

3 連 複 ��� 138，810円 3 連 単 ��� 1，719，170円

票 数

単勝票数 計 299425 的中 � 2922（12番人気）
複勝票数 計 399965 的中 � 7086（11番人気）� 19359（6番人気）� 26382（5番人気）
枠連票数 計 148377 的中 （2－5） 689（26番人気）
馬連票数 計 615652 的中 �� 1355（55番人気）
馬単票数 計 324109 的中 �� 209（128番人気）
ワイド票数 計 350667 的中 �� 1395（49番人気）�� 982（56番人気）�� 3997（24番人気）
3連複票数 計 792197 的中 ��� 428（197番人気）
3連単票数 計1233062 的中 ��� 52（1443番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．0―48．1―1：00．1―1：12．1―1：23．9―1：35．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．5
1
3
14，2（7，9）12（1，4，6）8（11，10）13，3，5
14，2（7，9）（4，6，12）－（1，8）（11，10）（13，5）－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

イレプレイスブル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．2．2 東京6着

2010．4．24生 牡5黒鹿 母 ライブリーダンス 母母 ステイトリーダンス 21戦3勝 賞金 37，430，000円
〔発走状況〕 トーカティヴ号は，馬場入場後に右前肢落鉄。発走時刻3分遅延。



23035 8月8日 晴 良 （27札幌1）第3日 第11競走 ��
��2，600�札幌日経オープン

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．8
2：37．3

良
良

44 ペ ル ー サ 牡8栗 58 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 518－ 62：38．7レコード 8．0�
811 タマモベストプレイ 牡5栗 58 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 482＋ 22：38．8� 3．9�
66 ワールドレーヴ 牡5黒鹿56 丹内 祐次嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 466－ 42：38．9	 16．0�
67 バ ン ズ ー ム 牡4鹿 56 横山 典弘諸江 幸祐氏 久保田貴士 千歳 社台ファーム 470－ 42：39．43 5．0�
55 アドマイヤフライト 牡6鹿 57 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 536± 0 〃 ハナ 3．5�
810 ヒラボクディープ 牡5黒鹿56 三浦 皇成�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 516＋142：39．5クビ 6．0	
79 モ ビ ー ル 牡7鹿 56 勝浦 正樹吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 15．7

22 サイモントルナーレ 牡9栗 56 丸田 恭介澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 454± 02：39．81	 105．9�
11 
 グランデスバル 牡7栗 56 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 488＋ 82：40．12 23．5�
78 
 カンタベリーナイト 牡6鹿 56 藤田 伸二峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B500± 02：40．41	 97．2
33 イントレピッド 牡5鹿 56 荻野 琢真会田 満雄氏 高橋 義忠 日高 森永牧場 456－ 62：41．03� 25．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 48，078，400円 複勝： 66，638，800円 枠連： 27，260，000円
馬連： 154，192，900円 馬単： 69，257，300円 ワイド： 62，246，600円
3連複： 192，839，200円 3連単： 331，921，000円 計： 952，434，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 290円 � 190円 � 350円 枠 連（4－8） 1，070円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，740円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 9，280円 3 連 単 ��� 48，370円

票 数

単勝票数 計 480784 的中 � 47822（5番人気）
複勝票数 計 666388 的中 � 57372（6番人気）� 103503（3番人気）� 44418（8番人気）
枠連票数 計 272600 的中 （4－8） 19623（4番人気）
馬連票数 計1541929 的中 �� 57403（8番人気）
馬単票数 計 692573 的中 �� 11960（19番人気）
ワイド票数 計 622466 的中 �� 22258（8番人気）�� 8937（26番人気）�� 13251（18番人気）
3連複票数 計1928392 的中 ��� 15571（39番人気）
3連単票数 計3319210 的中 ��� 4975（191番人気）

ハロンタイム 13．1―11．6―12．3―12．3―11．7―12．6―12．9―12．6―12．5―12．1―11．5―11．4―12．1

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�
13．1―24．7―37．0―49．3―1：01．0―1：13．6―1：26．5―1：39．1―1：51．6―2：03．7―2：15．2―2：26．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F47．1―3F35．0
1
�
4－11，5，1－7－（2，3）9，6，10，8
4，11（1，5）7－（2，3）（6，9）（8，10）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペ ル ー サ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Candy Stripes デビュー 2009．11．29 東京1着

2007．3．20生 牡8栗 母 アルゼンチンスター 母母 Diferente 25戦5勝 賞金 293，084，000円

23036 8月8日 晴 良 （27札幌1）第3日 第12競走 ��
��1，200�H B C 賞

発走16時05分 （芝・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

北海道放送賞（1着）
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

47 ヴァイサーリッター 牡4芦 57 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 470－ 41：08．9 10．2�
46 メイショウアズミノ 牝4鹿 55 三浦 皇成松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 458－ 6 〃 クビ 6．9�
23 ホッコーサラスター 牝4鹿 55 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 454－101：09．0� 11．3�
34 ダノンマッキンレー 牡4栗 57 藤岡 康太�ダノックス 音無 秀孝 浦河 三嶋牧場 492－ 4 〃 ハナ 5．1�
611 タカラジェニファ 牝4鹿 55 吉田 隼人村山 義男氏 伊藤 正徳 新冠 大栄牧場 472－ 21：09．1� 19．2�
610 ダイヤモンドハイ 牝4鹿 55 C．ルメール 布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 446＋ 21：09．31	 4．8	
815 キタサンラブコール 牡4鹿 57 横山 典弘
大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 470＋ 4 〃 クビ 4．4�
11 
 ウイングパラダイス 牝4鹿 55 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新ひだか フジワラフアーム 450－121：09．5� 100．8�
58 � ミラクルフラワー 牝3黒鹿52 松井 伸也簗詰 幸子氏 斉藤 正弘 新ひだか 加野牧場 436－121：09．6� 135．9

（北海道） （北海道）

59 アルマエルナト 牡4栗 57 勝浦 正樹コウトミックレーシング 伊藤 大士 浦河 小島牧場 478－ 2 〃 クビ 6．9�
35 ビットスターダム 牡7芦 57 柴山 雄一馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 464＋ 21：09．7クビ 66．6�
814
 カディーシャ 牝6栗 55 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 B418－121：09．91	 163．6�
22 ジョージジョージ 牡5栗 57 古川 吉洋北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 飯岡牧場 448－121：10．0� 147．1�
713 ディアゴッホ 牡4栗 57 丸田 恭介ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 518－ 41：10．21	 55．7�
712 ヤマニンカヴァリエ 牡6鹿 57 松田 大作土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 502－ 2 〃 クビ 26．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 34，305，300円 複勝： 48，314，600円 枠連： 19，386，900円
馬連： 85，255，000円 馬単： 41，013，900円 ワイド： 46，097，100円
3連複： 111，123，600円 3連単： 167，325，000円 計： 552，821，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 300円 � 240円 � 350円 枠 連（4－4） 3，150円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 7，140円

ワ イ ド �� 980円 �� 1，410円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 8，260円 3 連 単 ��� 50，250円

票 数

単勝票数 計 343053 的中 � 26845（6番人気）
複勝票数 計 483146 的中 � 41476（6番人気）� 57929（4番人気）� 34036（7番人気）
枠連票数 計 193869 的中 （4－4） 4766（15番人気）
馬連票数 計 852550 的中 �� 21598（17番人気）
馬単票数 計 410139 的中 �� 4307（38番人気）
ワイド票数 計 460971 的中 �� 12313（12番人気）�� 8306（22番人気）�� 9495（19番人気）
3連複票数 計1111236 的中 ��� 10089（36番人気）
3連単票数 計1673250 的中 ��� 2414（213番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．4―11．3―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．0―46．3―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．3―3F33．9
3 ・（6，7）11，5（4，10，15）（3，8，13，9）1（12，14）2 4 ・（6，7）11（4，5，10，15）3（8，13，9）1（12，14）2

勝馬の
紹 介

ヴァイサーリッター �
�
父 デュランダル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．6．23 函館3着

2011．3．2生 牡4芦 母 ブランシュネージュ 母母 フックライン 15戦4勝 賞金 54，666，000円
〔制裁〕 カディーシャ号の騎手丹内祐次は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番）
※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。



（27札幌1）第3日 8月8日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 159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

193，050，000円
3，140，000円
8，620，000円
1，360，000円
17，380，000円
60，665，000円
4，134，000円
1，526，400円

勝馬投票券売得金
275，611，000円
377，611，400円
141，851，400円
589，695，800円
309，515，000円
312，373，400円
769，131，500円
1，200，376，400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 3，976，165，900円

総入場人員 10，868名 （有料入場人員 9，616名）
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