
23061 8月11日 曇 良 （1札幌1） 第6日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．1
1：07．8

良
良

44 セイラブミー 牝2黒鹿54 勝浦 正樹�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 458± 01：10．7 2．0�
77 セ ル フ ィ ー 牝2栗 54

51 ▲団野 大成�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 460－ 6 〃 クビ 4．2�

810 サイモンベラーノ 牝2栗 54 岩田 康誠澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 462± 01：11．01� 11．6�
22 フ ィ ロ ス 牝2鹿 54 藤岡 康太�高橋ファーム 西橋 豊治 日高 クリアファーム 444＋101：11．1クビ 12．4�
89 オニンギョウサン 牝2鹿 54

51 ▲菅原 明良�ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 432＋10 〃 クビ 7．9	
33 テリオスベル 牝2黒鹿54 松岡 正海鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 434± 0 〃 アタマ 31．9

55 クインズラプソディ 牝2鹿 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 438± 01：11．2クビ 49．4�
66 セイウンジュリア 牝2黒鹿54 福永 祐一西山 茂行氏 浅見 秀一 新ひだか 佐藤 鉄也 466－ 41：11．94 10．0�
11 テ ン ト ラ 牝2鹿 54 荻野 極高橋 宏弥氏 加藤士津八 新冠 飛渡牧場 430＋ 21：13．39 117．8
78 ハヤブサセクーシー 牝2栗 54 原田 和真武田 修氏 小桧山 悟 日高 シンボリ牧場 478＋ 21：13．51� 188．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，138，000円 複勝： 32，782，600円 枠連： 6，430，900円
馬連： 30，381，400円 馬単： 19，462，600円 ワイド： 25，768，400円
3連複： 48，391，800円 3連単： 86，764，600円 計： 272，120，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（4－7） 360円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 180円 �� 310円 �� 560円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 221380 的中 � 92114（1番人気）
複勝票数 計 327826 的中 � 139541（1番人気）� 59916（2番人気）� 27286（4番人気）
枠連票数 計 64309 的中 （4－7） 13513（1番人気）
馬連票数 計 303814 的中 �� 59339（1番人気）
馬単票数 計 194626 的中 �� 21481（1番人気）
ワイド票数 計 257684 的中 �� 43784（1番人気）�� 19945（3番人気）�� 9847（8番人気）
3連複票数 計 483918 的中 ��� 37339（2番人気）
3連単票数 計 867646 的中 ��� 23516（2番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―12．0―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．4―35．2―47．2―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

セイラブミー �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．7．6 函館4着

2017．4．11生 牝2黒鹿 母 カハラビスティー 母母 バ ロ ネ ッ セ 3戦1勝 賞金 8，100，000円

23062 8月11日 晴 良 （1札幌1） 第6日 第2競走 ��
��1，500�3歳未勝利

発走10時25分 （芝・右）
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
1：27．4
1：27．4

良
良

33 クロランサス 牝3鹿 54
53 ☆横山 武史 �社台レースホース松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406± 01：29．0 2．8�
712 レッドヴィータ 牝3青 54 横山 典弘紅露 純氏 昆 貢 新冠 新冠橋本牧場 426－ 61：29．31� 7．4�
45 ボ ナ セ ー ラ 牡3鹿 56 池添 謙一山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B466± 0 〃 アタマ 9．4�
46 ダンサリーノ 牝3鹿 54 松田 大作�三嶋牧場 中内田充正 浦河 三嶋牧場 420－ 41：29．51 17．4�
610 ロードアブソルート 牡3鹿 56 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 438＋ 41：29．71� 4．5	
34 テ ィ レ ニ ア 牝3栗 54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 442－ 21：29．8	 7．0

22 アーミングエリア 牡3鹿 56 岩田 康誠吉田 照哉氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 466＋ 6 〃 クビ 18．6�
69 オーサムウインド 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 408－ 61：30．01	 22．0�
58 マイディアライフ 牡3栗 56 武 豊三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：30．1クビ 18．6
57 ラキエストバイオ 牝3青 54 黛 弘人バイオ� 渡辺 薫彦 平取 清水牧場 436－121：30．31� 103．5�
814 レッツゴームーチョ 牝3鹿 54 吉田 隼人廣崎利洋HD� 坂口 智康 新ひだか 藤原牧場 482＋ 8 〃 クビ 62．1�
11 ルフランエトワール 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 432＋121：30．61� 75．8�

711
 ファインスティール 牝3鹿 54
51 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 高柳 大輔 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

508＋ 61：31．13 21．0�
813 テイルオブゴールド 牝3栗 54 加藤 祥太鈴木 康弘氏 杉山 晴紀 新冠 パカパカ

ファーム 450－ 81：31．2	 129．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，341，800円 複勝： 41，571，100円 枠連： 11，213，000円
馬連： 44，077，700円 馬単： 21，154，800円 ワイド： 38，548，900円
3連複： 67，466，200円 3連単： 76，599，200円 計： 325，972，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 200円 � 300円 枠 連（3－7） 620円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 480円 �� 670円 �� 1，350円

3 連 複 ��� 3，980円 3 連 単 ��� 13，920円

票 数

単勝票数 計 253418 的中 � 69942（1番人気）
複勝票数 計 415711 的中 � 119756（1番人気）� 46853（4番人気）� 26856（5番人気）
枠連票数 計 112130 的中 （3－7） 13859（2番人気）
馬連票数 計 440777 的中 �� 35197（3番人気）
馬単票数 計 211548 的中 �� 9520（4番人気）
ワイド票数 計 385489 的中 �� 21901（3番人気）�� 14848（5番人気）�� 6922（16番人気）
3連複票数 計 674662 的中 ��� 12689（11番人気）
3連単票数 計 765992 的中 ��� 3987（28番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―18．1―29．5―41．1―53．0―1：04．7―1：16．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

クロランサス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Redoute’s Choice デビュー 2019．3．10 中京2着

2016．2．4生 牝3鹿 母 クリアンサス 母母 フラワーパーク 5戦1勝 賞金 9，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ガビーズドリーム号・ストレイトスタイル号・ストームリッパー号・レディポワソン号

第１回 札幌競馬 第６日
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



23063 8月11日 晴 重 （1札幌1） 第6日 第3競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走10時55分 （ダート・右）
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

33 サーストンネイジュ 牝3芦 54 岩田 康誠齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 454± 0 58．4 4．7�
22 ゴールデンチョイス 牡3青鹿56 菱田 裕二田島榮二郎氏 武藤 善則 新ひだか 元茂牧場 B460＋ 2 58．61� 2．5�
710 フ ァ ロ 牝3黒鹿54 松田 大作�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 456－10 58．81� 21．3�
55 キョウエイメサイア 牝3鹿 54 松岡 正海田中 晴夫氏 伊藤 伸一 日高 春木ファーム 460＋ 4 59．01� 18．0�
11 グラマラススカイ 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星スリースターズレーシング 西橋 豊治 新冠 アラキフアーム 456＋ 4 〃 アタマ 60．8�
44 オーミシンゲン 牡3青鹿56 柴山 雄一岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 様似 山本 和彦 422－ 6 〃 クビ 29．0	
79 ヒロシゲウェーブ 牡3栗 56 丹内 祐次阿尾 浩和氏 藤沢 則雄 新ひだか 高橋 義浩 432＋ 2 59．21� 7．3

56 ノーブルクロノス 牡3栗 56 藤岡 康太吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 532－ 4 59．3� 11．5�
68 フラッシュノワール 牡3黒鹿 56

55 ☆横山 武史 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 464－ 4 〃 クビ 17．5�
812 ユキエチャン 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480＋ 6 〃 ハナ 4．9
67 セイユウビューティ 牝3栗 54 的場 勇人松岡 正二氏 加藤 和宏 浦河 カケハムポニークラブ 426－ 6 59．61� 207．6�
811 オリバーヴォーグ 牡3青鹿 56

53 ▲菅原 明良志村 幸彦氏 尾形 和幸 日高 千葉飯田牧場 504＋ 61：00．13 92．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，046，000円 複勝： 29，384，300円 枠連： 6，121，300円
馬連： 36，021，100円 馬単： 19，622，100円 ワイド： 29，034，300円
3連複： 54，017，100円 3連単： 71，832，800円 計： 269，079，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 140円 � 440円 枠 連（2－3） 600円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，620円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 6，790円 3 連 単 ��� 28，820円

票 数

単勝票数 計 230460 的中 � 38482（2番人気）
複勝票数 計 293843 的中 � 49576（2番人気）� 65516（1番人気）� 12239（9番人気）
枠連票数 計 61213 的中 （2－3） 7904（1番人気）
馬連票数 計 360211 的中 �� 43840（1番人気）
馬単票数 計 196221 的中 �� 9754（3番人気）
ワイド票数 計 290343 的中 �� 30195（1番人気）�� 4183（24番人気）�� 4922（19番人気）
3連複票数 計 540171 的中 ��� 5962（26番人気）
3連単票数 計 718328 的中 ��� 1807（92番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．3―34．7―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サーストンネイジュ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 スウェプトオーヴァーボード デビュー 2018．12．1 阪神4着

2016．4．22生 牝3芦 母 ラブミークリーム 母母 ロマンスレディー 6戦1勝 賞金 10，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 オリバーヴォーグ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月11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 テイエムダイリン号・ビッケ号

23064 8月11日 晴 良 （1札幌1） 第6日 第4競走 ��
��2，600�3歳未勝利

発走11時25分 （芝・右）
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
2：38．7
2：37．3

良
良

69 ブラックハーデス 牡3青 56 藤岡 佑介 Him Rock Racing
ホールディングス� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 436＋ 42：43．2 3．3�
22 ビッグバジェット 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 450－ 42：43．41� 4．5�
11 イントゥアドリーム 牡3青鹿56 黛 弘人薪浦 州平氏 和田 雄二 安平 吉田 三郎 440＋ 62：43．5クビ 78．0�
46 サトノプロミネント �3鹿 56 勝浦 正樹 �サトミホースカンパニー 的場 均 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B416± 02：44．35 21．6�
57 マテラブレス 牡3栗 56 吉田 隼人大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 村下 明博 490＋ 6 〃 アタマ 72．3�
814 ロ ネ ガ ン 牡3黒鹿56 荻野 極田島榮二郎氏 和田 雄二 日高 坂 牧場 516－ 22：44．83 44．9	
712 タイセイアヴァンセ 牝3黒鹿54 菱田 裕二田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 424＋ 22：44．9	 6．7

33 エ ス ト リ ル 牝3鹿 54 松岡 正海東堂レーシング 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 42：45．0� 118．6�
813 ザ メ イ ダ ン 牡3黒鹿 56

53 ▲菅原 明良大塚 亮一氏 新開 幸一 安平 追分ファーム 472－ 8 〃 ハナ 29．7�
45 ワタシノワルツ 牝3芦 54 丹内 祐次ライオンレースホース� 杉山 晴紀 浦河 浦河日成牧場 498± 02：45．63� 71．1
610 ネルソンタッチ 牡3芦 56

55 ☆横山 武史谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム B484± 02：46．23� 6．3�
34 エルラティオ 牡3青鹿 56

53 ▲団野 大成�G1レーシング 平田 修 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 458＋102：46．3� 56．9�

58 サンデースクール 牝3鹿 54 古川 吉洋ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 438－ 62：47．910 4．4�

711 ウラカワノオト 牡3鹿 56
55 ☆坂井 瑠星ニューワールドレー

シング� 矢作 芳人 様似 様似渡辺牧場 436± 02：48．22 26．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，008，700円 複勝： 21，363，300円 枠連： 8，076，000円
馬連： 33，395，300円 馬単： 15，231，900円 ワイド： 23，813，400円
3連複： 47，758，700円 3連単： 60，040，100円 計： 226，687，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 180円 � 1，320円 枠 連（2－6） 640円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 350円 �� 4，380円 �� 4，950円

3 連 複 ��� 14，930円 3 連 単 ��� 45，390円

票 数

単勝票数 計 170087 的中 � 40087（1番人気）
複勝票数 計 213633 的中 � 46018（1番人気）� 33689（2番人気）� 2817（13番人気）
枠連票数 計 80760 的中 （2－6） 9647（3番人気）
馬連票数 計 333953 的中 �� 36814（1番人気）
馬単票数 計 152319 的中 �� 9235（1番人気）
ワイド票数 計 238134 的中 �� 20141（1番人気）�� 1294（39番人気）�� 1142（41番人気）
3連複票数 計 477587 的中 ��� 2399（46番人気）
3連単票数 計 600401 的中 ��� 959（125番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―12．0―12．9―13．3―13．6―13．6―12．9―12．4―12．4―12．2―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．7―23．5―35．5―48．4―1：01．7―1：15．3―1：28．9―1：41．8―1：54．2―2：06．6―2：18．8―2：30．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．0―3F36．6
1
�
11－10－3－9（6，8）13（1，7）（2，12）－14－5＝4・（11，10，3）9（1，6）（8，13）（5，7，2）（14，12）＝4

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

勝馬の
紹 介

ブラックハーデス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2018．11．4 京都6着

2016．2．26生 牡3青 母 イルミナティ 母母 エヌティミラクル 10戦1勝 賞金 10，050，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メイショウサガノ号



23065 8月11日 晴 良 （1札幌1） 第6日 第5競走 ��
��2，000�2歳新馬

発走12時15分 （芝・右）
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� 基準タイム

中央レコード
2：04．2
1：59．6

稍重
良

79 エカテリンブルク 牡2青鹿54 武 豊吉田 勝己氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510 ―2：04．7 1．5�
811 レッドレビン 牡2鹿 54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 富田牧場 472 ― 〃 クビ 7．6�
22 プモリテソーロ 牡2黒鹿54 池添 謙一了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 480 ―2：04．9� 10．5�
67 スペースシップ 牡2芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 平取 北島牧場 484 ― 〃 ハナ 16．0�
78 ヴィアメント 牡2栗 54 福永 祐一 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 482 ―2：05．11� 6．5	
55 ブルークレール 牝2黒鹿54 横山 和生島川 
哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 450 ―2：05．73� 148．6�
810 マ オ ノ エ ピ 牝2栗 54

53 ☆横山 武史湯浅 健司氏 黒岩 陽一 新冠 秋田牧場 478 ―2：05．91 30．2�
44 ジョーアドヴァンス 牡2黒鹿54 藤岡 康太上田けい子氏 中竹 和也 新冠 ハシモトフアーム 498 ―2：06．0� 16．7
33 ゴールデンゴール 牡2鹿 54 古川 吉洋井高 義光氏 武 英智 新ひだか 井高牧場 498 ―2：06．1� 41．2�
11 ダンブルドア 牡2栗 54 荻野 極嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 岡田牧場 524 ―2：06．95 87．8�
66 マイネルカガヤキ 牡2栗 54

51 ▲菅原 明良 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 青木 孝文 新冠 竹中牧場 B476 ―2：07．0� 163．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 39，929，200円 複勝： 53，439，500円 枠連： 7，418，100円
馬連： 38，859，100円 馬単： 27，522，500円 ワイド： 28，848，500円
3連複： 51，726，100円 3連単： 101，532，500円 計： 349，275，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（7－8） 350円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 230円 �� 260円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 2，620円

票 数

単勝票数 計 399292 的中 � 202879（1番人気）
複勝票数 計 534395 的中 � 312536（1番人気）� 44002（3番人気）� 38234（4番人気）
枠連票数 計 74181 的中 （7－8） 15982（1番人気）
馬連票数 計 388591 的中 �� 60872（2番人気）
馬単票数 計 275225 的中 �� 34550（2番人気）
ワイド票数 計 288485 的中 �� 35517（2番人気）�� 28757（3番人気）�� 10039（8番人気）
3連複票数 計 517261 的中 ��� 32359（3番人気）
3連単票数 計1015325 的中 ��� 28091（4番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．8―12．6―13．0―12．6―12．5―12．2―12．2―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．0―49．6―1：02．6―1：15．2―1：27．7―1：39．9―1：52．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
10，4（3，6，8）9（1，7）（2，11）5
10，4，8，3，9（6，7）11，2（1，5）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エカテリンブルク �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 Dylan Thomas 初出走

2017．1．31生 牡2青鹿 母 ファイナルスコア 母母 Holy Moon 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 プモリテソーロ号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

23066 8月11日 晴 良 （1札幌1） 第6日 第6競走 ��1，500�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （芝・右）（500万円以下）

牝；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
1：27．4
1：27．4

良
良

813 ウォーターエデン 牝3鹿 52
49 ▲団野 大成山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 470－ 41：29．2 34．8�

22 デンセツノマジョ 牝4黒鹿55 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 460＋ 21：29．41� 17．3�
33 シャンデフレーズ 牝3鹿 52 池添 謙一 �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 414－ 61：29．5� 6．7�
46 � クリノアリエル 牝4青 55 松田 大作栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 404＋ 61：29．6	 11．6�
610 スズカフェラリー 牝4鹿 55 武 豊永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 422＋ 41：29．7	 6．6�
57 ギフトオブアート 牝3鹿 52 福永 祐一ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476± 01：29．91� 3．6	
34 ギンコイエレジー 牝4黒鹿55 柴山 雄一 �フジワラ・ファーム 南井 克巳 新冠 有限会社 大

作ステーブル 476＋10 〃 アタマ 15．5

69 エ ピ ロ ー グ 牝3鹿 52 荻野 極藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 460＋ 21：30．0	 39．8�
11 フィブロライト 牝3青鹿52 吉田 隼人 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 418＋ 6 〃 アタマ 14．6�
712 ファストライフ 牝4栗 55

54 ☆横山 武史石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 452＋ 2 〃 クビ 13．6
814 ラ ヴ ノ ッ ト 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 484＋ 21：30．42	 161．0�
58 アスカリアン 牝4黒鹿55 菱田 裕二上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 504＋321：30．82	 117．0�
45 ベラソヴラーノ 牝4鹿 55 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 石栗 龍彦 新ひだか 上村 清志 474＋ 41：31．65 203．6�
711 ラフェリシテ 牝3鹿 52 藤岡 康太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 428＋ 2 〃 ハナ 3．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，813，400円 複勝： 39，034，100円 枠連： 10，625，700円
馬連： 44，598，400円 馬単： 18，938，200円 ワイド： 35，813，800円
3連複： 63，201，600円 3連単： 72，127，800円 計： 310，153，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，480円 複 勝 � 640円 � 490円 � 280円 枠 連（2－8） 21，110円

馬 連 �� 22，370円 馬 単 �� 41，170円

ワ イ ド �� 6，380円 �� 3，220円 �� 1，900円

3 連 複 ��� 44，500円 3 連 単 ��� 346，300円

票 数

単勝票数 計 258134 的中 � 5919（10番人気）
複勝票数 計 390341 的中 � 14680（10番人気）� 20245（7番人気）� 41733（4番人気）
枠連票数 計 106257 的中 （2－8） 390（32番人気）
馬連票数 計 445984 的中 �� 1545（50番人気）
馬単票数 計 189382 的中 �� 345（102番人気）
ワイド票数 計 358138 的中 �� 1430（51番人気）�� 2860（40番人気）�� 4940（24番人気）
3連複票数 計 632016 的中 ��� 1065（134番人気）
3連単票数 計 721278 的中 ��� 151（858番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―18．1―29．8―42．0―54．1―1：06．0―1：17．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウォーターエデン �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 Storm Cat デビュー 2018．6．10 阪神5着

2016．1．25生 牝3鹿 母 クロスウォーターⅡ 母母 Bay Harbor 11戦2勝 賞金 17，300，000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。
（非当選馬） 1頭 ハッピーゴラッキー号
（非抽選馬） 4頭 センティフォリア号・プリミエラムール号・マルターズルーメン号・ムーンザムーン号



23067 8月11日 晴 稍重 （1札幌1） 第6日 第7競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走13時15分 （500万円以下） （ダート・右）
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

33 ア ノ 牡3栗 54 武 豊武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 444－ 41：44．9 4．0�
712 マースゴールド 牡4栗 57 松岡 正海キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 宮内牧場 472＋ 81：45．0� 25．4�
814 ウインドオブホープ 	6栗 57 吉田 隼人�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 538＋14 〃 クビ 69．3�
813 ブライトアクトレス 牝3栗 52 福永 祐一岡田 牧雄氏 鹿戸 雄一 新ひだか 岡田スタツド 498± 01：45．1� 4．5�
22 オメガレインボー 牡3栗 54 岩田 康誠原 
子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 440－ 81：45．2� 5．2�
34 シ ン ラ イ 牡3芦 54

53 ☆横山 武史丸岡 啓一氏 菊川 正達 日高 滝本 健二 478＋ 8 〃 クビ 4．6	
57 � シンアンドケン 牡4鹿 57 横山 典弘 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484± 01：45．41� 8．8

45 タガノゴマチャン 牡3芦 54

51 ▲団野 大成八木 良司氏 加用 正 新冠 八木牧場 470－ 41：45．5� 14．2�
46 スプレーモゲレイロ 	6鹿 57 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 452＋ 4 〃 クビ 176．4
69 ディナミーデン 牡4芦 57 服部 茂史ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 474－ 41：45．6クビ 108．1�

（北海道）

11 ハギノオムイデアル 牡3鹿 54 池添 謙一日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 474－ 61：45．81� 15．7�
711 カ ガ ス タ ー 牡4鹿 57

54 ▲菅原 明良香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 448－ 41：46．33 35．7�
58 コスモハヤテ 牡3青 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小野 次郎 新冠 ビッグレッドファーム B450－ 41：47．04 45．1�
610 マイネルオニキス 牡3黒鹿54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 深山 雅史 新ひだか 本桐牧場 492＋ 61：47．1� 131．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，074，300円 複勝： 38，819，100円 枠連： 11，974，500円
馬連： 43，864，800円 馬単： 19，584，700円 ワイド： 35，644，100円
3連複： 60，840，600円 3連単： 72，402，300円 計： 309，204，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 190円 � 750円 � 1，610円 枠 連（3－7） 1，330円

馬 連 �� 7，600円 馬 単 �� 9，940円

ワ イ ド �� 2，930円 �� 6，100円 �� 14，730円

3 連 複 ��� 113，500円 3 連 単 ��� 441，100円

票 数

単勝票数 計 260743 的中 � 51636（1番人気）
複勝票数 計 388191 的中 � 70730（1番人気）� 11814（9番人気）� 5210（11番人気）
枠連票数 計 119745 的中 （3－7） 6971（5番人気）
馬連票数 計 438648 的中 �� 4469（24番人気）
馬単票数 計 195847 的中 �� 1477（36番人気）
ワイド票数 計 356441 的中 �� 3174（30番人気）�� 1505（45番人気）�� 619（70番人気）
3連複票数 計 608406 的中 ��� 402（177番人気）
3連単票数 計 724023 的中 ��� 119（795番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．8―42．4―54．9―1：07．5―1：19．8―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
・（4，6，12）（2，13）（5，14）－1，10，11，9－（7，3）－8
4（6，12）（2，13）14（5，1）9（10，11）3（7，8）

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

勝馬の
紹 介

ア ノ �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 With Approval デビュー 2018．12．22 阪神5着

2016．3．10生 牡3栗 母 ミ コ ノ ス 母母 リ ベ ラ ノ 4戦2勝 賞金 16，200，000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。
（非抽選馬） 2頭 ヴィーグリーズ号・チェルシーライオン号
※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。

23068 8月11日 晴 良 （1札幌1） 第6日 第8競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （芝・右）
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

59 スリーケープマンボ �4鹿 57 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 B484－ 61：09．0 22．5�
11 ブラックダンサー 牝3黒鹿52 国分 恭介前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 462－121：09．21 17．0�
816 ノーブルプルート 牝5鹿 55

52 ▲菅原 明良吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 490＋ 2 〃 ハナ 10．8�
815 メイショウコミチ 牝3鹿 52 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 446＋ 61：09．41	 15．6�
713 ホッコーメヴィウス �3鹿 54

51 ▲団野 大成北幸商事� 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 468－ 21：09．5
 4．6�
24 � スズカユース 牝3栗 52 丹内 祐次永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 448＋ 2 〃 ハナ 7．5	
611 リーゼントアイリス 牝4黒鹿55 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 426＋101：09．71
 34．8

714 ドゥモワゼル 牝5鹿 55 勝浦 正樹小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 460＋ 21：09．8� 54．0�
510� ピュアドリーマー 牝3栗 52

51 ☆坂井 瑠星岡田 隆寛氏 高柳 大輔 浦河 市川牧場 450－ 61：09．9� 15．0�
36 マイキャラット 牝4鹿 55 岩田 康誠飯田 正剛氏 小島 茂之 新ひだか 千代田牧場 454－141：10．0クビ 54．6
47 メイショウベルボン 牝5栗 55 藤岡 康太松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 444－ 61：10．21
 4．3�
12 ラガーユミリン 牝5鹿 55 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 464＋ 61：10．52 47．1�
35 � ハービーボンズ �4鹿 57 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 430± 01：10．6クビ 110．4�
23  エターナルブレイズ 牝3鹿 52

51 ☆横山 武史�レッドマジック金成 貴史 愛
Ecurie Des Mon-
ceaux & Sky-
marc Farm Inc

476＋ 2 〃 クビ 6．6�
48  ワールドウォッチ 牡3鹿 54 藤岡 佑介青山 洋一氏 藤岡 健一 英 Chasemor

e Farm B494－ 21：10．7クビ 10．4�
612 ル ア 牝5黒鹿55 黛 弘人榊原 浩一氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 486－ 21：11．23 261．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 24，865，400円 複勝： 36，997，800円 枠連： 15，982，900円
馬連： 44，929，800円 馬単： 20，006，400円 ワイド： 36，627，100円
3連複： 69，106，200円 3連単： 74，043，700円 計： 322，559，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，250円 複 勝 � 530円 � 460円 � 350円 枠 連（1－5） 5，120円

馬 連 �� 13，530円 馬 単 �� 30，740円

ワ イ ド �� 4，190円 �� 3，170円 �� 2，130円

3 連 複 ��� 37，200円 3 連 単 ��� 348，580円

票 数

単勝票数 計 248654 的中 � 8827（10番人気）
複勝票数 計 369978 的中 � 17794（9番人気）� 20883（7番人気）� 29724（5番人気）
枠連票数 計 159829 的中 （1－5） 2417（18番人気）
馬連票数 計 449298 的中 �� 2573（53番人気）
馬単票数 計 200064 的中 �� 488（109番人気）
ワイド票数 計 366271 的中 �� 2239（54番人気）�� 2976（39番人気）�� 4467（29番人気）
3連複票数 計 691062 的中 ��� 1393（140番人気）
3連単票数 計 740437 的中 ��� 154（1141番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．0―11．4―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―33．9―45．3―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スリーケープマンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2017．8．6 小倉7着

2015．3．27生 �4鹿 母 スリーオーシャン 母母 スリーケープ 14戦2勝 賞金 21，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エンパイアシュアー号・トップギア号・フェニアンサイクル号・ラッシュワールド号



23069 8月11日 晴 良 （1札幌1） 第6日 第9競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
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
1：45．7
1：43．9

良
良

813 フォークテイル 牝3鹿 52 池添 謙一 �サンデーレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 436－ 21：48．6 9．2�
11 ペ レ 牝3黒鹿52 福永 祐一�NICKS 奥村 武 安平 ノーザンファーム 454＋201：48．92 2．3�
33 ミモザイエロー 牝3栗 52 武 豊青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 458± 01：49．11 4．2�
69 � ホウオウジャンプ 牡5鹿 57 藤岡 康太小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 498－ 8 〃 ハナ 11．0�
34 ラブラブラブ 牝4鹿 55 松岡 正海嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 458－ 61：49．2� 60．0	
46 ミリオンドリームズ 牝3鹿 52

49 ▲団野 大成飯田 正剛氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 520± 0 〃 アタマ 4．3

711 アイネバーフェイル 牝4黒鹿55 岩田 康誠飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 466－ 21：49．3クビ 74．6�
22 ウォーターミリオン 牡6栗 57 国分 恭介山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 450＋ 81：49．51� 193．4�
45 スカイシアター 牝3鹿 52

51 ☆横山 武史 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 浦河 大柳ファーム 412－ 61：49．6� 39．8
712 クレーリッチェ 牝3鹿 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 414－ 31：49．7クビ 90．9�
814 リュクスポケット 牡4栗 57 藤岡 佑介田畑 憲士氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 512± 01：50．44 14．6�
57 ウォーターファラオ 牡3鹿 54 古川 吉洋山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 442－ 41：50．61� 148．3�
58 スーペルゴラッソ 牡3鹿 54 加藤 祥太 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 496－ 81：50．7� 116．2�
610� トウキョウコール 牡5鹿 57 黛 弘人西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 444－141：52．29 400．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，777，500円 複勝： 36，383，200円 枠連： 12，687，400円
馬連： 51，669，500円 馬単： 25，525，200円 ワイド： 39，231，500円
3連複： 75，164，700円 3連単： 105，272，400円 計： 379，711，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 200円 � 130円 � 140円 枠 連（1－8） 690円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 3，320円

ワ イ ド �� 320円 �� 510円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，210円 3 連 単 ��� 11，620円

票 数

単勝票数 計 337775 的中 � 29213（4番人気）
複勝票数 計 363832 的中 � 36829（5番人気）� 83670（1番人気）� 73652（2番人気）
枠連票数 計 126874 的中 （1－8） 14085（3番人気）
馬連票数 計 516695 的中 �� 36155（3番人気）
馬単票数 計 255252 的中 �� 5758（12番人気）
ワイド票数 計 392315 的中 �� 30703（3番人気）�� 17304（7番人気）�� 49460（1番人気）
3連複票数 計 751647 的中 ��� 46464（2番人気）
3連単票数 計1052724 的中 ��� 6565（34番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．8―49．1―1：01．2―1：13．1―1：25．1―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フォークテイル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．10．14 東京1着

2016．1．30生 牝3鹿 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー 5戦2勝 賞金 19，302，000円

23070 8月11日 晴 良 （1札幌1） 第6日 第10競走 ��
��2，000�H T B 賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

北海道テレビ放送賞（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
1：58．6
1：56．1

良
良

712 カウディーリョ 牡3黒鹿54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 448＋ 82：01．1 3．4�
46 サ ン シ ロ ウ 牡5鹿 57 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B496± 0 〃 クビ 10．2�
11 ハ ウ エ バ ー 牡5栗 57 坂井 瑠星古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 424－ 22：01．2� 63．9�
57 トミケンボハテル 牡5芦 57 菅原 明良冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B492－10 〃 ハナ 35．6�
711 マ ハ ヴ ィ ル 牡4鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 22：01．51	 8．8�
22 フォーラウェイ 牡6鹿 57 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444＋ 22：01．6	 21．6	
814 イノセントミューズ 牝3鹿 52 福永 祐一 �社台レースホース笹田 和秀 千歳 社台ファーム 462－ 4 〃 クビ 3．6

45 プレシャスブルー 牡5鹿 57 岩田 康誠石瀬 浩三氏 相沢 郁 新冠 石郷岡 雅樹 438± 02：01．7クビ 33．4�
610 ウォーターパルフェ 牡4鹿 57 武 豊山岡 正人氏 田所 秀孝 浦河 笹地牧場 480＋ 2 〃 クビ 10．7�
69 クラサーヴィツァ 牝3栗 52 荻野 極椎名 節氏 武井 亮 洞
湖 レイクヴィラファーム 442－ 22：02．01� 11．6
33 トータルソッカー 牡5栗 57 横山 武史渡邊 隆氏 菊川 正達 新ひだか 真歌田中牧場 514＋ 62：02．42� 6．8�
58 エニグマバリエート 牡7青鹿57 菱田 裕二平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494－ 6 〃 アタマ 134．5�
34 メイショウテンシャ 牡5芦 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 466－ 62：02．5クビ 38．7�
813 プティットクルール 牝5黒鹿55 団野 大成首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 444－122：03．03 333．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，607，900円 複勝： 57，641，600円 枠連： 20，235，600円
馬連： 81，473，100円 馬単： 33，701，100円 ワイド： 60，396，700円
3連複： 119，727，200円 3連単： 141，897，100円 計： 557，680，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 200円 � 280円 � 840円 枠 連（4－7） 930円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，980円 �� 3，930円

3 連 複 ��� 34，180円 3 連 単 ��� 98，060円

票 数

単勝票数 計 426079 的中 � 98186（1番人気）
複勝票数 計 576416 的中 � 88560（2番人気）� 54527（5番人気）� 14589（12番人気）
枠連票数 計 202356 的中 （4－7） 16744（4番人気）
馬連票数 計 814731 的中 �� 29685（7番人気）
馬単票数 計 337011 的中 �� 8123（6番人気）
ワイド票数 計 603967 的中 �� 18364（8番人気）�� 7774（26番人気）�� 3848（47番人気）
3連複票数 計1197272 的中 ��� 2627（118番人気）
3連単票数 計1418971 的中 ��� 1049（353番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．5―49．2―1：01．6―1：13．7―1：25．9―1：37．6―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カウディーリョ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．19 札幌1着

2016．3．8生 牡3黒鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 5戦3勝 賞金 32，518，000円
※プティットクルール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



23071 8月11日 晴 稍重 （1札幌1） 第6日 第11競走 ��
��1，700�第24回エルムステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，30．8．11以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，30．8．10以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

札幌馬主協会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

34 モズアトラクション 牡5栗 56 藤岡 康太 �キャピタル・システム 松下 武士 新ひだか 築紫 洋 492－ 21：41．9 6．1�
813 ハイランドピーク 牡5青鹿57 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 41：42．21� 31．4�
46 サトノティターン 牡6黒鹿57 藤岡 佑介里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 580＋101：42．41	 10．0�
711 レッドアトゥ 牝5栗 54 福永 祐一 �東京ホースレーシング 松田 国英 日高 下河辺牧場 454－ 4 〃 アタマ 15．5�
814 リアンヴェリテ 牡5鹿 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488－ 2 〃 ハナ 6．6	
57 タイムフライヤー 牡4鹿 56 池添 謙一 
サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋18 〃 クビ 12．2�
712 グ リ ム 牡4芦 57 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 新ひだか 服部 牧場 506－ 41：43．03� 2．1�
22 テーオーエナジー 牡4栗 57 岩田 康誠小笹 公也氏 宮 徹 新冠 オリエント牧場 510± 01：43．74 14．1
45 
 モルトベーネ 牡7栗 56 服部 茂史 
二風谷ファーム 田中 淳司 浦河 櫛桁牧場 472－221：43．91� 215．5�

（北海道） （北海道）

69 サ ン グ ラ ス 牡8青鹿56 古川 吉洋玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B502± 01：44．11 102．7�
33 � ドリームキラリ 牡7青 56 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC B498－ 2 〃 クビ 15．7�
58 メイショウスミトモ 牡8鹿 57 柴山 雄一松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466－ 41：44．2クビ 191．8�
610 リーゼントロック 牡8黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 528＋161：44．52 198．8�
11 マルターズアポジー 牡7鹿 56 菱田 裕二藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 530－ 21：47．7大差 28．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 160，180，000円 複勝： 182，521，700円 枠連： 76，019，600円
馬連： 453，032，500円 馬単： 178，750，100円 ワイド： 246，361，900円
3連複： 761，977，500円 3連単： 1，088，256，400円 計： 3，147，099，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 660円 � 370円 枠 連（3－8） 1，120円

馬 連 �� 9，220円 馬 単 �� 14，490円

ワ イ ド �� 2，430円 �� 880円 �� 3，520円

3 連 複 ��� 21，140円 3 連 単 ��� 143，000円

票 数

単勝票数 計1601800 的中 � 206698（2番人気）
複勝票数 計1825217 的中 � 298874（2番人気）� 61620（9番人気）� 122131（5番人気）
枠連票数 計 760196 的中 （3－8） 52266（4番人気）
馬連票数 計4530325 的中 �� 38060（28番人気）
馬単票数 計1787501 的中 �� 9252（45番人気）
ワイド票数 計2463619 的中 �� 25690（28番人気）�� 75153（9番人気）�� 17589（36番人気）
3連複票数 計7619775 的中 ��� 27025（62番人気）
3連単票数 計10882564 的中 ��� 5517（377番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．5―17．1―28．5―40．4―52．5―1：04．6―1：16．9―1：29．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モズアトラクション �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2017．1．5 京都5着

2014．3．23生 牡5栗 母 エーシンラクーリエ 母母 ラ リ シ ェ ス 27戦6勝 賞金 135，295，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 リアンヴェリテ号の騎手国分恭介は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アディラート号・グレンツェント号
※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。

23072 8月11日 晴 稍重 （1札幌1） 第6日 第12競走 ��
��1，700�

だいせつ

報知杯大雪ハンデキャップ
発走16時05分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．8．11以降1．8．4まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

報知新聞社賞（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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

46 ビービーガウディ 牡5栗 55 吉田 隼人�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 476＋ 21：44．2 13．6�
813 キタサンタイドー 牡4黒鹿55 福永 祐一�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 508－201：44．41� 10．9�
814 スズカロング 牡5鹿 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 488＋ 41：44．61� 19．1�
58 ケルティックソード 牡6栗 56 横山 典弘吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 488－ 21：44．7� 3．2�
22 マイネルカイノン 牡4青鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム B506＋ 21：44．8	 15．8	
33 
 フォルツァエフ 牡4鹿 55 武 豊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 478－ 21：45．01	 4．5

57 マイネルボルソー 牡8鹿 53 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 竹中牧場 488＋ 81：45．21� 223．2�
712 リョウランヒーロー 牡5黒鹿54 横山 武史佐藤 啓子氏 小野 次郎 新ひだか 米田牧場 472－ 41：45．3� 6．6�
34 スパイスマジック �4芦 54 松岡 正海 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B468－22 〃 アタマ 19．4
610 ク ラ シ コ 牡7鹿 56 岩田 康誠林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 514－ 41：45．51 9．2�
69 キングラディウス 牡6栗 51 原田 和真菅原 広隆氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 B472＋ 2 〃 アタマ 36．7�
11 リ ア リ ス ト 牡6鹿 54 池添 謙一吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B480－ 21：45．71� 12．5�
45 タイセイマルス 牡5黒鹿54 荻野 極田中 成奉氏 栗田 徹 新ひだか 野坂牧場 B488－ 21：46．87 67．6�
711 カ ブ キ モ ノ 牡6黒鹿53 菅原 明良國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム B516＋16 〃 ハナ 78．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 57，302，700円 複勝： 76，531，500円 枠連： 24，539，500円
馬連： 123，490，600円 馬単： 51，113，400円 ワイド： 87，154，800円
3連複： 181，940，600円 3連単： 231，741，400円 計： 833，814，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 390円 � 350円 � 590円 枠 連（4－8） 3，830円

馬 連 �� 7，070円 馬 単 �� 13，910円

ワ イ ド �� 2，310円 �� 2，640円 �� 2，450円

3 連 複 ��� 27，270円 3 連 単 ��� 181，040円

票 数

単勝票数 計 573027 的中 � 33525（7番人気）
複勝票数 計 765315 的中 � 52079（6番人気）� 59831（5番人気）� 31914（9番人気）
枠連票数 計 245395 的中 （4－8） 4955（17番人気）
馬連票数 計1234906 的中 �� 13520（32番人気）
馬単票数 計 511134 的中 �� 2755（60番人気）
ワイド票数 計 871548 的中 �� 9737（32番人気）�� 8495（37番人気）�� 9178（34番人気）
3連複票数 計1819406 的中 ��� 5003（105番人気）
3連単票数 計2317414 的中 ��� 928（646番人気）

ハロンタイム 6．7―10．9―11．4―11．8―12．7―13．0―12．7―12．5―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．6―29．0―40．8―53．5―1：06．5―1：19．2―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビービーガウディ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．24 函館5着

2014．5．19生 牡5栗 母 エルフィンフェザー 母母 ダイナカール 25戦4勝 賞金 57，985，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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） 1頭 プティットクルール号
（非抽選馬） 5頭 ゲンパチカイナル号・パイロキネシスト号・ハシカミ号・プッシュアゲン号・ペイシャボム号

３レース目



（1札幌1）第6日 8月11日 （祝日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 161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

233，800，000円
5，180，000円
19，040，000円
1，580，000円
27，650，000円
68，188，500円
4，424，000円
1，545，600円

勝馬投票券売得金
498，084，900円
646，469，800円
211，324，500円
1，025，793，300円
450，613，000円
687，243，400円
1，601，318，300円
2，182，510，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 7，303，357，500円

総入場人員 20，491名 （有料入場人員 18，607名）



令和1年度 第1回札幌競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 860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

1，257，370，000円
29，670，000円
119，740，000円
7，970，000円
141，220，000円
359，643，500円
22，836，000円
8，256，000円

勝馬投票券売得金
2，780，005，500円
3，874，181，900円
949，169，600円
4，759，998，900円
2，365，596，100円
3，377，752，300円
7，210，484，200円
10，856，785，400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 36，173，973，900円

総入場延人員 85，868名 （有料入場延人員 71，950名）
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