
23049 8月15日 曇 良 （27札幌1）第5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
1：46．2
1：45．6

重
不良

45 ドゥラリュール 牡2栗 54 横山 典弘平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454－ 21：47．1 2．1�
33 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 468－ 21：47．63 26．0�
68 ジュアンマリエ 牝2栗 54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 440－ 4 〃 ハナ 6．2�
69 ミッテルレギ 牡2芦 54

51 ▲井上 敏樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 八木 常郎 464－ 41：48．77 118．7�
11 キタノイチジョー 牡2鹿 54 三浦 皇成河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 472± 01：48．91� 16．4	
44 トゥールエッフェル 牝2芦 54 池添 謙一 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 498－ 8 〃 クビ 6．6

812 ボーディングパス 牡2黒鹿54 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466－ 81：49．32� 25．2�
57 ウインプリマ 牝2栗 54 丹内 祐次�ウイン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 440＋ 2 〃 クビ 88．1�
711 ミラクルユニバンス 牡2栗 54 藤岡 康太亀井 哲也氏 村山 明 千歳 社台ファーム 454－ 61：49．61� 34．5
813 タガノカイリ 牡2芦 54

51 ▲加藤 祥太八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 468＋ 21：50．02� 63．9�

56 メイショウコボウシ 牡2鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 472＋101：50．63� 10．0�
710 ウインミリアルド 牡2黒鹿54 黛 弘人�ウイン 和田正一郎 浦河 鎌田 正嗣 472± 01：53．4大差 152．8�
22 グロウインザダーク 牡2鹿 54 武 豊 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 478± 01：56．8大差 9．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，104，200円 複勝： 31，522，700円 枠連： 8，446，800円
馬連： 36，060，700円 馬単： 23，398，100円 ワイド： 22，920，100円
3連複： 54，555，800円 3連単： 79，376，600円 計： 275，385，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 540円 � 170円 枠 連（3－4） 2，830円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 5，210円

ワ イ ド �� 1，070円 �� 320円 �� 2，250円

3 連 複 ��� 5，340円 3 連 単 ��� 28，010円

票 数

単勝票数 計 191042 的中 � 73551（1番人気）
複勝票数 計 315227 的中 � 113806（1番人気）� 8709（8番人気）� 41809（2番人気）
枠連票数 計 84468 的中 （3－4） 2307（10番人気）
馬連票数 計 360607 的中 �� 8796（11番人気）
馬単票数 計 233981 的中 �� 3368（18番人気）
ワイド票数 計 229201 的中 �� 5216（14番人気）�� 21053（2番人気）�� 2376（26番人気）
3連複票数 計 545558 的中 ��� 7656（14番人気）
3連単票数 計 793766 的中 ��� 2054（88番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．4―12．7―13．0―13．0―12．7―12．2―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．4―43．1―56．1―1：09．1―1：21．8―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．0
1
3
3，5（4，8）9，11，7（10，13）6，1，12－2
3（4，5，8）9（7，11）1，13（12，2）6－10

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

勝馬の
紹 介

ドゥラリュール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2015．8．2 札幌2着

2013．3．7生 牡2栗 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 グロウインザダーク号は，馬場入場後に放馬。馬体検査。発走時刻5分遅延。

グロウインザダーク号は，枠入り不良。
ボーディングパス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔調教再審査〕 グロウインザダーク号は，4コーナーで外側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グロウインザダーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月15日まで平

地競走に出走できない。
ウインミリアルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ブルーオリエント号・マジメ号

23050 8月15日 小雨 良 （27札幌1）第5日 第2競走 ��1，800�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
1：48．4
1：45．9

良
良

45 ラ ブ レ オ 牡2鹿 54 三浦 皇成 M・
Kenichiホールディング� 新開 幸一 新ひだか 山際牧場 484－ 61：50．1 3．0�

711 レインボーライン 牡2鹿 54 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 452－ 21：50．52� 3．6�
46 ガ ン コ 牡2青鹿54 菱田 裕二杉澤 光雄氏 松元 茂樹 新ひだか 前谷 武志 490＋ 81：50．71� 8．8�
33 カ ラ ク プ ア 牡2黒鹿54 C．ルメール�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ

ファーム 484＋ 21：51．33� 20．7�
813 ゴールドラッシュ 牡2鹿 54

51 ▲加藤 祥太前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 458＋10 〃 ハナ 18．0�

11 ベルウッドサコン 牡2黒鹿54 武 豊鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 浦河 市川フアーム 448＋ 21：51．4クビ 7．4	
712 リキッドブルー 牡2鹿 54 桑村 真明青芝商事� 西村 真幸 安平 �橋本牧場 444－ 8 〃 クビ 131．3


（北海道）

57 メイクサムノイズ 牡2鹿 54 池添 謙一小林 秀樹氏 高橋 亮 新ひだか 小倉 光博 462－ 21：51．6� 35．5�
34 サトノアルカディア 牡2黒鹿54 松田 大作里見 治氏 平田 修 千歳 社台ファーム 490－ 21：51．92 35．0�
58 キタノカミカゼ 牡2栗 54

51 ▲井上 敏樹北所 直人氏 菅原 泰夫 新ひだか 山際牧場 452－161：52．11� 151．6
610 カマラードミノル 牡2栗 54 丸山 元気吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 516＋ 41：52．3� 159．3�
69 スズカボルト 牡2栗 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 梅田牧場 488－ 21：52．4� 7．2�
22 ブ ボ ナ 牝2黒鹿54 福永 祐一杉澤 光雄氏 石橋 守 新冠 川島牧場 442－ 61：53．14 70．4�
814 ホシノパレード 牝2栗 54 五十嵐冬樹小西 和子氏 浅野洋一郎 新ひだか 田中 春美 452－101：55．5大差 752．6�

（北海道）

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，658，400円 複勝： 28，733，900円 枠連： 9，169，400円
馬連： 32，252，300円 馬単： 19，008，000円 ワイド： 19，253，100円
3連複： 44，629，000円 3連単： 62，926，000円 計： 235，630，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 130円 � 160円 枠 連（4－7） 400円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 240円 �� 380円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，320円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 196584 的中 � 53681（1番人気）
複勝票数 計 287339 的中 � 67491（1番人気）� 63093（2番人気）� 37442（4番人気）
枠連票数 計 91694 的中 （4－7） 17436（1番人気）
馬連票数 計 322523 的中 �� 46185（1番人気）
馬単票数 計 190080 的中 �� 12487（1番人気）
ワイド票数 計 192531 的中 �� 22758（1番人気）�� 12486（3番人気）�� 9689（7番人気）
3連複票数 計 446290 的中 ��� 25204（3番人気）
3連単票数 計 629260 的中 ��� 9284（3番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．7―49．3―1：01．9―1：14．3―1：26．3―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8
1
3
5（13，9）（1，2，6）8，4，10（12，11）3，14，7
5（13，9）（1，2，6）（4，8，11）（10，12，3）7－14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラ ブ レ オ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2015．7．5 福島2着

2013．4．18生 牡2鹿 母 ミルクトーレル 母母 ミスワキジャパン 3戦1勝 賞金 9，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホシノパレード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月15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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ローマンカモミール号
（非抽選馬） 3頭 スリーハーツクライ号・ペイシャフェリシタ号・ヘッドストロング号
※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。

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５日



23051 8月15日 小雨 良 （27札幌1）第5日 第3競走 ��1，000�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
57．5
56．9

良
重

811 ディーエスフェイム 牡3鹿 56 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 482＋ 4 58．9 3．4�
56 カワキタキャッスル 牝3黒鹿54 池添 謙一川島 吉男氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 474± 0 59．0� 8．3�
44 ポッドフィズ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 456＋ 2 59．53 5．9�
67 トミケンアユート 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹冨樫 賢二氏 小崎 憲 浦河 梅田牧場 B524＋ 4 59．6� 34．1�
710 サイレンスラヴ 牝3鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 464＋ 4 59．7クビ 47．8�
79 マーククロップ 牡3鹿 56 藤岡 康太村上 憲政氏 伊藤 伸一 新ひだか マークリ牧場 482± 0 59．8� 6．0�
11 トリアンドルス 牝3栗 54 勝浦 正樹ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 456＋ 61：00．12 19．2	
33 ビップヘラクレス 牡3栗 56 松田 大作鈴木 邦英氏 田島 俊明 様似 様似堀牧場 456＋ 4 〃 クビ 10．2

55 キャロライン 牡3栗 56 武 豊北畑 忍氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 B492＋ 41：00．2クビ 3．5�
68 トーセンプリズム 牝3栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 2 〃 クビ 68．1
22 ヴェルトフリーデン 牡3鹿 56 長岡 禎仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 504－ 21：00．51� 99．3�
812 サクラアベニール 牡3栗 56 荻野 琢真�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 434＋161：02．6大差 167．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，061，200円 複勝： 26，900，900円 枠連： 8，335，500円
馬連： 34，324，700円 馬単： 21，022，100円 ワイド： 21，134，300円
3連複： 47，364，600円 3連単： 67，804，700円 計： 245，948，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 190円 � 190円 枠 連（5－8） 420円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 480円 �� 450円 �� 820円

3 連 複 ��� 3，230円 3 連 単 ��� 15，860円

票 数

単勝票数 計 190612 的中 � 43923（1番人気）
複勝票数 計 269009 的中 � 62348（1番人気）� 33200（3番人気）� 32042（4番人気）
枠連票数 計 83355 的中 （5－8） 15163（1番人気）
馬連票数 計 343247 的中 �� 18501（5番人気）
馬単票数 計 210221 的中 �� 6023（8番人気）
ワイド票数 計 211343 的中 �� 11521（4番人気）�� 12292（3番人気）�� 6282（12番人気）
3連複票数 計 473646 的中 ��� 10973（11番人気）
3連単票数 計 678047 的中 ��� 3099（45番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．4―35．0―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディーエスフェイム �
�
父 テレグノシス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．6．14 東京10着

2012．4．28生 牡3鹿 母 コンシェルジュリー 母母 リ タ 4戦1勝 賞金 6，400，000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 エビスフラワー号・ニシノアウリイ号・ハシルヨダッシュ号・リッコデラコルト号・ロイヤルアスカ号

23052 8月15日 曇 良 （27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 モンドクラフト 牡3鹿 56 三浦 皇成�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 538－ 21：45．7 4．0�
710 オフビートジャズ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 536－ 21：46．44 6．0�

813 キクノステラ 牡3鹿 56 福永 祐一菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 500－ 21：46．71� 3．7�
57 ヒロノドラム 牡3黒鹿56 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 元茂牧場 472－ 8 〃 クビ 9．1�
45 ハッピーパウダー 牝3鹿 54 武 豊保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 430＋ 81：47．33� 18．3	
56 ヒロノカマオレ 牡3栗 56 菱田 裕二守内ひろ子氏 牧田 和弥 浦河 猿橋 義昭 B492± 0 〃 アタマ 5．4

44 アスターレジェンド �3黒鹿56 丸山 元気菅原 広隆氏 根本 康広 新ひだか 前川 正美 454－16 〃 アタマ 117．9�
11 ヴェルデプラート 牡3栗 56 黛 弘人落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 446＋ 61：47．51� 115．3�
812 ヒットザフロアー 牝3栗 54 C．ルメール �ビリオンスター加藤 征弘 千歳 社台ファーム 428＋ 41：47．71� 7．8
22 メイショウブユウ 牡3鹿 56

54 △城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 468－141：47．8� 63．3�
33 エフティロビン 牡3鹿 56 丹内 祐次吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 430－ 41：48．33 27．1�
711 ソラノカナタ 牝3栗 54 藤岡 康太�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 432＋ 21：49．47 44．7�
69 ライトトップワン 牡3芦 56

53 ▲井上 敏樹 �賀張中川牧場 和田 正道 日高 賀張中川牧場 562 ―1：52．5大差 233．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，626，700円 複勝： 29，590，600円 枠連： 11，509，800円
馬連： 33，613，400円 馬単： 20，017，500円 ワイド： 20，720，200円
3連複： 47，680，800円 3連単： 66，573，300円 計： 248，332，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 160円 � 170円 � 180円 枠 連（6－7） 1，420円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 2，850円

ワ イ ド �� 540円 �� 420円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 10，850円

票 数

単勝票数 計 186267 的中 � 36993（2番人気）
複勝票数 計 295906 的中 � 47984（2番人気）� 47265（3番人気）� 40440（4番人気）
枠連票数 計 115098 的中 （6－7） 6260（7番人気）
馬連票数 計 336134 的中 �� 18739（4番人気）
馬単票数 計 200175 的中 �� 5256（9番人気）
ワイド票数 計 207202 的中 �� 9752（5番人気）�� 12939（3番人気）�� 8812（8番人気）
3連複票数 計 476808 的中 ��� 18976（2番人気）
3連単票数 計 665733 的中 ��� 4445（17番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．1―12．8―12．6―12．5―12．6―12．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．4―43．2―55．8―1：08．3―1：20．9―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

モンドクラフト �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2015．6．28 東京7着

2012．4．28生 牡3鹿 母 クッキーキティ 母母 ユキノサクラ 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ライトトップワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月15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 ハイエストシルバー号



23053 8月15日 曇 良 （27札幌1）第5日 第5競走 ��1，500�サラブレッド系2歳
発走12時10分 （芝・右）

牝，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
1：29．3
1：29．3

良
良

22 アラモアナワヒネ 牝2栗 54 藤田 伸二横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 448 ―1：31．4 11．0�
11 サトノサンシャイン 牝2青鹿54 福永 祐一里見 治氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 408 ―1：31．72 2．6�
67 ス ミ レ 牝2鹿 54 C．ルメール 林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 440 ―1：31．8クビ 4．8�
811 サウンドダンサー 牝2鹿 54 武 豊増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか タイヘイ牧場 444 ― 〃 ハナ 6．1�
710 レーヌドコロール 牝2黒鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 角田 晃一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490 ―1：32．22� 8．0�
812 ポッドガゼール 牝2青鹿54 勝浦 正樹小川眞査雄氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 458 ― 〃 アタマ 14．9	
56 ルーレットクイーン 牝2栗 54 丹内 祐次黒川 哲美氏 武井 亮 浦河 昭和牧場 446 ―1：32．41� 88．4

79 メイショウボーテ 牝2芦 54 藤岡 康太松本 好雄氏 小島 太 浦河 日の出牧場 474 ― 〃 アタマ 8．6�
33 エクラパール 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 本間 忍 日高 有限会社 エ
スティファーム 442 ―1：32．72 46．2

55 ヤマノスプリンター 牝2栗 54 黛 弘人澤村 敏雄氏 伊藤 伸一 新冠 パカパカ
ファーム 458 ―1：33．12� 143．6�

68 コ ン サ バ 牝2青鹿54 丸田 恭介佐久間拓士氏 高橋 文雅 新冠 カミイスタット 414 ―1：33．95 93．2�
44 グラスアンジェラ 牝2鹿 54 長岡 禎仁半沢� 大江原 哲 日高 ヤナガワ牧場 458 ― （競走中止） 283．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，635，800円 複勝： 27，215，300円 枠連： 10，353，900円
馬連： 35，826，200円 馬単： 25，916，800円 ワイド： 20，493，000円
3連複： 45，202，200円 3連単： 77，000，400円 計： 268，643，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 230円 � 130円 � 150円 枠 連（1－2） 1，530円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 510円 �� 900円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 14，690円

票 数

単勝票数 計 266358 的中 � 20466（6番人気）
複勝票数 計 272153 的中 � 23982（6番人気）� 66511（1番人気）� 45930（2番人気）
枠連票数 計 103539 的中 （1－2） 5233（7番人気）
馬連票数 計 358262 的中 �� 18703（6番人気）
馬単票数 計 259168 的中 �� 5565（14番人気）
ワイド票数 計 204930 的中 �� 9793（6番人気）�� 5231（14番人気）�� 22588（1番人気）
3連複票数 計 452022 的中 ��� 17601（6番人気）
3連単票数 計 770004 的中 ��� 3798（49番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―19．1―31．0―43．4―55．9―1：07．9―1：19．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

アラモアナワヒネ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 マーベラスサンデー 初出走

2013．2．20生 牝2栗 母 プリティタヤス 母母 ライトシップ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 グラスアンジェラ号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため2コーナーで競走中止。

23054 8月15日 曇 良 （27札幌1）第5日 第6競走 ��
��2，600�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
2：38．7
2：37．3

良
良

11 ララエクラテール 牡3鹿 56 福永 祐一フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B428＋ 22：44．2 3．6�
33 � ウィスパーノット �3青鹿56 三浦 皇成�ノースヒルズ 中舘 英二 米 North Hills

Co. LTD. 478＋ 42：44．3	 18．3�
34 ハギノパトリオット 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 456－ 2 〃 クビ 9．3�
22 ガ ニ メ ー ド 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522－ 42：44．4
 29．9�
813 マイネルフレッチャ 牡3黒鹿56 黛 弘人 �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 440－ 22：44．5	 8．6�
711 ウインアーマー 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 442－ 4 〃 アタマ 4．4	
45 ニシノインシュアラ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹西山 茂行氏 菅原 泰夫 新冠 川上牧場 B462± 02：44．6	 14．3

58 ハッスルカフェ 牡3黒鹿56 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 新ひだか 千代田牧場 B464－ 82：44．7	 49．1�
57 ナンヨーピューピル 牡3黒鹿56 横山 典弘中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ

ネツ牧場 460－ 62：44．91 21．2�
814� レ デ ィ ル ー 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 和美氏 和田正一郎 独 Gestut

Karlshof 426－ 2 〃 クビ 10．5
69 ライブリファースト 牡3鹿 56 水口 優也加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 482＋ 22：45．32	 113．7�
712 ダノンウルフ 牡3芦 56 C．ルメール�ダノックス 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464－ 62：45．51	 5．5�
610 ニホンピロピース 牝3鹿 54 田中 博康小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 450＋ 22：46．35 186．6�
46 インテグラル 牡3黒鹿56 田中 健�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 470＋ 42：47．15 78．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，434，400円 複勝： 29，967，500円 枠連： 14，021，000円
馬連： 36，157，400円 馬単： 20，906，100円 ワイド： 22，199，400円
3連複： 52，489，200円 3連単： 68，273，500円 計： 263，448，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 640円 � 280円 枠 連（1－3） 1，500円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 6，920円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 680円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 13，080円 3 連 単 ��� 58，990円

票 数

単勝票数 計 194344 的中 � 42420（1番人気）
複勝票数 計 299675 的中 � 50819（2番人気）� 9891（9番人気）� 27612（5番人気）
枠連票数 計 140210 的中 （1－3） 7216（6番人気）
馬連票数 計 361574 的中 �� 6882（16番人気）
馬単票数 計 209061 的中 �� 2264（26番人気）
ワイド票数 計 221994 的中 �� 3958（18番人気）�� 8840（6番人気）�� 2089（33番人気）
3連複票数 計 524892 的中 ��� 3009（42番人気）
3連単票数 計 682735 的中 ��� 839（192番人気）

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

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�
12．9―24．7―37．5―51．2―1：04．0―1：17．1―1：29．8―1：42．8―1：55．6―2：07．7―2：19．6―2：31．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ララエクラテール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2015．2．22 小倉2着

2012．5．1生 牡3鹿 母 オリミツキネン 母母 ウ サ ロ マ ン 6戦1勝 賞金 11，960，000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） 3頭 ウォーターエライ号・オールマイアイ号・トモノサンドラ号
（非抽選馬） 3頭 アグネスイヴァン号・クラレンスハウス号・ハギノカイザー号



23055 8月15日 曇 稍重 （27札幌1）第5日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

45 オーシャンブルグ 牝4鹿 55 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 450± 01：45．3 6．8�
812 コ コ 牝3芦 52

49 ▲加藤 祥太副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 518± 01：45．4� 2．5�
711 ビ ス カ リ ア 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 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 430－121：45．61� 42．1�
22 ガ ロ フ ァ ノ 牝3栗 52 福永 祐一前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 468＋141：45．8� 5．6�
813 マダムウルル 牝3黒鹿52 四位 洋文�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 468＋121：46．11� 40．7	
710 オールオブナイト 牝4黒鹿55 三浦 皇成市川 義美氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 434± 0 〃 クビ 14．0

69 ガラドリエル 牝3栗 52 荻野 琢真�ダイリン 高橋 義忠 浦河 谷川牧場 494＋ 21：46．3� 30．6�
11 バ イ レ 牝3芦 52 丸田 恭介 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B472－ 8 〃 アタマ 27．5�
68 レディゴーラウンド 牝3芦 52 横山 和生 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442－ 81：46．83 34．2
44 マ ハ ロ マ ナ 牝3鹿 52 勝浦 正樹友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 506－ 2 〃 ハナ 4．2�
57 エ ク レ ー ル 牝3鹿 52 武 豊前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 440－ 61：47．01� 19．4�
33 トーセンシルエット 牝4芦 55

52 ▲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 464－ 21：47．42� 33．7�

56 	 クィーンオブシバ 牝4鹿 55
53 △城戸 義政小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 496－ 21：47．93 233．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，067，200円 複勝： 25，310，400円 枠連： 11，587，800円
馬連： 34，701，600円 馬単： 20，156，200円 ワイド： 21，359，600円
3連複： 48，724，600円 3連単： 69，440，700円 計： 251，348，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 170円 � 140円 � 430円 枠 連（4－8） 440円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，970円

ワ イ ド �� 350円 �� 2，950円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 7，080円 3 連 単 ��� 36，990円

票 数

単勝票数 計 200672 的中 � 23363（4番人気）
複勝票数 計 253104 的中 � 40910（2番人気）� 60245（1番人気）� 10534（7番人気）
枠連票数 計 115878 的中 （4－8） 20180（1番人気）
馬連票数 計 347016 的中 �� 34066（2番人気）
馬単票数 計 201562 的中 �� 7647（6番人気）
ワイド票数 計 213596 的中 �� 17609（1番人気）�� 1712（37番人気）�� 3857（14番人気）
3連複票数 計 487246 的中 ��� 5157（26番人気）
3連単票数 計 694407 的中 ��� 1361（111番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―30．0―42．9―54．9―1：07．2―1：20．1―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーシャンブルグ �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．1．25 京都13着

2011．4．26生 牝4鹿 母 オーシャンレディー 母母 ネヴァーブライター 13戦3勝 賞金 28，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キュールエアリス号

23056 8月15日 曇 良 （27札幌1）第5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 7，500，000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
1：07．5
1：06．5

良
良

510 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 57 菱田 裕二加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 470－ 61：09．5 4．2�
47 ハギノナトゥーラ 牝3鹿 52 福永 祐一日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 494＋ 41：09．71� 11．5�
713 ハプスブルク 牡5鹿 57 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 452－ 21：09．8	 23．3�
35 マイネシーア 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 430＋ 2 〃 クビ 3．4�
12 イ キ オ イ 牡3鹿 54 藤田 伸二西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 440－ 41：10．01 10．5�
36 マカゼコイカゼ 牝5鹿 55 池添 謙一國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 440＋ 21：10．21� 23．2	
816 ウォーターラボ 牝3青鹿52 横山 典弘山岡 良一氏 安田 隆行 洞
湖 レイクヴィラファーム 450－ 2 〃 ハナ 3．8

23 フィボナッチ 牡5鹿 57 服部 茂史水上 行雄氏 牧浦 充徳 浦河 笠松牧場 478－ 21：10．3� 45．0�

（北海道）

48 プ リ ズ ム 牡3鹿 54 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474－ 21：10．4クビ 22．2�

815� エムオーマジック 牡3青鹿54 嶋田 純次大浅 貢氏 尾形 和幸 むかわ 貞広 賢治 468－18 〃 アタマ 326．6
612 ユアメモリー 牝4青鹿 55

52 ▲加藤 祥太�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 456± 0 〃 クビ 107．8�
714 クラウンノキミ 牡3黒鹿54 丸田 恭介�クラウン 金成 貴史 新ひだか 出羽牧場 484－101：10．61� 16．0�
59 クラウンテイラー 牡3鹿 54 丸山 元気�クラウン 田島 俊明 浦河 藤春 修二 446－ 6 〃 クビ 101．1�
24 ブリッツカイザー 4栗 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 484－ 41：10．7	 124．2�
611 デンコウウノ 牡4鹿 57 古川 吉洋田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 480＋ 81：11．01� 28．1�
11 � ホレミンサイヤ 牝3栗 52 桑村 真明浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 オリオンファーム 428± 01：12．17 170．2�

（北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，617，800円 複勝： 29，932，000円 枠連： 11，830，800円
馬連： 41，890，600円 馬単： 24，250，500円 ワイド： 24，231，500円
3連複： 56，412，300円 3連単： 79，960，800円 計： 289，126，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 320円 � 520円 枠 連（4－5） 1，620円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，240円 �� 4，030円

3 連 複 ��� 14，430円 3 連 単 ��� 63，980円

票 数

単勝票数 計 206178 的中 � 38400（3番人気）
複勝票数 計 299320 的中 � 51999（2番人気）� 23194（5番人気）� 12783（7番人気）
枠連票数 計 118308 的中 （4－5） 5655（7番人気）
馬連票数 計 418906 的中 �� 11641（9番人気）
馬単票数 計 242505 的中 �� 4203（13番人気）
ワイド票数 計 242315 的中 �� 9229（6番人気）�� 5016（11番人気）�� 1478（38番人気）
3連複票数 計 564123 的中 ��� 2931（45番人気）
3連単票数 計 799608 的中 ��� 906（195番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．1―11．5―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―34．0―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ン シ カ ゴ �
�
父 リキアイワカタカ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2013．11．2 京都1着

2011．5．1生 牡4栗 母 シーサイドエンゼル 母母 シヤダイハマナス 21戦2勝 賞金 33，046，000円
〔制裁〕 ホレミンサイヤ号の騎手桑村真明は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000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） 3頭 アミーキティア号・コスモマイルール号・スペチアーレ号
（非抽選馬） 3頭 アドマイヤゴッド号・キースカーフ号・クリノツネチャン号
※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。



23057 8月15日 曇 稍重 （27札幌1）第5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 モンドクラッセ 牡4鹿 57 三浦 皇成�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 518－ 41：43．1 1．7�
813 タマモネイヴィー 牡4鹿 57 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B496－101：44．48 6．4�
68 シーリーヴェール 牡4青鹿57 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 安平 追分ファーム 476－ 6 〃 アタマ 3．5�
69 ピアシングステア 牡3栗 54 横山 和生水上 行雄氏 牧 光二 浦河 笠松牧場 490± 01：44．5� 31．5�
22 パッシングブリーズ 牡4鹿 57 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 476－ 61：44．71� 14．9	
11 コスモラヴモア 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鈴木 伸尋 浦河 村下牧場 488－ 81：44．91� 35．5

711 ナスノアオバ 牡4鹿 57 荻野 琢真�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 538－ 21：45．32� 33．4�
56 オンワードハンター 牡4鹿 57 C．ルメール 樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 460± 01：45．94 30．9
44 アイリッシュハープ 牝4栗 55

52 ▲加藤 祥太 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B458－ 61：46．53� 108．0�

812 コンプリートゲーム 牡5鹿 57 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 524－ 21：46．6クビ 165．2�
710 サフランスター 牡3黒鹿54 菱田 裕二海原 聖一氏 松元 茂樹 平取 高橋 啓 498－121：47．87 217．7�
57 マイフリヴァ 牡4黒鹿57 松田 大作金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508＋ 81：48．11� 36．8�
33 	 デルマジャイアン 牡4鹿 57 阿部 龍浅沼 廣幸氏 小野 次郎 千歳 社台ファーム 476－261：49．9大差 290．2�

（北海道）

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，030，900円 複勝： 57，843，500円 枠連： 14，082，700円
馬連： 52，633，000円 馬単： 36，909，300円 ワイド： 28，673，200円
3連複： 73，595，500円 3連単： 144，902，000円 計： 435，670，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（4－8） 580円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 250円 �� 150円 �� 270円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 1，890円

票 数

単勝票数 計 270309 的中 � 124671（1番人気）
複勝票数 計 578435 的中 � 301407（1番人気）� 51404（3番人気）� 117490（2番人気）
枠連票数 計 140827 的中 （4－8） 18760（2番人気）
馬連票数 計 526330 的中 �� 75131（2番人気）
馬単票数 計 369093 的中 �� 37430（3番人気）
ワイド票数 計 286732 的中 �� 25755（2番人気）�� 56991（1番人気）�� 23314（3番人気）
3連複票数 計 735955 的中 ��� 106162（1番人気）
3連単票数 計1449020 的中 ��� 55503（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．2―42．6―54．6―1：06．5―1：18．5―1：30．3

コーナー
通過順位

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

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

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4鹿 母 クッキーキティ 母母 ユキノサクラ 10戦3勝 賞金 30，193，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマジャイアン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月15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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 グランスエルテ号・レオネプチューン号
※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。

23058 8月15日 曇 良 （27札幌1）第5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 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000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
1：48．4
1：45．9

良
良

57 ラヴアンドポップ 牡2鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 462＋ 41：51．2 15．8�

56 マイネルサグラ 牡2栗 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 440± 0 〃 アタマ 5．3�

68 シャクンタラー 牝2栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 522－ 61：51．41� 2．5�
33 クロコスミア 牝2黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 406± 01：51．5クビ 7．0�
69 グローリーミスト 牡2青鹿54 藤岡 康太 �グリーンファーム中竹 和也 安平 ノーザンファーム 480－ 61：51．71	 9．8	
22 ネコダンサー 牡2黒鹿54 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 470± 01：51．91	 7．7

812 ゲ ッ カ コ ウ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 434± 01：52．0� 24．2�
711
 ミトノグラス 牡2鹿 54 五十嵐冬樹竹内 三年氏 田中 淳司 新冠 ハクツ牧場 462－20 〃 クビ 103．2�

（北海道） （北海道）

45 
 トッケンドーナ 牡2鹿 54 岩橋 勇二西森 鶴氏 田中 淳司 日高 賀張三浦牧場 448－ 21：52．21	 183．3
（北海道） （北海道）

44 
 コパノディール 牝2黒鹿54 阿部 龍小林 祥晃氏 角川 秀樹 むかわ 市川牧場 424－161：53．15 108．8�
（北海道） （北海道）

11 
 ラプレシオーサ 牝2黒鹿54 服部 茂史山本 憲明氏 田中 淳司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500－ 41：53．41� 11．9�

（北海道） （北海道）

710
 タービランス 牡2黒鹿54 佐々木国明泉 俊二氏 若松 平 厚真 大川牧場 492－ 41：53．72 81．3�
（北海道） （北海道）

813
 ロンリーウーマン 牝2鹿 54 桑村 真明�新生ファーム 角川 秀樹 新ひだか 千代田牧場 514＋ 21：54．44 145．8�
（北海道） （北海道）

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，477，400円 複勝： 41，399，900円 枠連： 16，284，500円
馬連： 68，942，200円 馬単： 39，945，800円 ワイド： 32，418，100円
3連複： 89，325，800円 3連単： 151，129，100円 計： 474，922，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，580円 複 勝 � 260円 � 160円 � 130円 枠 連（5－5） 2，480円

馬 連 �� 2，870円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 770円 �� 600円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 17，700円

票 数

単勝票数 計 354774 的中 � 18949（7番人気）
複勝票数 計 413999 的中 � 30345（6番人気）� 69496（2番人気）� 99892（1番人気）
枠連票数 計 162845 的中 （5－5） 5077（9番人気）
馬連票数 計 689422 的中 �� 18587（12番人気）
馬単票数 計 399458 的中 �� 4468（26番人気）
ワイド票数 計 324181 的中 �� 9908（12番人気）�� 13225（6番人気）�� 33453（1番人気）
3連複票数 計 893258 的中 ��� 36570（5番人気）
3連単票数 計1511291 的中 ��� 6188（59番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―37．7―50．2―1：02．6―1：15．0―1：27．0―1：38．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラヴアンドポップ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Quiet American デビュー 2015．7．18 中京1着

2013．2．7生 牡2鹿 母 ラヴィングプライド 母母 Yafill 2戦2勝 賞金 23，273，000円
〔発走状況〕 ラプレシオーサ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ラプレシオーサ号は，発走調教再審査。
※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。



23059 8月15日 曇 良 （27札幌1）第5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；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

札幌テレビ放送賞（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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．7
1：27．7

良
良

22 ダンツキャンサー 牝4黒鹿55 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：28．7 5．6�
45 アドマイヤサブリナ 牝5芦 55 丸山 元気近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 432－ 21：28．91� 30．9�
34 	 イ ッ テ ツ 牡3鹿 54 武 豊林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 472－ 6 〃 ハナ 8．9�
69 ミッキーユニバース 牡3鹿 54 C．ルメール 野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 526± 0 〃 アタマ 2．8�
58 マイネルアウラート 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 450－ 8 〃 クビ 11．1�
712 アドマイヤビジン 牝4芦 55 四位 洋文近藤 利一氏 梅田 智之 新ひだか 三石橋本牧場 468－ 61：29．11 28．6	
46 エデンロック 牡5鹿 57 福永 祐一田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 466－ 6 〃 クビ 4．7

11 ダンツミュータント 牡6青鹿57 横山 典弘山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 432－ 21：29．2
 10．3�
711 アルトゥーナ 牝4黒鹿55 三浦 皇成 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 430± 01：29．41 76．7
33 ピッツネイル 牝4芦 55 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか カントリー牧場 508＋ 8 〃 クビ 264．8�
610 バ ン ザ イ 牡6栗 57 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 502－101：29．82
 22．4�
57 ジェットコルサ 牡3青 54 丸田 恭介尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 466＋ 21：30．01 13．2�
814 ア サ ケ ゴ マ 牝5芦 55 水口 優也大橋 堯氏 大橋 勇樹 新ひだか 野坂牧場 484＋ 4 〃 クビ 147．3�
813 ヴァレンティーネ 牝5鹿 55 勝浦 正樹佐々木雄二氏 武藤 善則 新冠 的場牧場 460＋ 21：30．21 231．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，964，300円 複勝： 67，478，200円 枠連： 34，411，300円
馬連： 164，196，400円 馬単： 78，303，000円 ワイド： 69，722，600円
3連複： 226，255，700円 3連単： 360，074，500円 計： 1，049，406，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 240円 � 690円 � 320円 枠 連（2－4） 1，170円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 11，920円

ワ イ ド �� 2，210円 �� 930円 �� 3，220円

3 連 複 ��� 18，330円 3 連 単 ��� 104，840円

票 数

単勝票数 計 489643 的中 � 69058（3番人気）
複勝票数 計 674782 的中 � 82240（3番人気）� 22244（9番人気）� 56676（4番人気）
枠連票数 計 344113 的中 （2－4） 22677（5番人気）
馬連票数 計1641964 的中 �� 17065（29番人気）
馬単票数 計 783030 的中 �� 4923（45番人気）
ワイド票数 計 697226 的中 �� 8026（28番人気）�� 19923（11番人気）�� 5457（34番人気）
3連複票数 計2262557 的中 ��� 9256（65番人気）
3連単票数 計3600745 的中 ��� 2490（334番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―17．7―28．5―40．3―52．4―1：04．5―1：16．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダンツキャンサー �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2013．10．26 京都1着

2011．2．4生 牝4黒鹿 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 15戦3勝 賞金 47，908，000円
〔その他〕 ミッキーユニバース号は，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〕 ミッキーユニバース号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年10月15日まで出走できない。

23060 8月15日 曇 良 （27札幌1）第5日 第12競走 ��
��2，000�

し れ と こ

知 床 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

69 カウニスクッカ 牝4鹿 55 嶋田 純次大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム B460－ 22：01．8 36．5�
11 � サンライズジャパン 牡4鹿 57 池添 謙一松岡 隆雄氏 音無 秀孝 浦河 浦河小林牧場 520± 02：02．01	 3．4�
45 
 ストリートオベロン 牡3黒鹿54 四位 洋文門野 重雄氏 大竹 正博 米 Winches-

ter Farm 458－ 62：02．31� 4．7�
56 ロ ー ハ イ ド 牡4鹿 57 福永 祐一石川 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 492＋ 2 〃 クビ 2．5�
57 スペランツァデーア 牝4黒鹿55 松田 大作吉田 照哉氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 448＋ 62：02．4	 13．9�
710 ドリームチェイサー 牡3栗 54 丸山 元気三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 460－122：02．82 14．2�
22 ベルウッドケルン 牡3栗 54 丹内 祐次鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 468± 0 〃 ハナ 193．4	
33 ステイブレイズ 牝4鹿 55 菱田 裕二 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高野 友和 新冠 中本 隆志 480± 02：03．22	 62．4�
711 ジェイケイネオ 牡5青鹿57 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 480－ 6 〃 クビ 19．4�
812� マンディスキュア 牝4黒鹿55 長岡 禎仁広富牧場 高市 圭二 日高 広富牧場 464－ 4 〃 ハナ 69．9�
68 ヴィンセンツイヤー 牡4栗 57 桑村 真明 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 488－ 22：03．62	 67．0�
（北海道）

813 ウイングジャパン 牡3栗 54 勝浦 正樹池田 實氏 中村 均 新ひだか 増本 良孝 482± 02：03．7	 42．4�
44 ローレルトルネード 牡4栗 57 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 486＋162：03．9� 15．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，368，900円 複勝： 43，527，600円 枠連： 21，132，300円
馬連： 81，467，600円 馬単： 46，514，500円 ワイド： 42，716，500円
3連複： 110，660，300円 3連単： 190，562，100円 計： 569，949，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，650円 複 勝 � 900円 � 180円 � 180円 枠 連（1－6） 4，510円

馬 連 �� 8，460円 馬 単 �� 22，010円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 2，490円 �� 420円

3 連 複 ��� 10，690円 3 連 単 ��� 119，820円

票 数

単勝票数 計 333689 的中 � 7304（8番人気）
複勝票数 計 435276 的中 � 9119（11番人気）� 71516（3番人気）� 72562（2番人気）
枠連票数 計 211323 的中 （1－6） 3624（12番人気）
馬連票数 計 814676 的中 �� 7458（24番人気）
馬単票数 計 465145 的中 �� 1585（58番人気）
ワイド票数 計 427165 的中 �� 4022（29番人気）�� 4172（28番人気）�� 28907（3番人気）
3連複票数 計1106603 的中 ��� 7761（32番人気）
3連単票数 計1905621 的中 ��� 1153（301番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．8―12．0―12．2―12．5―12．3―12．1―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．7―35．5―47．5―59．7―1：12．2―1：24．5―1：36．6―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カウニスクッカ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monarchos デビュー 2013．9．7 阪神6着

2011．3．29生 牝4鹿 母 マネーペニー 母母 My White Corvette 18戦3勝 賞金 28，837，000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。



（27札幌1）第5日 8月15日（土曜日） 曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 160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

180，450，000円
1，060，000円
8，580，000円
1，270，000円
16，180，000円
58，912，500円
4，160，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
308，047，200円
439，422，500円
171，165，800円
652，066，100円
376，347，900円
345，841，600円
896，895，800円
1，418，023，700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 4，607，810，600円

総入場人員 11，334名 （有料入場人員 10，151名）
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