
24013 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第1競走 ��
��1，500�サラブレッド系2歳

発走10時10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

22 � ラスエモーショネス 牝2鹿 54 C．ルメール 野嶋 祥二氏 高橋 義忠 愛 M. Phelan 472＋ 41：31．3 4．8�
33 キ ル ロ ー ド 牡2鹿 54 J．モレイラエンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 490＋ 61：31．4� 1．8�

（香港）

66 スズカワークシップ 牡2鹿 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 462＋121：32．25 8．2�
55 ハ イ チ ー ズ 牡2鹿 54 丸山 元気 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 470－ 41：32．3	 13．7�
89 スタートレイン 牡2青鹿54 吉田 隼人山口 裕介氏 田村 康仁 日高 門別 敏朗 422－ 61：32．61� 132．2�
11 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± 01：32．81
 5．7

44 カ タ ナ 牡2鹿 54 松田 大作�KTレーシング 上原 博之 新冠 松浦牧場 486＋ 6 〃 ハナ 29．1�
77 キモンプリンス 牡2芦 54 丹内 祐次小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 462＋ 21：33．11� 81．3�
88 タケルデューク 牡2黒鹿54 菱田 裕二森 保彦氏 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 B494－ 21：33．2� 77．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，890，900円 複勝： 60，004，400円 枠連： 8，485，100円
馬連： 37，105，100円 馬単： 27，930，300円 ワイド： 25，069，900円
3連複： 48，724，700円 3連単： 111，074，300円 計： 345，284，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 130円 � 110円 � 140円 枠 連（2－3） 290円

馬 連 �� 330円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 140円 �� 350円 �� 210円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 3，430円

票 数

単勝票数 計 268909 的中 � 46454（2番人気）
複勝票数 計 600044 的中 � 52740（3番人気）� 394226（1番人気）� 43031（4番人気）
枠連票数 計 84851 的中 （2－3） 22302（1番人気）
馬連票数 計 371051 的中 �� 85943（1番人気）
馬単票数 計 279303 的中 �� 20345（4番人気）
ワイド票数 計 250699 的中 �� 55596（1番人気）�� 14037（6番人気）�� 28431（3番人気）
3連複票数 計 487247 的中 ��� 60714（2番人気）
3連単票数 計1110743 的中 ��� 23417（10番人気）

ハロンタイム 6．8―11．7―12．3―12．2―12．4―12．4―11．5―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．5―30．8―43．0―55．4―1：07．8―1：19．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

�ラスエモーショネス �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Kris S. デビュー 2017．6．25 函館4着

2015．3．20生 牝2鹿 母 Dahlia’s Krissy 母母 Dahlia’s Image 4戦1勝 賞金 8，150，000円
〔制裁〕 ココロストライク号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

24014 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第2競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走10時40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� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

67 サトノヴィクトリー 牡3鹿 56 J．モレイラ里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B454＋ 42：36．5 5．7�
（香港）

44 ジャイアンヴォーグ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 516＋14 〃 クビ 8．4�
79 ヒミノブリランテ 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 476＋ 22：37．56 7．1�

33 ジャカンドジョー 牡3鹿 56 黛 弘人井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 456＋ 2 〃 ハナ 16．7�
55 リセンティート 牡3鹿 56 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 498－142：38．03 64．2�
11 アーダルベルト 牡3鹿 56 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 大道牧場 B426＋ 22：38．1クビ 23．9�
812 ウインアーカイヴス 牡3栗 56 中井 裕二	ウイン 畠山 吉宏 新ひだか 岡田 猛 488＋ 82：38．2� 290．9

68 ワンナイトインパリ 牡3鹿 56 C．ルメール 青芝商事	 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B500＋ 4 〃 クビ 1．6�
811 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 476＋ 82：39．05 134．3�
56 ドリームオブユー 牡3青鹿56 蛯名 正義吉野 弘司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B466＋ 62：39．53 26．6
710 アドマイヤトリプル 牡3鹿 56 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 518＋ 82：41．110 217．8�
22 チ ル ア ウ ト 牝3青鹿54 池添 謙一金子真人ホール

ディングス	 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 B486－16 （競走中止） 19．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，168，800円 複勝： 100，714，300円 枠連： 10，240，600円
馬連： 37，946，000円 馬単： 25，777，300円 ワイド： 27，157，800円
3連複： 53，956，300円 3連単： 96，246，800円 計： 375，207，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 550円 � 550円 � 820円 枠 連（4－6） 480円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 660円 �� 730円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 5，240円 3 連 単 ��� 29，900円

票 数

単勝票数 計 231688 的中 � 32226（2番人気）
複勝票数 計1007143 的中 � 49635（2番人気）� 48890（3番人気）� 31398（4番人気）
枠連票数 計 102406 的中 （4－6） 16339（2番人気）
馬連票数 計 379460 的中 �� 11879（9番人気）
馬単票数 計 257773 的中 �� 3961（16番人気）
ワイド票数 計 271578 的中 �� 10687（8番人気）�� 9683（9番人気）�� 6563（11番人気）
3連複票数 計 539563 的中 ��� 7717（19番人気）
3連単票数 計 962468 的中 ��� 2333（90番人気）

ハロンタイム 13．6―13．1―13．5―13．7―13．0―13．5―13．5―12．6―12．4―12．4―12．4―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�
13．6―26．7―40．2―53．9―1：06．9―1：20．4―1：33．9―1：46．5―1：58．9―2：11．3―2：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F50．0―3F37．6
1
�

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノヴィクトリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rossini デビュー 2016．11．12 東京7着

2014．2．21生 牡3鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 5戦1勝 賞金 5，750，000円
〔競走中止〕 チルアウト号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため2周目4コーナー手前で競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ブラックシンデレラ号・ベストダンス号
※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。

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２回 札幌競馬 第２日



24015 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時10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
1：40．9
1：40．9

重
重

813 メイショウソリッド 牡3黒鹿56 J．モレイラ松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 村下 明博 506＋ 41：45．3 2．6�
（香港）

11 シンゼンムサシ 牡3黒鹿56 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 442－ 21：46．57 2．7�
46 ベルメーリャ 牝3鹿 54 菱田 裕二吉田 安惠氏 森田 直行 安平 追分ファーム 540＋141：46．92� 64．8�
69 モーリーファ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 460± 01：47．22 97．8�
45 ヒ ス イ 牝3鹿 54 岩部 純二�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル B484± 01：47．3� 48．9�
34 トモノセンス 牡3鹿 56 国分 恭介共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 佐竹 学 500＋ 41：47．4クビ 47．8	
814 ル ー フ ァ ス 牡3栗 56 黛 弘人
G1レーシング 田中 剛 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 21：47．5� 132．1�
711 メイショウタンヅツ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 464＋ 41：47．71� 136．2�
712 メイショウオオヨド 牡3芦 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 436＋ 41：47．8クビ 11．3
22 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 470＋ 81：48．75 10．4�
57 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 464＋ 81：48．8� 8．6�
58 クールモンスター 牡3鹿 56 太宰 啓介山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 506＋101：48．9� 26．6�
610 ギャラクシーキング 牡3芦 56

53 ▲横山 武史田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 B464＋ 41：49．0� 11．5�
33 トーアアステリオス 牡3栗 56 桑村 真明高山ランド
 作田 誠二 豊浦トーア牧場 482＋ 21：50．610 150．3�

（北海道）

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，622，400円 複勝： 31，162，900円 枠連： 10，772，700円
馬連： 39，715，000円 馬単： 22，211，900円 ワイド： 29，000，600円
3連複： 55，166，700円 3連単： 75，406，000円 計： 286，058，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 130円 � 740円 枠 連（1－8） 290円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，020円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 5，780円 3 連 単 ��� 18，760円

票 数

単勝票数 計 226224 的中 � 67970（1番人気）
複勝票数 計 311629 的中 � 82551（1番人気）� 77323（2番人気）� 5884（9番人気）
枠連票数 計 107727 的中 （1－8） 28260（1番人気）
馬連票数 計 397150 的中 �� 88461（1番人気）
馬単票数 計 222119 的中 �� 21351（2番人気）
ワイド票数 計 290006 的中 �� 51556（1番人気）�� 3082（20番人気）�� 2892（21番人気）
3連複票数 計 551667 的中 ��� 7158（19番人気）
3連単票数 計 754060 的中 ��� 2914（55番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―12．4―12．5―12．2―12．1―12．8―12．1―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．5―43．0―55．2―1：07．3―1：20．1―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F38．0
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

メイショウソリッド �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．1．28 中京4着

2014．3．22生 牡3黒鹿 母 ハギノエアロ 母母 サベージレディ 8戦1勝 賞金 9，250，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トーアアステリオス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月20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） 3頭 ディアヴイーバル号・フォーエバースカイ号・ホウオウステップ号
（非抽選馬） 1頭 メイショウラクエン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

24016 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：07．5
1：06．5

良
良

12 パッションチカ 牝3鹿 54 国分 恭介冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 434＋ 61：10．0 79．8�
48 デンコウアリオン 牡3鹿 56 池添 謙一田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 478＋ 4 〃 ハナ 18．0�
815 パールズベスト 牝3青鹿54 福永 祐一谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 454－ 61：10．1� 9．5�
47 ミ ラ ド ー ル 牝3青 54 丹内 祐次水上 行雄氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B442＋ 21：10．31� 101．0�
612 ダーリンガール 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 462＋ 4 〃 クビ 16．8�
611 ミッキースプリング 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史野田みづき氏 萩原 清 浦河 三嶋牧場 488± 01：10．4	 26．5	
714 ミ ナ ミ カ ゼ 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星�辻牧場 青木 孝文 浦河 辻 牧場 450± 01：10．6� 409．2

713 プレシャスクイン 牝3栗 54 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 472－ 4 〃 アタマ 18．1�
59 ソルオリーヴァ 牡3栗 56 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか マークリ牧場 478＋ 4 〃 ハナ 3．6
24 マナツノヨノユメ 牝3鹿 54 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 468＋241：10．7	 37．3�
11 ハイレートクライム 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 470± 01：10．8� 4．9�
816 ピティヴィエ 
3栗 56 丸山 元気伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 450－ 21：10．9クビ 142．4�
35 アシュランス 牝3栗 54 J．モレイラ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 424＋ 4 〃 アタマ 2．9�
（香港）

36 サンエリザベス 牝3鹿 54 古川 吉洋 �加藤ステーブル 竹内 正洋 日高 有限会社
ケイズ 444－ 41：11．0	 98．4�

23 フランツジョセフ 牝3栗 54 菱田 裕二手嶋 康雄氏 森田 直行 新ひだか 佐竹 学 434＋ 41：11．21	 41．5�
510 フォレストクイーン 牝3栗 54 吉田 隼人星野 壽市氏 相沢 郁 日高 前野牧場 436＋ 61：12．05 40．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 34，017，300円 複勝： 47，995，300円 枠連： 10，853，700円
馬連： 54，388，800円 馬単： 28，513，700円 ワイド： 41，719，000円
3連複： 78，196，900円 3連単： 105，761，300円 計： 401，446，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，980円 複 勝 � 1，260円 � 380円 � 340円 枠 連（1－4） 2，600円

馬 連 �� 31，860円 馬 単 �� 58，910円

ワ イ ド �� 6，620円 �� 7，410円 �� 2，010円

3 連 複 ��� 120，170円 3 連 単 ��� 923，810円

票 数

単勝票数 計 340173 的中 � 3408（12番人気）
複勝票数 計 479953 的中 � 8937（12番人気）� 34692（5番人気）� 40350（4番人気）
枠連票数 計 108537 的中 （1－4） 3225（12番人気）
馬連票数 計 543888 的中 �� 1323（57番人気）
馬単票数 計 285137 的中 �� 363（113番人気）
ワイド票数 計 417190 的中 �� 1613（55番人気）�� 1439（61番人気）�� 5443（18番人気）
3連複票数 計 781969 的中 ��� 488（221番人気）
3連単票数 計1057613 的中 ��� 83（1394番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．4―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．4―46．2―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．6
3 12，10，8，9（2，15）（11，14）（1，7）（3，13）（4，5，16）6 4 12，10，8（2，9）15（11，14）（1，7）（3，5，13）－16（4，6）

勝馬の
紹 介

パッションチカ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2016．8．14 新潟10着

2014．4．10生 牝3鹿 母 コ ル チ カ 母母 Ivrea 8戦1勝 賞金 6，250，000円
〔発走状況〕 ハイレートクライム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕ミッキースプリング号の騎手横山武史は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金100，000円。（被害馬：6番・3番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サンマルペンダント号・デルマオフクロサン号・ピエナトビーズ号
（非抽選馬） 1頭 ステレオグラム号
※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。



24017 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30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

89 ル ー カ ス 牡2鹿 54 J．モレイラ �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 488 ―1：50．6 2．7�
（香港）

44 リシュブール 牡2鹿 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 458 ―1：50．81� 2．6�
22 マイスターシャーレ 牡2鹿 54 C．ルメール�山紫水明 松田 国英 日高 下河辺牧場 474 ―1：50．9クビ 5．1�
33 マイハートビート 牡2鹿 54 池添 謙一三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 450 ―1：51．43 42．7�
66 ゴーフォザサミット 牡2黒鹿54 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 504 ―1：51．61� 18．4	
77 ブロンズケイ 牡2黒鹿 54

51 ▲横山 武史畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 496 ―1：51．81 77．5

11 ア ル ド ー レ 牡2栗 54 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 464 ―1：53．07 8．5�
55 エムティトランプ 牡2栗 54 丸山 元気�門別牧場 清水 英克 新冠 対馬 正 500 ―1：53．1� 168．5�
88 イ ル ル ー メ 牡2黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星西森 鶴氏 高市 圭二 浦河 田中スタッド 482 ―1：53．41� 24．1
（9頭）

売 得 金
単勝： 48，850，900円 複勝： 44，767，800円 枠連： 7，747，500円
馬連： 48，814，300円 馬単： 33，996，800円 ワイド： 27，436，400円
3連複： 56，871，900円 3連単： 124，770，400円 計： 393，256，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（4－8） 260円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 140円 �� 220円 �� 200円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，360円

票 数

単勝票数 計 488509 的中 � 149018（2番人気）
複勝票数 計 447678 的中 � 144244（1番人気）� 142863（2番人気）� 51909（3番人気）
枠連票数 計 77475 的中 （4－8） 22802（1番人気）
馬連票数 計 488143 的中 �� 133409（1番人気）
馬単票数 計 339968 的中 �� 44865（1番人気）
ワイド票数 計 274364 的中 �� 57448（1番人気）�� 27906（3番人気）�� 31841（2番人気）
3連複票数 計 568719 的中 ��� 127254（1番人気）
3連単票数 計1247704 的中 ��� 66297（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．7―38．3―50．7―1：03．0―1：15．6―1：27．5―1：38．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル ー カ ス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 カ ー ネ ギ ー 初出走

2015．3．20生 牡2鹿 母 メジロフランシス 母母 メジロモントレー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

24018 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時00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
57．5
56．9

良
重

56 サ ル タ ー ト 牝3栗 52 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 448－ 2 59．1 9．2�
811 シゲルヒョウ 牡3鹿 54 桑村 真明森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B480＋ 8 〃 アタマ 7．2�

（北海道）

44 � ラ フ ァ ー ガ 牝5青鹿55 黛 弘人岡田 壮史氏 本間 忍 浦河 王蔵牧場 488－ 6 59．52� 18．2�
55 � グレートブレス 牡5栗 57

56 ☆城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 514－ 2 〃 クビ 7．8�

79 テンプルツリー 牝4鹿 55 勝浦 正樹山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 454＋ 6 59．71 3．9	
68 メランコリア 牝5栗 55 岩部 純二�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 484＋ 2 〃 アタマ 3．8

22 � レーヴドミカ 牝4栗 55 藤岡 佑介尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 468＋ 4 59．91� 14．4�
11 ジ ー ニ ア イ 牡6青 57 吉田 隼人井上 一郎氏 武藤 善則 浦河 三嶋牧場 482－ 6 〃 クビ 14．5�
67 ハシルキセキ 牡3鹿 54

53 ☆井上 敏樹�ミルファーム 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 470± 01：00．22 9．4
710 シゲルサケガシラ 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ
ファーム 462＋241：00．3クビ 25．4�

33 スマートダフネ 牝3栗 52
51 ☆坂井 瑠星大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 452＋ 61：00．51 63．6�

812 ユキノマルガリータ 牝7鹿 55 丹内 祐次井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 478＋ 61：00．82 111．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，016，600円 複勝： 26，322，500円 枠連： 8，519，000円
馬連： 38，837，300円 馬単： 20，575，600円 ワイド： 24，941，900円
3連複： 51，263，400円 3連単： 68，867，500円 計： 259，343，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 430円 � 270円 � 340円 枠 連（5－8） 1，930円

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 9，770円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 2，800円 �� 2，080円

3 連 複 ��� 27，260円 3 連 単 ��� 148，590円

票 数

単勝票数 計 200166 的中 � 17342（5番人気）
複勝票数 計 263225 的中 � 14938（9番人気）� 27801（4番人気）� 20086（5番人気）
枠連票数 計 85190 的中 （5－8） 3408（6番人気）
馬連票数 計 388373 的中 �� 5282（26番人気）
馬単票数 計 205756 的中 �� 1579（46番人気）
ワイド票数 計 249419 的中 �� 3470（25番人気）�� 2278（40番人気）�� 3094（29番人気）
3連複票数 計 512634 的中 ��� 1410（98番人気）
3連単票数 計 688675 的中 ��� 336（532番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―35．2―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ル タ ー ト �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2016．9．4 新潟1着

2014．2．11生 牝3栗 母 アイルビーバウンド 母母 バウンドトゥダンス 7戦2勝 賞金 14，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 タイセイラビッシュ号
※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。



24019 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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
1：40．9
1：40．9

重
重

610 フォギーナイト 牡3芦 54 J．モレイラ金子真人ホール
ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 484＋ 21：44．5 1．8�

（香港）

711 クレマンダルザス �4鹿 57 蛯名 正義吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466＋121：45．24 8．1�
34 ダノンロッソ 牡3青鹿54 C．ルメール�ダノックス 松田 国英 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 アタマ 5．5�
33 アドマイヤカロ 牡6栗 57 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 548＋201：46．05 21．2�
712 ミュゼリバイアサン 牡4鹿 57

56 ☆木幡 初也菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B508＋ 61：46．31� 87．1�
22 クリノゼノビア 牝3黒鹿52 菱田 裕二栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 414＋ 21：46．61� 256．2	
45 キンイロジャッカル 牡3栗 54 福永 祐一石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 500－20 〃 クビ 18．6

58 テ ィ ー コ ア 牡3栗 54 藤岡 佑介深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B506＋161：46．91� 15．0�
46 メイショウカマクラ 牡4青鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 530＋ 2 〃 クビ 26．8�
814 シルヴァーメテオ 牡3芦 54

53 ☆坂井 瑠星ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 470－ 21：47．21� 49．7
57 	 インスタイル �6鹿 57

54 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 494－ 21：47．3� 106．3�
69 	 アルピニスト 牡6鹿 57 黛 弘人吉澤 克己氏 藤原 辰雄 安平 ノーザンファーム 478＋ 41：47．51� 162．0�
813 ダンツブレーブ 牡3芦 54

53 ☆城戸 義政山元 哲二氏 山内 研二 日高 長田ファーム 450± 01：47．6� 53．2�
11 マイティーゴールド 牡4栗 57 吉田 隼人 �キャロットファーム 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 566＋261：48．34 7．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，445，600円 複勝： 62，224，300円 枠連： 11，988，200円
馬連： 51，458，300円 馬単： 30，863，900円 ワイド： 32，139，700円
3連複： 65，894，300円 3連単： 106，584，200円 計： 394，598，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連（6－7） 550円

馬 連 �� 610円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 310円 �� 210円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，050円

票 数

単勝票数 計 334456 的中 � 144870（1番人気）
複勝票数 計 622243 的中 � 338730（1番人気）� 48966（3番人気）� 68015（2番人気）
枠連票数 計 119882 的中 （6－7） 16855（2番人気）
馬連票数 計 514583 的中 �� 64493（2番人気）
馬単票数 計 308639 的中 �� 28231（2番人気）
ワイド票数 計 321397 的中 �� 26303（2番人気）�� 44464（1番人気）�� 12924（5番人気）
3連複票数 計 658943 的中 ��� 48222（1番人気）
3連単票数 計1065842 的中 ��� 25308（2番人気）

ハロンタイム 6．7―10．9―12．3―12．8―12．6―12．1―12．2―12．0―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．6―29．9―42．7―55．3―1：07．4―1：19．6―1：31．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．1
1
3
・（3，12）－（5，8）11，10（6，13）（4，14）7－（2，1）9・（3，11）（12，8）（10，4）5（6，14）（2，9，13，1）7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォギーナイト �
�
父 Tapit �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2016．11．12 東京1着

2014．5．15生 牡3芦 母 シャンパンドーロ 母母 Champagne Glow 3戦2勝 賞金 17，200，000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。
（非当選馬） 1頭 エレクトリイオネ号
（非抽選馬） 1頭 レッドゼルク号
※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。

24020 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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

45 メイズオブオナー 牝3鹿 52 吉田 隼人 �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 462＋142：02．1 33．3�
57 ヨシノザクラ 牝4芦 55 C．ルメール 前田 晋二氏 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 2 〃 クビ 4．7�
34 スターファセット 牝5鹿 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 464－ 22：02．2� 14．5�
813 レッドジェノヴァ 牝3青鹿52 福永 祐一 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 492－ 8 〃 アタマ 11．3�
33 アドヴェントス 牝4黒鹿55 J．モレイラ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 460＋ 22：02．41 2．1	

（香港）

22 � ダブルフラワー 牝5栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 494＋ 82：02．61 24．3

58 ピスカデーラ 牝3鹿 52 菱田 裕二名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 460± 0 〃 ハナ 24．7�
610 ヌーヴェルダンス 牝4鹿 55 丸山 元気 �シルクレーシング 木村 哲也 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－16 〃 クビ 112．1�
711 ゴッドカリビアン 牝4鹿 55

52 ▲横山 武史中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B452± 02：02．81� 15．2
11 デルマオギン 牝4鹿 55 池添 謙一浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 472－ 62：02．9クビ 5．1�
814 ミッキーディナシー 牝4黒鹿55 藤岡 康太野田みづき氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 424＋122：03．32� 63．3�
69 コアレスフェーブル 牝5鹿 55 松田 大作小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 444＋122：04．36 271．6�
46 コマノレジーナ 牝3黒鹿52 四位 洋文長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 428－ 22：04．4クビ 77．6�
712� バークレアヴィガ 牝4鹿 55 蛯名 正義鈴木 義孝氏 吉田 直弘 日高 賀張三浦牧場 422＋ 62：04．93 367．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，663，600円 複勝： 49，663，100円 枠連： 13，492，200円
馬連： 56，238，800円 馬単： 32，714，800円 ワイド： 39，110，800円
3連複： 82，145，000円 3連単： 125，276，100円 計： 436，304，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，330円 複 勝 � 630円 � 250円 � 360円 枠 連（4－5） 4，150円

馬 連 �� 5，950円 馬 単 �� 16，360円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 3，780円 �� 900円

3 連 複 ��� 17，690円 3 連 単 ��� 122，900円

票 数

単勝票数 計 376636 的中 � 9041（9番人気）
複勝票数 計 496631 的中 � 18347（9番人気）� 59243（3番人気）� 35419（4番人気）
枠連票数 計 134922 的中 （4－5） 2516（14番人気）
馬連票数 計 562388 的中 �� 7322（21番人気）
馬単票数 計 327148 的中 �� 1499（46番人気）
ワイド票数 計 391108 的中 �� 5018（23番人気）�� 2593（36番人気）�� 11664（8番人気）
3連複票数 計 821450 的中 ��� 3482（54番人気）
3連単票数 計1252761 的中 ��� 739（340番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．6―12．4―12．3―12．3―12．2―12．1―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―37．2―49．6―1：01．9―1：14．2―1：26．4―1：38．5―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイズオブオナー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Holy Roman Emperor デビュー 2016．11．13 京都3着

2014．3．18生 牝3鹿 母 キャサリンオブアラゴン 母母 Monevassia 11戦2勝 賞金 22，700，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



24021 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第9競走 ��
��1，500�ク ロ ー バ ー 賞

発走14時35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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：29．1
1：29．1

良
良

44 � ダブルシャープ 牡2鹿 54 石川 倭小林 克己氏 米川 昇 新冠 村上 雅規 470－ 61：30．8 23．4�
（北海道） （北海道）

810 タワーオブロンドン 牡2鹿 54 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522＋ 61：30．9	 1．7�

811
 デルマキセキ 牝2鹿 54 藤岡 康太浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie
Bloodstock 456－ 41：31．53� 7．9�

78 � イ シ マ ツ 牡2鹿 54 桑村 真明�新生ファーム 角川 秀樹 日高 新生ファーム 452－12 〃 クビ 101．2�
（北海道） （北海道）

33 リープフラウミルヒ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 410＋ 4 〃 ハナ 5．7	

22 ヴーディーズピアス 牝2青鹿54 J．モレイラ田島 大史氏 青木 孝文 新冠 オリエント牧場 468＋ 41：31．92� 5．8

（香港）

11 � タケショウパイロ 牡2黒鹿54 佐々木国明�ナイト商事 若松 平 浦河 富菜牧場 474＋ 81：32．0クビ 175．7�
（北海道） （北海道）

79 � シンキングタイム 牝2青鹿54 山本咲希到佐藤 雄司氏 田中 淳司 新冠 浜口牧場 460－ 4 〃 ハナ 225．9�
（北海道） （北海道）

67 � ユニバーサルライト 牡2栗 54 阪野 学�レックス 田中 淳司 日高 豊洋牧場 458－ 61：32．1	 64．6
（北海道） （北海道）

55 � ストロングキック 牡2鹿 54 阿部 龍佐野幸一郎氏 桧森 邦夫 日高 アイズスタッド株式会社 484± 01：32．2	 39．6�
（北海道） （北海道）

66 キョウエイルフィー 牝2黒鹿54 坂井 瑠星田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 470＋ 21：33．26 21．2�
（11頭）

売 得 金
単勝： 45，138，800円 複勝： 64，091，100円 枠連： 13，626，300円
馬連： 57，809，600円 馬単： 38，240，500円 ワイド： 34，781，300円
3連複： 70，306，700円 3連単： 152，882，800円 計： 476，877，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，340円 複 勝 � 250円 � 110円 � 170円 枠 連（4－8） 1，190円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，280円 �� 260円

3 連 複 ��� 2，390円 3 連 単 ��� 22，900円

票 数

単勝票数 計 451388 的中 � 16296（6番人気）
複勝票数 計 640911 的中 � 28833（5番人気）� 366615（1番人気）� 54049（4番人気）
枠連票数 計 136263 的中 （4－8） 8840（5番人気）
馬連票数 計 578096 的中 �� 30485（5番人気）
馬単票数 計 382405 的中 �� 5673（17番人気）
ワイド票数 計 347813 的中 �� 16447（6番人気）�� 6128（16番人気）�� 39691（3番人気）
3連複票数 計 703067 的中 ��� 21980（9番人気）
3連単票数 計1528828 的中 ��� 4840（66番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．8―30．8―42．8―54．8―1：06．8―1：18．9

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

勝馬の
紹 介

�ダブルシャープ �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 アグネスタキオン （1戦1勝 賞金 16，252，000円）

2015．3．26生 牡2鹿 母 メジロルーシュバー 母母 レールデユタン

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

24022 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第10競走 ��
��1，000�お お ぞ ら 特 別

発走15時10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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

55 テイエムチェロキー 牡3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 470＋ 2 58．2 2．8�
66 タマモコーラス 牝3黒鹿52 城戸 義政タマモ� 佐藤 正雄 新ひだか 曾我 博 454－ 6 〃 クビ 5．8�
77 トルシュローズ 牝4栗 55 太宰 啓介�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 456± 0 58．83� 5．2�
22 テーオーソルジャー 牡6栗 57 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 4 〃 ハナ 12．7�
33 コマノレジェンド 牝3黒鹿52 吉田 隼人長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 462－ 8 59．22� 5．1	
44 ブリンディス 牡5青鹿57 坂井 瑠星新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム B510－22 59．3� 21．6

88 ラスパジャサーダス 牝5芦 55 勝浦 正樹佐々木雄二氏 中舘 英二 伊達 高橋農場 444－ 6 59．4	 12．3�
11 
 アメリカントップ 牡4鹿 57 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 Barron-

stown Stud B542＋14 59．61 7．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 36，953，000円 複勝： 32，323，300円 枠連： 発売なし
馬連： 73，088，000円 馬単： 36，034，600円 ワイド： 33，210，400円
3連複： 78，163，300円 3連単： 160，644，500円 計： 450，417，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 160円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 270円 �� 310円 �� 350円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 3，040円

票 数

単勝票数 計 369530 的中 � 104697（1番人気）
複勝票数 計 323233 的中 � 76002（1番人気）� 47788（3番人気）� 48071（2番人気）
馬連票数 計 730880 的中 �� 79564（1番人気）
馬単票数 計 360346 的中 �� 23572（1番人気）
ワイド票数 計 332104 的中 �� 32691（1番人気）�� 27122（2番人気）�� 23159（4番人気）
3連複票数 計 781633 的中 ��� 69491（1番人気）
3連単票数 計1606445 的中 ��� 38300（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．6―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．5―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F35．3
3 8（6，7）（3，5）－4（1，2） 4 8（6，7）5（3，2）（1，4）

勝馬の
紹 介

テイエムチェロキー 
�
父 トランセンド 

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．30 小倉4着

2014．5．15生 牡3鹿 母 ヒシエリート 母母 ヒシショウコ 14戦3勝 賞金 39，353，000円
※出走取消馬 ジュエルアラモード号（疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため）

※騎手名の下の
※ダブルシャープ号は，平成29年の農林水産省賞典札幌2歳ステークス（GⅢ）に地方馬として出走できる。

（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



24023 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第11競走
札幌競馬場開設110周年記念 サマー2000シリーズ

��
��2，000�第53回札 幌 記 念（ＧⅡ）

発走15時45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54�4歳以上57�，牝馬2�
減

札幌市長賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 910，000円 260，000円 130，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

11 � サクラアンプルール 牡6栗 57 蛯名 正義�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 476＋ 22：00．4 19．9�
22 ナリタハリケーン 牡8鹿 57 藤岡 康太�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 0 〃 クビ 68．1�
33 ヤマカツエース 牡5栗 57 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 508－ 62：00．61	 2．7�
57 サウンズオブアース 牡6黒鹿57 横山 典弘吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 512 2：00．7	 8．0�
813 エアスピネル 牡4栗 57 C．ルメール �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 480＋ 42：00．8クビ 3．9�
44 ロードヴァンドール 牡4栗 57 太宰 啓介 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B482－16 〃 クビ 15．4	
56 タマモベストプレイ 牡7栗 57 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 476－122：00．9クビ 43．8

45 マウントロブソン 牡4芦 57 J．モレイラ金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 ハナ 4．3�
（香港）

711 アングライフェン 牡5鹿 57 福永 祐一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋ 6 〃 アタマ 23．7�

710 サ ン グ ラ ス 牡6青鹿57 藤岡 佑介玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B506＋ 62：01．21
 253．1
68 ツクバアズマオー 牡6鹿 57 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 480－ 22：01．41� 45．9�
69 ディサイファ 牡8鹿 57 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 500－ 22：01．5	 45．8�
812 マイネルミラノ 牡7栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム B480－102：01．82 30．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 256，460，300円 複勝： 295，191，100円 枠連： 121，994，000円
馬連： 767，046，300円 馬単： 351，261，700円 ワイド： 380，376，800円
3連複： 1，219，220，400円 3連単： 2，214，200，400円 計： 5，605，751，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，990円 複 勝 � 430円 � 1，080円 � 140円 枠 連（1－2） 22，390円

馬 連 �� 37，670円 馬 単 �� 69，510円

ワ イ ド �� 8，230円 �� 800円 �� 2，520円

3 連 複 ��� 26，730円 3 連 単 ��� 201，410円

票 数

単勝票数 計2564603 的中 � 102656（6番人気）
複勝票数 計2951911 的中 � 148585（7番人気）� 52647（12番人気）� 773088（1番人気）
枠連票数 計1219940 的中 （1－2） 4222（31番人気）
馬連票数 計7670463 的中 �� 15779（56番人気）
馬単票数 計3512617 的中 �� 3790（104番人気）
ワイド票数 計3803768 的中 �� 11477（57番人気）�� 128016（7番人気）�� 38344（26番人気）
3連複票数 計12192204 的中 ��� 34198（78番人気）
3連単票数 計22142004 的中 ��� 7970（486番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．7―13．0―12．3―12．1―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�
12．7―23．7―35．4―48．4―1：00．7―1：12．8―1：24．7―1：36．6―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�サクラアンプルール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス

2011．3．4生 牡6栗 母 サ ク ラ メ ガ 母母 サクラクレアー 18戦4勝 賞金 158，397，000円
初出走 JRA

※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。

24024 8月20日 晴 良 （29札幌2）第2日 第12競走 ��
��1，200�

お た る

小 � 特 別
発走16時30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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

36 ココファンタジア 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474＋ 61：09．9 9．6�
24 コスモフレンチ 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋 義浩 518＋ 21：10．11� 3．2�
48 ゲンパチケンシン 牡3芦 54 吉田 隼人平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 466＋ 61：10．2クビ 5．4�
816 ア オ ア ラ シ 牝3黒鹿52 坂井 瑠星松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 448＋ 4 〃 クビ 14．3�
59 サンマルバロン 	5栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 468± 0 〃 ハナ 54．8�
713 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 438＋ 6 〃 ハナ 5．6	
12 
 ドンカスターボーイ 牡3栗 54 五十嵐冬樹石川 幸司氏 堂山 芳則 新冠 樋渡 光男 B456－ 41：10．3クビ 15．1


（北海道） （北海道）

35 ビービーバーレスク 牝3鹿 52 蛯名 正義�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 492＋101：10．51� 8．8�
612 プリンシパルスター 	4青鹿57 小崎 綾也 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 430＋ 21：10．6� 81．0�
47 
 リシュリュー 牡3鹿 54 桑村 真明 オリオンファーム 角川 秀樹 浦河 伏木田牧場 544－ 41：10．81� 84．4�

（北海道） （北海道）

714 ベルリネッタ 牡6鹿 57 福永 祐一大久保和夫氏 中野 栄治 新冠 八木農場 452－201：11．01 28．6�
510 アルマクレヨン 	5栗 57 菱田 裕二コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内酒井牧場 496＋ 21：11．1� 29．0�
611 ガーシュウィン 牡3鹿 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466＋ 2 〃 アタマ 15．3�
815 ウエスタンボルト 	4鹿 57 横山 和生西川 賢氏 小野 次郎 新ひだか ウエスタンファーム 470＋181：11．2� 39．6�
11 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 476－ 41：11．3クビ 30．6�

（15頭）
23 ソ ー ビ ッ ク 牝3鹿 52 古川 吉洋澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 412＋20 （競走除外）

売 得 金
単勝： 77，064，900円 複勝： 100，639，200円 枠連： 48，277，200円 馬連： 168，903，300円 馬単： 74，769，600円
ワイド： 102，394，300円 3連複： 234，116，000円 3連単： 340，580，400円 5重勝： 528，992，100円 計： 1，675，737，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 960円 複 勝 � 290円 � 150円 � 190円 枠 連（2－3） 900円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 5，140円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，090円 �� 390円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 21，580円

5 重 勝
対象競走：小倉11R／新潟11R／札幌11R／新潟12R／札幌12R

キャリーオーバー なし���	� 6，384，380円

票 数

単勝票数 差引計 770649（返還計 1933） 的中 � 63712（5番人気）
複勝票数 差引計1006392（返還計 1688） 的中 � 74250（6番人気）� 202454（1番人気）� 135576（3番人気）
枠連票数 差引計 482772（返還計 613） 的中 （2－3） 41438（3番人気）
馬連票数 差引計1689033（返還計 12696） 的中 �� 63566（5番人気）
馬単票数 差引計 747696（返還計 5720） 的中 �� 10902（16番人気）
ワイド票数 差引計1023943（返還計 7119） 的中 �� 35237（5番人気）�� 22704（13番人気）�� 72668（2番人気）
3連複票数 差引計2341160（返還計 30741） 的中 ��� 53928（4番人気）
3連単票数 差引計3405804（返還計 42053） 的中 ��� 11439（45番人気）
5重勝票数 差引計5289921（返還計 40398） 的中 ���	� 58

ハロンタイム 12．2―10．7―11．8―11．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．7―46．5―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．2
3 ・（11，16，8）（1，5）（2，4，12）（10，14）13（7，15，9）6 4 ・（11，16，8）（1，5，4，12，14，9）（2，13）10（7，6，15）

勝馬の
紹 介

ココファンタジア �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．7．26 中京5着

2013．3．25生 牝4黒鹿 母 ココシュニック 母母 ゴールドティアラ 13戦2勝 賞金 22，556，000円
〔競走除外〕 ソービック号は，疾病〔右後肢挫創〕のため装鞍所で競走除外。
〔制裁〕 ゲンパチケンシン号の騎手吉田隼人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 エアオブザドラゴン号
※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。

３レース目 ５レース目



（29札幌2）第2日 8月20日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 147頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

307，300，000円
14，450，000円
2，530，000円
37，330，000円
3，000，000円
58，426，000円
4，043，000円
1，411，200円

勝馬投票券売得金
662，293，100円
915，099，300円
265，996，500円
1，431，350，800円
722，890，700円
797，338，900円
2，094，025，600円
3，682，294，700円
528，992，100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
5 重 勝
計 11，100，281，700円

総入場人員 29，459名 （有料入場人員 26，404名）
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