
23037 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4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
1：29．1
1：29．1

良
良

810 ファストアプローチ 牡2栗 54 K．ティータン 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 532－ 41：29．3 3．4�
（香港）

66 ココロストライク 牝2栗 54 四位 洋文�服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 454＋ 41：30．15 8．7�
55 バ リ エ ン テ 牡2黒鹿54 勝浦 正樹畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 434－ 2 〃 クビ 9．8�
22 � ラスエモーショネス 牝2鹿 54 藤岡 康太野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 468± 0 〃 ハナ 6．0�
33 オ モ ウ ツ ボ 牝2鹿 54 柴山 雄一鹽田 久義氏 浅野洋一郎 えりも 能登 浩 466± 01：30．2� 51．2�
11 ティーカラット 牡2黒鹿54 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 日高 戸川牧場 482－ 21：30．3クビ 2．6	
78 ドナカデンツァ 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 初也小川眞査雄氏 小西 一男 新ひだか 下屋敷牧場 436－ 21：30．51	 36．0

79 カシノデジール 牝2鹿 54 二本柳 壮柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 438－ 4 〃 クビ 246．7�
44 ナムラファラー 牡2黒鹿54 丸山 元気奈村 信重氏 谷原 義明 様似 林 時春 452＋ 61：30．81� 48．8�
67 マイウェイアムール 牝2青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 482＋ 21：31．01
 15．1
811 ロードネプチューン 牡2青鹿54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 日高 道見牧場 452＋ 21：33．4大差 86．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，322，900円 複勝： 30，123，000円 枠連： 7，169，200円
馬連： 38，724，200円 馬単： 20，830，100円 ワイド： 24，423，000円
3連複： 53，712，400円 3連単： 77，601，400円 計： 272，906，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 240円 � 290円 枠 連（6－8） 810円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 2，630円

ワ イ ド �� 670円 �� 660円 �� 950円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 14，430円

票 数

単勝票数 計 203229 的中 � 49316（2番人気）
複勝票数 計 301230 的中 � 54439（2番人気）� 30555（4番人気）� 24082（6番人気）
枠連票数 計 71692 的中 （6－8） 6841（4番人気）
馬連票数 計 387242 的中 �� 18478（7番人気）
馬単票数 計 208301 的中 �� 5922（9番人気）
ワイド票数 計 244230 的中 �� 9393（8番人気）�� 9647（7番人気）�� 6413（13番人気）
3連複票数 計 537124 的中 ��� 9634（15番人気）
3連単票数 計 776014 的中 ��� 3898（52番人気）

ハロンタイム 6．8―11．5―11．3―11．7―12．0―12．1―11．5―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．3―29．6―41．3―53．3―1：05．4―1：16．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

ファストアプローチ �
�
父 Dawn Approach �

�
母父 Marju デビュー 2017．6．10 東京4着

2015．2．26生 牡2栗 母 ジョリージョコンド 母母 Jioconda 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードネプチューン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月6日まで平地

競走に出走できない。
※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。

23038 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時20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
57．5
56．9

良
重

44 サンデュランゴ 牝3栗 54
53 ☆城戸 義政 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 472± 0 59．0 2．0�

55 サ ン コ ロ ナ 牝3栗 54
51 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社

ケイズ 402± 0 59．53 7．7�
56 ノヴァルーナ 牝3鹿 54 K．ティータン 林 正道氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 2 59．6� 7．0�
（香港）

67 ノボミリオンヌ 牝3鹿 54 丸山 元気�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 444＋ 4 59．7� 37．5�
710 リンガスネオ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹伊藤 巖氏 中舘 英二 新ひだか 三木田牧場 B486＋12 〃 クビ 4．7�
79 メイショウカリナン 牡3鹿 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 浅見 秀一 新ひだか 谷岡牧場 B488－ 41：00．44 18．7	
68 タイキブリジャール 牡3鹿 56 藤岡 康太
大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 460＋ 41：00．5� 8．6�
33 スズカバランス 牡3鹿 56 柴山 雄一永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 464＋141：00．92� 64．8�
811 エスタシオン �3鹿 56 古川 吉洋山口功一郎氏 栗田 博憲 浦河 ガーベラパー

クスタツド B446－ 61：01．0クビ 57．6
812 メイショウラクエン 牡3黒鹿56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 448－ 41：01．42� 18．8�
22 リボンナイト 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 ハクツ牧場 434－ 41：01．61	 107．0�
11 ハナノバード 牝3鹿 54 竹之下智昭華山 龍一氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 458－20 〃 クビ 356．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，544，700円 複勝： 27，164，800円 枠連： 7，115，800円
馬連： 31，389，700円 馬単： 18，583，500円 ワイド： 22，660，900円
3連複： 45，195，200円 3連単： 64，546，900円 計： 236，201，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 190円 � 210円 枠 連（4－5） 420円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 310円 �� 450円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 2，360円 3 連 単 ��� 8，170円

票 数

単勝票数 計 195447 的中 � 74481（1番人気）
複勝票数 計 271648 的中 � 82489（1番人気）� 31763（3番人気）� 25185（5番人気）
枠連票数 計 71158 的中 （4－5） 13103（2番人気）
馬連票数 計 313897 的中 �� 32814（2番人気）
馬単票数 計 185835 的中 �� 11433（4番人気）
ワイド票数 計 226609 的中 �� 20364（2番人気）�� 12873（4番人気）�� 4162（17番人気）
3連複票数 計 451952 的中 ��� 14314（7番人気）
3連単票数 計 645469 的中 ��� 5724（19番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―34．9―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンデュランゴ �
�
父 バトルプラン �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．10．10 東京12着

2014．5．17生 牝3栗 母 イケイケサンドリン 母母 サンドリーン 15戦1勝 賞金 17，700，000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） 4頭 アーチザスカイ号・コパカバーナ号・ハクサンステラ号・パワーフレーズ号
※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。

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４日



23039 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4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 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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

57 トップゴーイング 牡3黒鹿56 四位 洋文�コオロ 昆 貢 浦河 福岡 光夫 502± 01：46．9 2．0�
45 エイシンブルーム 牝3青鹿54 国分 恭介�栄進堂 松元 茂樹 浦河 高野牧場 448＋ 41：47．11� 54．9�
22 サウンドベティ 牝3鹿 54 勝浦 正樹増田 雄一氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 B430－ 21：47．2クビ 7．7�
69 デンコウジェネシス �3栗 56 丹内 祐次田中 康弘氏 坂口 正則 浦河 アイオイファーム 456－ 8 〃 クビ 25．8�
711 メッサーマイスター 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星�G1レーシング 矢作 芳人 安平 追分ファーム 462± 01：47．3クビ 10．5	
11 タイキビージェイ 牡3栗 56 K．ティータン �大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 518－ 2 〃 クビ 4．1

（香港）

33 サクラセンティーレ 牝3黒鹿54 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 B478－ 61：47．83 69．1�
46 サンレイトピック 牡3青鹿 56

55 ☆井上 敏樹永井 啓弍氏 西橋 豊治 様似 小田 誠一 468＋121：48．12 137．3�
814 メイクミーハッピー 牡3栗 56 蛯名 正義大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 452－ 41：48．2クビ 7．8
34 ブライトインベガス 牡3黒鹿56 柴山 雄一島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 480＋ 81：48．83� 27．7�
712 テイエムセイント 牡3栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 静内坂本牧場 466－121：48．9クビ 300．3�
58 ハンズスミス 牡3鹿 56 池添 謙一永山 勝敏氏 西村 真幸 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B458＋101：49．43 39．3�
813 ジューンスラスト 牡3黒鹿56 荻野 琢真吉川 潤氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 528＋ 21：51．3大差 153．6�
610 ゼットディーン 牡3青鹿56 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新冠 カミイスタット 474－ 6 （競走中止） 194．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，123，300円 複勝： 30，403，100円 枠連： 8，935，700円
馬連： 39，304，900円 馬単： 23，705，900円 ワイド： 27，054，700円
3連複： 56，818，000円 3連単： 86，643，200円 計： 295，988，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 690円 � 210円 枠 連（4－5） 2，940円

馬 連 �� 5，180円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 340円 �� 3，470円

3 連 複 ��� 6，000円 3 連 単 ��� 35，750円

票 数

単勝票数 計 231233 的中 � 92379（1番人気）
複勝票数 計 304031 的中 � 95940（1番人気）� 7224（9番人気）� 33695（4番人気）
枠連票数 計 89357 的中 （4－5） 2350（11番人気）
馬連票数 計 393049 的中 �� 5879（15番人気）
馬単票数 計 237059 的中 �� 2791（23番人気）
ワイド票数 計 270547 的中 �� 3524（18番人気）�� 23615（2番人気）�� 1836（31番人気）
3連複票数 計 568180 的中 ��� 7102（21番人気）
3連単票数 計 866432 的中 ��� 1757（109番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―12．3―12．6―13．0―12．9―12．5―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―30．1―42．7―55．7―1：08．6―1：21．1―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．3
1
3
8－（3，10）12（2，9，13）－5（1，11）7（4，6，14）・（8，10，11）（9，12）（3，7）（2，5）（13，1）－（14，4）6

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

勝馬の
紹 介

トップゴーイング �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．10．23 京都4着

2014．4．24生 牡3黒鹿 母 イタリアンオリーブ 母母 バルドネキア 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔競走中止〕 ゼットディーン号は，競走中に疾病〔両第1指関節脱臼〕を発症し，最後の直線コースで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9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 ガクチカキッズ号・キタノリツメイ号・キーポップス号・ブロードビーチ号・ヘイポーラ号・ミカード号・

モーリーファ号・リアンノン号
（非抽選馬） 1頭 ウインアーカイヴス号
※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。

23040 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （芝・右）

牝，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
1：58．6
1：56．1

良
良

611 エレクトロニカ 牝3鹿 54 K．ティータン �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 406± 02：01．0 2．2�
（香港）

23 リリックドラマ 牝3鹿 54 国分 恭介 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 452＋ 82：01．21� 6．5�

12 モダンハート 牝3黒鹿54 黛 弘人下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 516＋ 22：01．3� 13．4�
713 シンボリブーケ 牝3鹿 54 蛯名 正義シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 478＋ 22：01．51 11．9�
35 ミ ナ ミ 牝3黒鹿54 丸山 元気ユアストーリー 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 470－12 〃 ハナ 40．5	
59 ビートフォーセール 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472＋ 82：01．71 25．4

48 ハギノエスカーダ 牝3鹿 54 藤岡 佑介日隈 良江氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 440＋122：01．91� 42．9�
36 サワヤカフェスタ 牝3栗 54 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 むかわ 新井牧場 400＋ 22：02．0クビ 48．9
714 レッドラフィーネ 牝3芦 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434＋12 〃 クビ 7．5�
815 モ ー ヴ 牝3青鹿54 横山 典弘原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 428－ 22：02．1クビ 32．9�
24 ラ リ ュ ー ル 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史�下河辺牧場 池上 昌和 日高 下河辺牧場 440－ 22：02．2� 38．4�
816 ヴァントネール 牝3栗 54 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河トラストスリーファーム 446－ 22：02．41 57．1�
612 メイショウユーコン 牝3黒鹿54 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 438－ 8 〃 クビ 21．2�
11 フェアリーパウダー 牝3黒鹿54 横山 和生寺田千代乃氏 松永 幹夫 日高 下河辺牧場 478＋222：02．61� 7．4�
47 ハヤブサピクシー 牝3鹿 54

53 ☆城戸 義政武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー
クスタツド 404± 0 〃 クビ 333．7�

510 プリンシアステラ 牝3青鹿54 柴山 雄一山本 律氏 高橋 文雅 新冠 小泉 学 442＋142：03．45 420．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，984，200円 複勝： 34，380，800円 枠連： 11，382，100円
馬連： 39，195，700円 馬単： 20，143，600円 ワイド： 30，146，300円
3連複： 59，736，300円 3連単： 66，786，300円 計： 284，755，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 170円 � 210円 枠 連（2－6） 680円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 410円 �� 550円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 9，650円

票 数

単勝票数 計 229842 的中 � 80868（1番人気）
複勝票数 計 343808 的中 � 85143（1番人気）� 48349（2番人気）� 34849（4番人気）
枠連票数 計 113821 的中 （2－6） 12927（3番人気）
馬連票数 計 391957 的中 �� 36622（2番人気）
馬単票数 計 201436 的中 �� 12066（2番人気）
ワイド票数 計 301463 的中 �� 19989（2番人気）�� 14231（4番人気）�� 5137（15番人気）
3連複票数 計 597363 的中 ��� 14546（6番人気）
3連単票数 計 667863 的中 ��� 5013（9番人気）

ハロンタイム 12．6―10．8―11．5―12．3―12．2―12．7―12．6―12．3―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―34．9―47．2―59．4―1：12．1―1：24．7―1：37．0―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エレクトロニカ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubawi デビュー 2016．11．13 京都4着

2014．2．3生 牝3鹿 母 エレクトラレーン 母母 Imperialistic 7戦1勝 賞金 13，400，000円
〔騎手変更〕 レッドラフィーネ号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬による検査のため池添謙一に変更。
※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） 3頭 エアブライス号・カパルチャルシュ号・スリーサンウェイ号
※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。



23041 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4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

812 ペプチドオーキッド 牡2鹿 54 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 466 ―1：51．1 3．4�
711 トップヴォイス 牡2鹿 54 横山 典弘�コオロ 昆 貢 新冠 細川農場 482 ―1：51．31� 4．8�
22 ネ ル 牡2黒鹿54 勝浦 正樹ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 478 ―1：51．51� 56．3�
813 アドマイヤテンプウ 牝2黒鹿54 国分 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 432 ―1：51．92� 24．9�
45 レッドオールデン 牡2鹿 54 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 472 ―1：52．0クビ 5．2	
11 マーナガルム 牡2鹿 54 古川 吉洋吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 444 ― 〃 アタマ 4．4

69 ザファーストバイオ 牡2栗 54

53 ☆坂井 瑠星バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 456 ―1：52．1� 35．5�
68 ラクロアクリスエス 牡2鹿 54 K．ティータン 辻 高史氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 498 ― 〃 アタマ 49．7�

（香港）

33 ル フ ィ ー ナ 牝2鹿 54 藤岡 佑介小川眞査雄氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 454 ―1：52．52� 27．8
44 タケルデューク 牡2黒鹿54 池添 謙一森 保彦氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 496 ―1：52．81� 9．3�
56 ボールドスパルタン 牡2青 54 丸山 元気増田 陽一氏 大和田 成 新冠 新冠橋本牧場 454 ―1：53．86 60．8�
57 デルマシャンパン 牝2黒鹿54 蛯名 正義浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 454 ―1：54．01� 122．5�
710 ペイシャジャン 牡2鹿 54

53 ☆城戸 義政北所 直人氏 吉田 直弘 様似 清水スタッド 486 ― （競走中止） 208．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，059，900円 複勝： 28，073，700円 枠連： 10，062，000円
馬連： 39，394，900円 馬単： 22，300，800円 ワイド： 26，248，700円
3連複： 52，033，900円 3連単： 71，919，300円 計： 277，093，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 180円 � 790円 枠 連（7－8） 730円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 390円 �� 2，610円 �� 2，590円

3 連 複 ��� 11，840円 3 連 単 ��� 48，100円

票 数

単勝票数 計 270599 的中 � 65875（1番人気）
複勝票数 計 280737 的中 � 60457（1番人気）� 43480（4番人気）� 6355（10番人気）
枠連票数 計 100620 的中 （7－8） 10617（3番人気）
馬連票数 計 393949 的中 �� 36175（1番人気）
馬単票数 計 223008 的中 �� 10785（1番人気）
ワイド票数 計 262487 的中 �� 19570（3番人気）�� 2424（31番人気）�� 2447（30番人気）
3連複票数 計 520339 的中 ��� 3294（42番人気）
3連単票数 計 719193 的中 ��� 1084（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．3―37．2―50．1―1：03．0―1：15．9―1：28．1―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドオーキッド �
�
父 ワークフォース �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2015．3．6生 牡2鹿 母 ペプチドヒノトリ 母母 ホーネットピアス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 アドマイヤテンプウ号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため国分恭介に変更。
〔発走状況〕 デルマシャンパン号・トップヴォイス号は，枠入り不良。

ルフィーナ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔競走中止〕 ペイシャジャン号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため1コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 ルフィーナ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

23042 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4日 第6競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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

33 ティーラウレア 牡3鹿 54 蛯名 正義深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 544＋162：35．7 4．2�
67 セイカエドミザカ 牡4栗 57 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 492＋12 〃 クビ 31．3�
22 スズカロング 牡3鹿 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 472－ 42：35．8� 4．1�
66 ブランニューカップ 牝3青鹿52 K．ティータン 吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 438± 02：36．33 26．1�

（香港）

11 ブラックジェイド 牡3黒鹿54 横山 典弘 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 520＋ 42：36．61� 2．0�

811 サンレイフローラ 牝7鹿 55
54 ☆井上 敏樹永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B458－ 22：36．81� 165．7	

55 スズカガルチ 牡3栗 54
53 ☆城戸 義政永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B508－ 62：36．9� 33．4


810 サイドチェンジ 牡3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 平野牧場 B494－ 62：37．0クビ 10．5�
78 メイショウクオン 牡5鹿 57

54 ▲横山 武史松本 好�氏 角田 晃一 日高 千葉飯田牧場 502－ 82：37．1� 53．4
79 トウカイハッピー 牡4鹿 57 四位 洋文内村 正則氏 野中 賢二 新ひだか 佐藤 陽一 490＋ 4 〃 ハナ 16．6�
44 スリーデーモン 牡7青鹿57 黛 弘人永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 B524－ 62：39．3大差 305．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，341，600円 複勝： 19，245，600円 枠連： 7，559，700円
馬連： 34，846，300円 馬単： 20，805，300円 ワイド： 20，914，400円
3連複： 48，882，300円 3連単： 85，657，700円 計： 256，252，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 420円 � 170円 枠 連（3－6） 3，030円

馬 連 �� 5，420円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 480円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 7，310円 3 連 単 ��� 40，560円

票 数

単勝票数 計 183416 的中 � 34664（3番人気）
複勝票数 計 192456 的中 � 24590（4番人気）� 9646（7番人気）� 35010（2番人気）
枠連票数 計 75597 的中 （3－6） 1933（13番人気）
馬連票数 計 348463 的中 �� 4975（16番人気）
馬単票数 計 208053 的中 �� 1992（23番人気）
ワイド票数 計 209144 的中 �� 3566（18番人気）�� 12009（4番人気）�� 4834（14番人気）
3連複票数 計 488823 的中 ��� 5015（24番人気）
3連単票数 計 856577 的中 ��� 1531（120番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―13．5―13．2―13．2―13．6―13．6―13．5―12．9―12．6―12．3―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�
12．8―24．7―38．2―51．4―1：04．6―1：18．2―1：31．8―1：45．3―1：58．2―2：10．8―2：23．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ティーラウレア �
�
父 サマーバード �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．1．5 中山1着

2014．3．18生 牡3鹿 母 ペリウィンクル 母母 ダジルミージョリエ 6戦2勝 賞金 18，920，000円
〔騎手変更〕 スズカロング号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
※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。



23043 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4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

69 ヴォカツィオーネ 牝3栗 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 432－ 11：45．6 30．6�

11 ダンツチェック 牝4鹿 55 藤岡 佑介山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 506＋ 21：45．81 3．5�
814 ゼロカラノキセキ 牝4鹿 55 K．ティータン 広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 480± 01：46．11� 8．5�

（香港）

57 トミケンチャダル 牝5鹿 55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 服部 牧場 502－ 41：46．31� 27．5�
610� ゴールデンティアラ 牝4栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 4 〃 クビ 99．6�
712 ショーカノン 牝3鹿 52

49 ▲横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム B500＋ 41：46．4クビ 12．7	
45 ワンダーハイーニャ 牝6鹿 55 小林 徹弥山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 470－ 41：46．61	 24．5

813 スノードリーム 牝4芦 55 古川 吉洋三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 ナカノファーム B450－ 81：46．81� 3．3�
58 � ペンタプリズム 牝5青鹿55 蛯名 正義吉川 朋宏氏 堀井 雅広 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 100．5�
33 � アートオブダムール 牝3鹿 52

51 ☆城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 444＋101：46．9� 136．9
46 フィルムフランセ 牝3鹿 52 横山 典弘吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 494＋201：48．7大差 17．0�
34 ミスレジェンド 牝3黒鹿52 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：49．02 7．5�
711 ペイシャオトメ 牝4鹿 55 黛 弘人北所 直人氏 竹内 正洋 浦河 梅田牧場 B478＋ 61：50．9大差 111．1�
22 エヴェリーナ 牝3栗 52

51 ☆井上 敏樹�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 482± 01：51．11� 7．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，748，900円 複勝： 26，737，300円 枠連： 10，948，900円
馬連： 36，835，500円 馬単： 19，094，300円 ワイド： 24，811，300円
3連複： 50，536，900円 3連単： 69，667，400円 計： 257，380，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，060円 複 勝 � 690円 � 170円 � 250円 枠 連（1－6） 5，930円

馬 連 �� 6，620円 馬 単 �� 17，350円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 3，690円 �� 580円

3 連 複 ��� 14，170円 3 連 単 ��� 117，460円

票 数

単勝票数 計 187489 的中 � 4897（10番人気）
複勝票数 計 267373 的中 � 7905（10番人気）� 49445（2番人気）� 27527（3番人気）
枠連票数 計 109489 的中 （1－6） 1430（21番人気）
馬連票数 計 368355 的中 �� 4307（24番人気）
馬単票数 計 190943 的中 �� 825（57番人気）
ワイド票数 計 248113 的中 �� 3101（27番人気）�� 1655（38番人気）�� 11717（4番人気）
3連複票数 計 505369 的中 ��� 2673（51番人気）
3連単票数 計 696674 的中 ��� 430（363番人気）

ハロンタイム 6．9―10．6―11．5―11．9―12．4―13．3―13．1―12．7―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．5―29．0―40．9―53．3―1：06．6―1：19．7―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．0
1
3
2，11－（6，13）（4，14）－10（5，9）12，3－（1，7）－8
2－（11，13，14，12）（6，10）－（5，1）4（3，7，9）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴォカツィオーネ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．9．17 阪神7着

2014．3．30生 牝3栗 母 アントワープ 母母 フランダース 7戦1勝 賞金 8，250，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔騎手変更〕 ダンツチェック号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ペイシャオトメ号・エヴェリーナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月6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。
（非抽選馬） 1頭 ヤマニンルサリー号
※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。

23044 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4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

816 イリスファルコン 牝3鹿 52 蛯名 正義菅原 広隆氏 安田 隆行 浦河 小島牧場 416＋101：08．6 31．7�
48 トウショウジャイロ 牡4黒鹿57 池添 謙一トウショウ産業� 角田 晃一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 504＋ 21：08．91� 2．1�
714 ポルボローネ 牝5栗 55 藤岡 佑介小林都美子氏 作田 誠二 新冠 岩見牧場 432－10 〃 クビ 12．3�
611 ニシノヒナマツリ 牝3栗 52 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 470＋ 21：09．0クビ 15．0�
47 ア オ ア ラ シ 牝3黒鹿 52

51 ☆坂井 瑠星松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 444± 01：09．32 20．2�
35 ゲンパチケンシン 牡3芦 54

53 ☆木幡 初也平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 460－10 〃 クビ 10．5	
12 クーペオブジェミニ 牡3栗 54 K．ティータン 要海 伸治氏 寺島 良 浦河 林 孝輝 432－ 2 〃 ハナ 19．4


（香港）

510 シェヴェルニー 牝4黒鹿55 柴山 雄一�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 424－ 21：09．51	 125．2�
11 イヴノオモイデ 牝3鹿 52

49 ▲横山 武史嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 432＋12 〃 クビ 6．3
23 
 キセキノケイフ 牡4鹿 57 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 474＋ 61：09．6クビ 8．1�
713 ビリーヴザワン �6鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 480－ 8 〃 クビ 29．9�
24 
 ツキミチャン 牝6青鹿 55

54 ☆井上 敏樹瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 446＋ 21：09．7� 30．8�
612 アブソリュカフェ 牡6黒鹿57 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 日高 ヤナガワ牧場 B482－101：09．91	 168．3�
59 
 ラブオールミー 牝4鹿 55 小林 徹弥栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 454－ 21：10．53� 446．2�
36 ジャンダラリン 牝3鹿 52 荻野 琢真岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 462－ 41：10．71 52．2�
815 ピ ナ ク ル ズ 牡4黒鹿57 国分 恭介ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 496＋ 21：10．91	 33．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，657，000円 複勝： 31，378，200円 枠連： 14，220，400円
馬連： 45，336，300円 馬単： 23，479，600円 ワイド： 30，444，300円
3連複： 63，188，400円 3連単： 86，305，100円 計： 319，009，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 550円 � 140円 � 280円 枠 連（4－8） 1，530円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 7，720円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 3，080円 �� 520円

3 連 複 ��� 7，160円 3 連 単 ��� 60，510円

票 数

単勝票数 計 246570 的中 � 6214（11番人気）
複勝票数 計 313782 的中 � 11024（9番人気）� 79249（1番人気）� 25702（5番人気）
枠連票数 計 142204 的中 （4－8） 7179（6番人気）
馬連票数 計 453363 的中 �� 12454（9番人気）
馬単票数 計 234796 的中 �� 2279（22番人気）
ワイド票数 計 304443 的中 �� 6387（10番人気）�� 2398（34番人気）�� 16296（4番人気）
3連複票数 計 631884 的中 ��� 6618（22番人気）
3連単票数 計 863051 的中 ��� 1034（189番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―10．9―11．4―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―33．6―45．0―56．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．0
3 1－（2，6）（8，11）5，16（3，7）14（4，9，13，15）－10，12 4 1（2，11）（8，6）（5，16）（3，7，14）（4，13，15）（10，12）9

勝馬の
紹 介

イリスファルコン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2016．9．10 阪神3着

2014．4．1生 牝3鹿 母 ナナヨーティアラ 母母 ナナヨーストーム 9戦2勝 賞金 15，740，000円
〔騎手変更〕 クーペオブジェミニ号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のためK．ティータンに変更。
※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。



23045 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4日 第9競走 ��
��2，600�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 7，500，000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
2：38．7
2：37．3

良
良

812 コスモピクシス 牝4黒鹿55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 420－ 42：40．8 19．8�
56 ラッシュアワー 牡4黒鹿57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 6 〃 クビ 8．8�
68 ピッツィカート �4鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472－ 8 〃 クビ 16．8�
711 エアワイバーン 牡4青鹿57 K．ティータン �ラッキーフィールド角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 540＋ 42：41．01 7．8�

（香港）

45 マイネルクラフト 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B482＋ 42：41．1	 6．2	

710 ヨ シ ヒ コ 牡3黒鹿54 勝浦 正樹菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B482＋122：41．31
 10．5

57 トロピカルストーム �4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438－ 42：41．4	 6．4�

44 マーヴェルズ 牡3鹿 54 国分 恭介 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B452＋142：41．93 72．9�

11 コールストーム 牡3鹿 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490－ 62：42．0クビ 3．6

22 ハイドロフォイル 牡4鹿 57 荻野 琢真 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B494＋ 22：42．1	 5．6�
33 ビクトリーミノル 牡5栗 57 柴山 雄一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 468－ 62：42．2	 107．8�
813 ゼットスマイル 牡5栗 57 古川 吉洋�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 520＋202：42．62� 69．6�

（12頭）
69 � マコトガラハッド �4鹿 57 四位 洋文�ディアマント 島 一歩 様似 出口 繁夫 480± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，290，100円 複勝： 39，771，300円 枠連： 14，124，500円
馬連： 52，428，000円 馬単： 24，432，200円 ワイド： 32，858，700円
3連複： 66，387，900円 3連単： 92，247，200円 計： 346，539，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，980円 複 勝 � 490円 � 310円 � 570円 枠 連（5－8） 2，260円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 12，900円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 2，540円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 27，630円 3 連 単 ��� 214，350円

票 数

単勝票数 差引計 242901（返還計 4025） 的中 � 9803（9番人気）
複勝票数 差引計 397713（返還計 6492） 的中 � 20852（8番人気）� 36098（6番人気）� 17566（9番人気）
枠連票数 差引計 141245（返還計 510） 的中 （5－8） 4832（12番人気）
馬連票数 差引計 524280（返還計 26821） 的中 �� 5979（31番人気）
馬単票数 差引計 244322（返還計 12711） 的中 �� 1420（60番人気）
ワイド票数 差引計 328587（返還計 16884） 的中 �� 4637（28番人気）�� 3310（36番人気）�� 4364（30番人気）
3連複票数 差引計 663879（返還計 55195） 的中 ��� 1802（84番人気）
3連単票数 差引計 922472（返還計 76410） 的中 ��� 312（540番人気）

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

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―36．7―49．2―1：01．8―1：14．8―1：27．8―1：40．5―1：53．2―2：05．1―2：17．0―2：28．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモピクシス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2015．12．26 中山6着

2013．5．23生 牝4黒鹿 母 ベリーリズミック 母母 ブラッシングキャティ 21戦2勝 賞金 27，667，000円
〔騎手変更〕 ハイドロフォイル号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため荻野琢真に変更。
〔競走除外〕 マコトガラハッド号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。

23046 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4日 第10競走 ��
��1，700�

お お く ら や ま

大 倉 山 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

712 スウィフトレイド 牡4栗 57 K．ティータン �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 516＋121：44．5 4．9�
（香港）

814 メイショウエイコウ 牡3鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 440－ 2 〃 クビ 5．3�
57 テイエムジョウネツ 牝5黒鹿55 四位 洋文竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 448－ 81：44．6クビ 58．3�
610 レッツゴースター 牡5栗 57 横山 武史�Basic 大和田 成 新冠 佐藤 信広 B452－ 21：44．7� 192．3�
46 ロックキャンディ 牝5黒鹿55 古川 吉洋�Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 B508＋ 41：44．91� 17．5	
45 	 ディープオーパス 牡4芦 57 城戸 義政深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B490＋ 4 〃 アタマ 8．1

711 トウケイワラウカド 牡4鹿 57 藤岡 佑介木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 492＋ 81：45．1
 6．6�
34 ワイドリーザワン 牡5黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B460＋ 61：45．41
 54．7�
11 アナザーバージョン �6鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B478－ 21：45．72 25．3
33 ショートストーリー 牡4黒鹿57 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 6 〃 アタマ 3．3�
813 マイネルボルソー 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 竹中牧場 B484＋101：46．02 103．1�
58 ブラックジョー �4青鹿57 池添 謙一山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 470－ 41：47．06 12．0�
22 ウェイトアンドシー �6黒鹿57 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 498＋ 41：47．85 18．5�
69 ポムフィリア 牝5鹿 55 柴山 雄一ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 小島牧場 470－ 21：48．01� 224．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，067，800円 複勝： 47，866，600円 枠連： 19，895，100円
馬連： 79，926，800円 馬単： 36，788，400円 ワイド： 45，508，100円
3連複： 106，735，100円 3連単： 144，014，700円 計： 513，802，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 200円 � 1，280円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 1，590円 馬 単 �� 3，060円

ワ イ ド �� 720円 �� 6，650円 �� 4，400円

3 連 複 ��� 37，880円 3 連 単 ��� 146，430円

票 数

単勝票数 計 330678 的中 � 53363（2番人気）
複勝票数 計 478666 的中 � 61466（4番人気）� 72659（2番人気）� 7444（11番人気）
枠連票数 計 198951 的中 （7－8） 23253（2番人気）
馬連票数 計 799268 的中 �� 38738（6番人気）
馬単票数 計 367884 的中 �� 8988（11番人気）
ワイド票数 計 455081 的中 �� 17346（6番人気）�� 1702（47番人気）�� 2585（42番人気）
3連複票数 計1067351 的中 ��� 2113（99番人気）
3連単票数 計1440147 的中 ��� 713（440番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．8―41．9―54．2―1：06．9―1：19．2―1：31．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．6
1
3
2（3，5）－（1，6，12）13（8，10，9）11，14－4－7・（5，1）（2，12，13）（8，10，14）（11，3，6）9－7，4

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

勝馬の
紹 介

スウィフトレイド �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2015．10．17 東京4着

2013．3．12生 牡4栗 母 スウィフトテンパー 母母 Glasgow’s Gold 9戦4勝 賞金 44，034，000円
〔騎手変更〕 ディープオーパス号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため城戸義政に変更。
〔制裁〕 レッツゴースター号の騎手横山武史は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エンクエントロス号
※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。



23047 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4日 第11競走 ��
��1，200�U H B 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，28．8．6以降29．7．30まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

北海道文化放送賞（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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

22 � イ ッ テ ツ 牡5鹿 54 藤岡 佑介林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-
stown Stud 484－ 61：07．7 5．2�

33 � ヒルノデイバロー 牡6黒鹿55 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B520－ 2 〃 クビ 6．6�
67 タマモブリリアン 牝4黒鹿51 古川 吉洋タマモ� 南井 克巳 新ひだか 曾我 博 466－ 81：07．91	 4．6�
11 キッズライトオン 牡5栗 49 井上 敏樹瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－ 21：08．11
 81．1�
66 アドマイヤゴッド 牡5鹿 54 K．ティータン 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B496± 01：08．2クビ 8．4	

（香港）

810 ナインテイルズ 牡6栗 52 蛯名 正義岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 476－ 21：08．3	 16．7

55 エ ポ ワ ス �9鹿 56 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476－ 81：08．4	 4．3�
79 アルマワイオリ 牡5黒鹿55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 482± 01：08．61
 6．4�
44 ラズールリッキー 牝4黒鹿51 四位 洋文岡田 牧雄氏 武井 亮 新ひだか 岡田牧場 454＋ 21：08．7� 15．2
811 センセーション 牝6鹿 48 坂井 瑠星田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 B482－ 8 〃 ハナ 28．9�
78 ホッコーサラスター 牝6鹿 51 小崎 綾也北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472± 01：08．91
 54．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 56，883，700円 複勝： 82，898，800円 枠連： 37，413，100円
馬連： 198，439，200円 馬単： 84，195，100円 ワイド： 88，047，000円
3連複： 274，364，200円 3連単： 459，507，000円 計： 1，281，748，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 240円 � 170円 枠 連（2－3） 1，500円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 3，300円

ワ イ ド �� 660円 �� 490円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，990円 3 連 単 ��� 16，730円

票 数

単勝票数 計 568837 的中 � 86035（3番人気）
複勝票数 計 828988 的中 � 113636（3番人気）� 81502（5番人気）� 144082（2番人気）
枠連票数 計 374131 的中 （2－3） 19215（7番人気）
馬連票数 計1984392 的中 �� 90849（6番人気）
馬単票数 計 841951 的中 �� 19123（12番人気）
ワイド票数 計 880470 的中 �� 33696（8番人気）�� 47111（3番人気）�� 32048（11番人気）
3連複票数 計2743642 的中 ��� 68701（10番人気）
3連単票数 計4595070 的中 ��� 19912（58番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．0―11．2―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．5―33．5―44．7―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．2―3F34．2
3 11，2（3，5，8）（7，10）（1，4，6）9 4 ・（11，2，3）（7，5，8）（1，10）（6，9）4

勝馬の
紹 介

�イ ッ テ ツ �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Machiavellian デビュー 2014．8．24 札幌3着

2012．3．2生 牡5鹿 母 Temple Street 母母 Echoes 23戦6勝 賞金 104，597，000円
〔騎手変更〕 ナインテイルズ号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため蛯名正義に変更。
※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。

23048 8月6日 晴 良 （29札幌1）第4日 第12競走 ��
��1，800�

も い わ や ま

藻 岩 山 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．8．6以降29．7．30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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

33 ナイトオブナイツ 牡4栗 56 池添 謙一市川義美ホール
ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 452＋ 61：47．2 2．2�

22 シ ャ ラ ラ 牝4鹿 52 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 488＋ 41：47．62� 11．2�
11 クラウンディバイダ 牡4黒鹿56 藤岡 佑介�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 468－101：47．7� 6．2�
55 � レッドベリンダ 牝5鹿 52 木幡 初也 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B460－101：47．91	 45．2�
812 ウインクルサルーテ 牝4鹿 54 四位 洋文�有能 高橋 亮 浦河 丸幸小林牧場 426＋ 2 〃 クビ 18．9�
710 トレクァルティスタ 
6黒鹿56 柴山 雄一 	サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 476－ 61：48．11	 6．4

67 オウケンブラック 牡6鹿 56 K．ティータン 福井 明氏 田中 剛 洞�湖 レイクヴィラファーム 486＋ 4 〃 クビ 7．5�

（香港）

79 シングンジョーカー 牡6黒鹿55 蛯名 正義伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 472－10 〃 アタマ 21．5�
811 マイネルユニブラン 牡3黒鹿52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 516± 01：48．2クビ 38．1
44 ブリガアルタ 牝4鹿 54 勝浦 正樹 	サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 448± 01：48．3� 8．6�
56 ウインティアラ 牝5鹿 51 井上 敏樹�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 444＋181：48．51� 86．4�

（11頭）
68 ブレイクマイハート 牝4鹿 52 蛯名 正義嶋田 賢氏 国枝 栄 日高 シンコーファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 57，368，800円 複勝： 75，334，300円 枠連： 24，795，600円
馬連： 115，995，700円 馬単： 53，551，000円 ワイド： 67，274，100円
3連複： 164，460，400円 3連単： 239，505，500円 計： 798，285，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 260円 � 200円 枠 連（2－3） 1，380円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 450円 �� 380円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 9，480円

票 数

単勝票数 差引計 573688（返還計 428） 的中 � 201582（1番人気）
複勝票数 差引計 753343（返還計 572） 的中 � 180377（1番人気）� 60960（6番人気）� 90364（5番人気）
枠連票数 差引計 247956（返還計 38） 的中 （2－3） 13830（5番人気）
馬連票数 差引計1159957（返還計 3925） 的中 �� 78945（5番人気）
馬単票数 差引計 535510（返還計 1528） 的中 �� 23657（5番人気）
ワイド票数 差引計 672741（返還計 1843） 的中 �� 38694（5番人気）�� 48420（2番人気）�� 15309（14番人気）
3連複票数 差引計1644604（返還計 9499） 的中 ��� 53794（6番人気）
3連単票数 差引計2395055（返還計 15069） 的中 ��� 18305（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．7―12．3―12．2―12．4―11．7―11．5―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．2―36．5―48．7―1：01．1―1：12．8―1：24．3―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．1―3F34．4
1
3
1－2，5，6（3，9）7（4，11）10－12・（1，2）（5，6）3－（4，9）7（11，10）－12

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

勝馬の
紹 介

ナイトオブナイツ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．9．26 阪神4着

2013．4．16生 牡4栗 母 シャイニングアレキ 母母 シャイニンレーサー 18戦4勝 賞金 62，935，000円
〔出走取消〕 ブレイクマイハート号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔騎手変更〕 シングンジョーカー号の騎手藤岡康太は，第3競走での落馬負傷のため蛯名正義に変更。
※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。

１レース目
４レース目



（29札幌1）第4日 8月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 155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
厩務員出走奨励金

209，600，000円
2，530，000円
13，010，000円
1，200，000円
23，120，000円
63，008，000円
4，030，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
346，392，900円
473，377，500円
173，622，100円
751，817，200円
367，909，800円
440，391，500円
1，042，051，000円
1，544，401，700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 5，139，963，700円

総入場人員 15，026名 （有料入場人員 13，009名）
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