
24025 8月24日 曇 稍重 （1札幌2） 第3日 第1競走 ��1，500�2歳未勝利
発走9時55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
1：29．1
1：29．1

良
良

11 ヤマカツマーメイド 牝2鹿 54 武 豊山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 466＋ 41：31．0 2．8�
66 ベッラヴォルタ 牝2栗 54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 476－ 41：31．1� 5．5�
55 シ ェ ク ロ エ 牝2青 54 浜中 俊小川眞査雄氏 小野 次郎 新冠 秋田牧場 432± 01：31．31� 4．7�
77 サイモンベラーノ 牝2栗 54

51 ▲藤田菜七子澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 464＋ 21：31．51 15．5�
88 フェレッティ 牝2鹿 54 三浦 皇成飯田 正剛氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 430＋ 6 〃 ハナ 21．1�
33 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 438＋ 61：31．6� 37．5

44 ロジアイリッシュ 牝2鹿 54 C．ルメール 久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：32．02� 3．1�
22 テーオークイーン 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成小笹 公也氏 宮 徹 日高 中原牧場 432± 01：32．63� 158．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 20，778，600円 複勝： 30，173，000円 枠連： 発売なし
馬連： 31，985，000円 馬単： 18，514，000円 ワイド： 25，290，300円
3連複： 40，737，200円 3連単： 80，513，600円 計： 247，991，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 140円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 270円 �� 190円 �� 340円

3 連 複 ��� 810円 3 連 単 ��� 3，740円

票 数

単勝票数 計 207786 的中 � 59964（1番人気）
複勝票数 計 301730 的中 � 98197（1番人気）� 44007（4番人気）� 51080（3番人気）
馬連票数 計 319850 的中 �� 35013（3番人気）
馬単票数 計 185140 的中 �� 11725（4番人気）
ワイド票数 計 252903 的中 �� 22649（4番人気）�� 37416（2番人気）�� 17138（6番人気）
3連複票数 計 407372 的中 ��� 37685（3番人気）
3連単票数 計 805136 的中 ��� 15600（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―18．1―29．3―41．1―53．1―1：05．4―1：17．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．9―3F37．9

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

勝馬の
紹 介

ヤマカツマーメイド 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 グラスワンダー デビュー 2019．7．14 中京7着

2017．4．7生 牝2鹿 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 3戦1勝 賞金 7，000，000円

24026 8月24日 曇 不良 （1札幌2） 第3日 第2競走 ��
��1，000�2歳未勝利

発走10時25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
58．5
57．7

良
重

66 ス ト レ ガ 牝2栗 54
51 ▲菅原 明良清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 456＋ 8 59．0 2．1�

89 ハヤブサピアーノ 牝2栗 54 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 450＋ 2 59．53 7．3�
44 ヨシノパナギア 牝2青鹿54 丹内 祐次清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 476＋ 2 59．82 12．9�
33 スピーニディローザ 牝2栗 54

51 ▲団野 大成矢野 秀春氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 444± 01：00．33 3．8�
77 ダ ブ ル ー ン 牡2栗 54 荻野 極橋元 勇氣氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 418＋ 41：00．93� 5．7�
88 シンデレラサイズ 牝2栗 54 横山 和生佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 416＋ 21：01．32� 81．1�
11 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－ 21：02．15 193．9	
22 ジェッティー 牡2青鹿54 吉村 智洋
高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 泊 寿幸 432± 01：02．31 77．3�

（兵庫）

55 パンザーアタック 牡2鹿 54 菱田 裕二 �アフロin El Paso 石坂 公一 浦河 高昭牧場 444＋ 41：02．4� 28．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 26，402，400円 複勝： 30，495，100円 枠連： 4，324，800円
馬連： 27，548，100円 馬単： 20，879，200円 ワイド： 21，328，500円
3連複： 35，750，700円 3連単： 72，523，500円 計： 239，252，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 180円 � 220円 枠 連（6－8） 780円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 300円 �� 390円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 4，980円

票 数

単勝票数 計 264024 的中 � 104929（1番人気）
複勝票数 計 304951 的中 � 164080（1番人気）� 25604（4番人気）� 18289（5番人気）
枠連票数 計 43248 的中 （6－8） 4281（3番人気）
馬連票数 計 275481 的中 �� 30756（3番人気）
馬単票数 計 208792 的中 �� 12086（5番人気）
ワイド票数 計 213285 的中 �� 19235（3番人気）�� 13989（6番人気）�� 8628（9番人気）
3連複票数 計 357507 的中 ��� 19941（5番人気）
3連単票数 計 725235 的中 ��� 10553（17番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．4―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．2―34．6―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ス ト レ ガ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2019．6．29 函館6着

2017．3．27生 牝2栗 母 レイクマーメイド 母母 ゴールデンマザー 4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２回 札幌競馬 第３日



24027 8月24日 曇 不良 （1札幌2） 第3日 第3競走 ��1，700�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
1：40．9
1：40．9

重
重

11 マイサンシャイン 牡3栗 56
53 ▲団野 大成三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 474± 01：45．9 3．7�

69 ア マ ゾ ニ カ 牝3栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 矢野 英一 新ひだか 山野牧場 448－ 41：46．11� 17．0�
34 チェンマイルージュ 牝3鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 456－10 〃 クビ 28．3�
712 レイバーリフォーム 牝3黒鹿54 C．ルメール �G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：46．2クビ 4．1�
711 エストレラブランコ 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 松山 将樹 日高 長谷川牧場 B434＋101：46．41� 10．6�
46 サンライズギガ 牡3栗 56 L．オールプレス 松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 448± 0 〃 アタマ 4．8	

（新）

58 メジャーセブンス 牝3栗 54 柴山 雄一 
社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム B472－ 41：46．61� 94．9�
814 カガストロング 牡3栗 56 川島 信二香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 B472＋101：46．7� 6．8�
45 スズカシニック 牡3鹿 56 加藤 祥太永井 啓弍氏 藤沢 則雄 むかわ 真壁 信一 456－ 41：46．8� 28．4
813 ジ ェ イ コ ブ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史市川義美ホール
ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 488＋101：47．44 49．6�

33 ミスジャスミン 牝3鹿 54 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 424＋ 21：48．03� 66．8�
610 プランタンヴェール 牝3鹿 54 吉村 智洋 �グリーンファーム林 徹 千歳 社台ファーム 504＋ 41：48．63� 12．9�

（兵庫）

22 ローゼンオルデン 牝3芦 54
51 ▲藤田菜七子宮川 保氏 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412＋ 21：48．7� 30．0�
57 ファンシーラン 牝3鹿 54 丹内 祐次岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 424＋ 61：51．1大差 96．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，516，400円 複勝： 34，894，500円 枠連： 10，362，200円
馬連： 36，654，700円 馬単： 18，549，000円 ワイド： 34，252，200円
3連複： 55，997，100円 3連単： 61，630，100円 計： 274，856，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 190円 � 460円 � 740円 枠 連（1－6） 1，860円

馬 連 �� 3，290円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 2，230円 �� 4，240円

3 連 複 ��� 26，150円 3 連 単 ��� 127，290円

票 数

単勝票数 計 225164 的中 � 48398（1番人気）
複勝票数 計 348945 的中 � 62368（2番人気）� 17982（7番人気）� 10309（8番人気）
枠連票数 計 103622 的中 （1－6） 4308（10番人気）
馬連票数 計 366547 的中 �� 8617（14番人気）
馬単票数 計 185490 的中 �� 2663（21番人気）
ワイド票数 計 342522 的中 �� 7849（12番人気）�� 3940（23番人気）�� 2037（39番人気）
3連複票数 計 559971 的中 ��� 1606（81番人気）
3連単票数 計 616301 的中 ��� 351（392番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．0―42．0―54．4―1：06．5―1：19．2―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．4
1
3
1，4（2，9）10（5，7）6，13（8，12）14，11－3
1，4，9，10（2，6，12）（5，8，11，13）3（7，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイサンシャイン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．7．21 中京4着

2016．2．12生 牡3栗 母 フラッテローザ 母母 フ ァ ー ザ 13戦1勝 賞金 12，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファンシーラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月24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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 インターロード号・オーミシンゲン号・スキンズマッチ号・ビービーシャルト号・プリモパンサー号・

メイショウフナカジ号・ユキエチャン号・レッツゴームーチョ号
※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。

24028 8月24日 曇 稍重 （1札幌2） 第3日 第4競走 ��
��1，500�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
1：27．4
1：27．4

良
良

610 クリノイヴァンカ 牝3鹿 54
51 ▲菅原 明良栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか タイヘイ牧場 462＋101：30．4 56．5�

45 レッドクレオス 牡3栗 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 2．7�
814� クロスオブヴァロー 牡3鹿 56 浜中 俊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 英 D. J. and

Mrs Deer 450－ 41：30．61� 14．0�
11 ロードアブソルート 牡3鹿 56 三浦 皇成 �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 434－ 41：30．81� 11．7�
22 ボ ナ セ ー ラ 牡3鹿 56 武 豊山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B464－ 21：30．9	 6．1�
57 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 430＋ 41：31．11� 3．6	
712 セイウンシェリー 牝3栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー

クスタツド B430－ 61：31．2	 185．9

813 スマートユニバンス 牡3栗 56 戸崎 圭太亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：31．3	 24．3�
46 ティーフルムーン 牝3鹿 54 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 422＋ 21：31．61
 18．5�
711 マ メ シ ボ リ �3黒鹿56 吉田 隼人ミルファーム 奥平 雅士 浦河 ミルファーム 392－ 41：31．7	 125．2�
58 フ ォ ー エ ロ 牡3青鹿 56

55 ☆横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新冠 赤石 久夫 458＋10 〃 アタマ 191．5�
69 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 424＋ 41：31．8
 8．2�
34 � プリンシパル 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星ゴドルフィン 矢作 芳人 英 Cheveley Park
Stud Ltd B514＋24 〃 ハナ 76．9�

33 ベストオンアース 牝3栗 54 吉村 智洋�須野牧場 伊藤 大士 むかわ 上水牧場 482＋ 41：31．9
 39．6�
（兵庫）

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，240，300円 複勝： 44，132，900円 枠連： 8，840，400円
馬連： 41，446，200円 馬単： 21，305，600円 ワイド： 37，808，400円
3連複： 62，699，500円 3連単： 78，410，500円 計： 324，883，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，650円 複 勝 � 1，490円 � 160円 � 640円 枠 連（4－6） 930円

馬 連 �� 12，810円 馬 単 �� 33，780円

ワ イ ド �� 3，830円 �� 12，250円 �� 1，330円

3 連 複 ��� 53，070円 3 連 単 ��� 512，140円

票 数

単勝票数 計 302403 的中 � 4276（10番人気）
複勝票数 計 441329 的中 � 6009（10番人気）� 101278（1番人気）� 14938（8番人気）
枠連票数 計 88404 的中 （4－6） 7291（3番人気）
馬連票数 計 414462 的中 �� 2506（30番人気）
馬単票数 計 213056 的中 �� 473（75番人気）
ワイド票数 計 378084 的中 �� 2523（32番人気）�� 779（59番人気）�� 7550（16番人気）
3連複票数 計 626995 的中 ��� 886（110番人気）
3連単票数 計 784105 的中 ��� 111（792番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―17．9―29．5―41．6―53．7―1：05．8―1：18．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．7

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

クリノイヴァンカ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Holy Roman Emperor デビュー 2018．7．22 函館7着

2016．1．26生 牝3鹿 母 ローマンクィーン 母母 Wadud 5戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 クリノイヴァンカ号の騎手菅原明良は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて令和元年8月31日から令和元年9月

1日まで騎乗停止。（被害馬：14番・7番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ピエナアイリス号・マルニ号
（非抽選馬） 2頭 シュンカジョウ号・トモジャナイト号
※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。



24029 8月24日 曇 不良 （1札幌2） 第3日 第5競走 ��
��1，700�2歳新馬

発走12時15分 （ダート・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� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．9

稍重
稍重

22 ヴ ォ ル ス ト 牡2鹿 54 C．ルメール�ノースヒルズ 宮本 博 新ひだか 桜井牧場 484 ―1：47．2 1．9�
79 バ カ ラ 牡2栗 54 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 520 ― 〃 クビ 4．3�
78 ロンギングフレンド 牝2黒鹿54 川田 将雅坂本 浩一氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 496 ―1：47．62� 5．9�
44 フ ィ ー バ ス 牡2鹿 54 戸崎 圭太松村 真司氏 田中 剛 新ひだか 中村 和夫 468 ―1：47．81� 17．9�
810 シュプレムラン 牡2黒鹿54 丹内 祐次島川 �哉氏 田中 博康 日高 有限会社 エ

スティファーム 480 ―1：48．65 187．1	
811 ブロンテビーチ 牡2栗 54 岩田 康誠�フクキタル 加藤 征弘 新冠 パカパカ

ファーム 494 ―1：49．02� 45．2

55 デ ク ス タ ー 牡2栗 54 横山 和生小林竜太郎氏 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 448 ― 〃 クビ 60．1�
11 グラッツィエディオ 牝2栗 54 三浦 皇成安原 浩司氏 戸田 博文 新ひだか 岡田牧場 472 ―1：49．1� 59．6�
67 チ ャ ン ス 牡2青鹿 54

53 ☆横山 武史�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 418 ― 〃 ハナ 12．0
66 ゴ リ ン 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成杉澤 光雄氏 高橋 義忠 新ひだか 前谷 武志 488 ―1：50．16 18．7�
33 エコロファントム 牡2黒鹿54 勝浦 正樹原村 正紀氏 菊沢 隆徳 新ひだか タイヘイ牧場 466 ―1：50．84 89．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，196，500円 複勝： 30，836，300円 枠連： 9，528，300円
馬連： 33，756，900円 馬単： 22，254，000円 ワイド： 27，860，900円
3連複： 45，722，600円 3連単： 73，730，800円 計： 277，886，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（2－7） 190円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 200円 �� 210円 �� 360円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 1，860円

票 数

単勝票数 計 341965 的中 � 150570（1番人気）
複勝票数 計 308363 的中 � 106299（1番人気）� 53836（2番人気）� 49734（3番人気）
枠連票数 計 95283 的中 （2－7） 37913（1番人気）
馬連票数 計 337569 的中 �� 65113（1番人気）
馬単票数 計 222540 的中 �� 29697（1番人気）
ワイド票数 計 278609 的中 �� 37656（1番人気）�� 36519（2番人気）�� 17095（4番人気）
3連複票数 計 457226 的中 ��� 48491（1番人気）
3連単票数 計 737308 的中 ��� 28615（1番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―12．9―13．0―12．7―12．4―12．3―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．7―31．6―44．6―57．3―1：09．7―1：22．0―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴ ォ ル ス ト �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2017．2．7生 牡2鹿 母 ナスケンアイリス 母母 オブザーヴァント 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24030 8月24日 曇 稍重 （1札幌2） 第3日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時45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
1：58．6
1：56．1

良
良

611 ストームリッパー �3鹿 56 川田 将雅吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B488＋ 22：04．6 10．8�
510 レッドアクトレス 牝3栗 54 荻野 極 �東京ホースレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 412－ 82：04．91� 10．1�
24 バイキングクラップ 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 498－ 42：05．0� 4．4�
815 シークレットアイズ 牡3黒鹿56 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 498－ 2 〃 ハナ 3．8�

（香港）

12 レンジャーガール 牝3鹿 54 国分 恭介戸賀 智子氏 河内 洋 日高 Shall Farm 452± 0 〃 クビ 10．6	
23 トーセングラン 牡3鹿 56 三浦 皇成島川 
哉氏 田村 康仁 日高 有限会社 エ

スティファーム 420－ 42：05．1クビ 5．4�
612 アークロイヤル 牝3栗 54 岩田 康誠原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 410± 02：05．2� 15．5�
11 ベ レ ー ザ 牝3鹿 54 横山 和生 �カナヤマホール

ディングス 奥村 武 浦河 酒井牧場 462－ 12：05．3� 353．9
36 カフジローズ 牝3鹿 54 古川 吉洋加藤 守氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 504＋182：05．51	 112．2�
48 ケイアイネイビー 牡3栗 56 吉田 隼人亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 450－ 42：05．6� 43．5�
47 コウソクラッシュ �3黒鹿56 柴山 雄一野﨑 昭夫氏 中舘 英二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B438± 0 〃 クビ 65．4�
713 アイアムレジェンド 牡3鹿 56 C．オドノヒュー�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 496＋ 82：05．7クビ 34．9�

（愛）

714 ストレイトスタイル 牝3黒鹿54 荻野 琢真廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 410＋ 22：05．8� 178．4�
816 ヴィオラピューロ 牝3栗 54 加藤 祥太西岡 透氏 杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 464－ 42：05．9� 180．8�
59 ウインエルカミーノ 牡3黒鹿 56

53 ▲菅原 明良�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 4 〃 アタマ 127．7�
35 ミケランジェロ 牡3青鹿56 戸崎 圭太梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 454－ 6 〃 クビ 7．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，245，700円 複勝： 48，130，700円 枠連： 11，056，700円
馬連： 44，524，400円 馬単： 21，050，600円 ワイド： 39，372，600円
3連複： 68，644，100円 3連単： 77，194，100円 計： 339，218，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 360円 � 310円 � 180円 枠 連（5－6） 2，410円

馬 連 �� 4，360円 馬 単 �� 8，150円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 940円 �� 960円

3 連 複 ��� 8，540円 3 連 単 ��� 49，520円

票 数

単勝票数 計 292457 的中 � 21517（7番人気）
複勝票数 計 481307 的中 � 30960（8番人気）� 37578（7番人気）� 83577（1番人気）
枠連票数 計 110567 的中 （5－6） 3544（11番人気）
馬連票数 計 445244 的中 �� 7905（24番人気）
馬単票数 計 210506 的中 �� 1935（41番人気）
ワイド票数 計 393726 的中 �� 6353（24番人気）�� 10844（11番人気）�� 10595（12番人気）
3連複票数 計 686441 的中 ��� 6027（35番人気）
3連単票数 計 771941 的中 ��� 1130（206番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―37．2―50．0―1：02．8―1：15．3―1：27．4―1：39．7―1：51．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．2
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ストームリッパー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2018．10．28 東京2着

2016．1．22生 �3鹿 母 スピードリッパー 母母 ポ ッ プ ス 9戦1勝 賞金 12，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 カフジローズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月24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 サンデースクール号
※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。



24031 8月24日 曇 稍重 （1札幌2） 第3日 第7競走 ��
��1，200�3歳以上1勝クラス

発走13時15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 マイネルアルケミー 牡3栗 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 462± 01：09．7 8．7�

510 イーサンパンサー 牡3栗 54 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 460± 01：09．91� 4．9�
816 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 426＋ 4 〃 ハナ 8．0�
12 ヴィーナスフローラ 牝5栗 55 C．ルメール 大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 4 〃 クビ 2．1�
713 クルークヴァール 牡4鹿 57 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 ハナ 19．3�
611 タイキラトナンジュ 牡7鹿 57

54 ▲菅原 明良	大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 456± 01：10．32	 19．6


24 グラドゥアーレ 牡5栗 57 C．オドノヒュー 	シルクレーシング 小西 一男 安平 ノーザンファーム 474－ 41：10．4
 13．7�
（愛）

47 � ブラウンローズ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 B480－ 61：10．5
 25．4�
714 ペイシャゲラン 牝5栗 55 菱田 裕二北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 450＋ 21：10．6	 147．5
23 ブールバール 牝3鹿 52 K．ティータン 寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 448－ 81：10．7クビ 41．8�

（香港）

11 アングレーム 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 	キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 452－ 41：10．91	 15．8�
35 � ヒロノオウカン 牡4青鹿57 川島 信二小野 博郷氏 蛯名 利弘 清水 小野瀬 竜馬 B442＋ 41：11．64 405．0�
815� マイネルアムニス 牡5芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph
Berglar 516＋14 〃 ハナ 61．4�

36 � ト ッ プ ギ ア 牡4鹿 57 吉村 智洋 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 454－ 8 〃 クビ 365．7�
（兵庫）

612 メイショウワキザシ 牡3鹿 54 国分 恭介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 近藤牧場 474＋ 81：11．7クビ 303．3�
48 � ロシアンブルー 牝3黒鹿52 原田 和真 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 新冠 飛渡牧場 422＋ 81：12．23 206．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，679，400円 複勝： 41，405，700円 枠連： 12，895，700円
馬連： 43，254，800円 馬単： 22，615，100円 ワイド： 38，794，700円
3連複： 63，926，500円 3連単： 79，292，500円 計： 332，864，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 240円 � 160円 � 210円 枠 連（5－5） 2，050円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 4，020円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，290円 �� 680円

3 連 複 ��� 4，740円 3 連 単 ��� 28，040円

票 数

単勝票数 計 306794 的中 � 28027（4番人気）
複勝票数 計 414057 的中 � 40443（4番人気）� 80824（2番人気）� 47545（3番人気）
枠連票数 計 128957 的中 （5－5） 4867（10番人気）
馬連票数 計 432548 的中 �� 19917（4番人気）
馬単票数 計 226151 的中 �� 4211（14番人気）
ワイド票数 計 387947 的中 �� 15613（5番人気）�� 7438（13番人気）�� 14924（7番人気）
3連複票数 計 639265 的中 ��� 10111（13番人気）
3連単票数 計 792925 的中 ��� 2050（81番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．1―11．5―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．0―45．5―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マイネルアルケミー �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2018．7．14 福島7着

2016．5．25生 牡3栗 母 ビリーヴザミラクル 母母 アズウィロー 12戦2勝 賞金 34，726，000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） 1頭 フェニアンサイクル号
（非抽選馬） 3頭 コンソラトゥール号・バームブラック号・ファイナライズ号
※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。

24032 8月24日 曇 重 （1札幌2） 第3日 第8競走 ��
��2，400�3歳以上1勝クラス

発走13時50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� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

68 エンダウメント 牡3黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 502＋ 22：32．1レコード 2．4�

710 リ ヴ ィ エ ラ 牡3鹿 54 柴山 雄一 �カナヤマホール
ディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 498＋ 4 〃 ハナ 6．5�

67 スタンサンセイ 牡3鹿 54 C．オドノヒュー 吉田 和美氏 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 526－122：32．2� 6．0�
（愛）

812	 トモジャプリマ 牝5黒鹿 55
54 ☆横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 464＋ 4 〃 ハナ 56．4�

55 サンレイファイト 牡3栗 54
51 ▲団野 大成永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 454＋ 42：32．73 13．9�

79 プレイングラン 牡3栗 54 横山 和生スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 478＋ 6 〃 クビ 14．4	
22 エルティグレ 牡4栗 57 松田 大作
桑田牧場 大久保龍志 浦河 桑田牧場 482± 02：33．01
 4．5�
11 ティーブルーム 牡3栗 54 国分 恭介深見 富朗氏 池添 兼雄 登別 登別上水牧場 458＋ 22：33．53 40．3�
56 � イ グ レ ッ ト 牝4栗 55

52 ▲菅原 明良前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Ltd. B480＋202：34．77 13．2

44 エトワールドパリ 牝4芦 55 荻野 琢真 �グリーンファーム深山 雅史 千歳 社台ファーム 480－ 22：37．3大差 50．1�
811	 ロイヤルアフェア �4栗 57 吉村 智洋 
シルクレーシング 加藤士津八 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B496－102：39．0大差 68．0�
（兵庫）

33 ルメッサージュ 牝3青鹿52 加藤 祥太 
キャロットファーム 大和田 成 安平 ノーザンファーム 424－ 22：39．1
 122．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，509，500円 複勝： 38，548，900円 枠連： 11，291，200円
馬連： 41，352，400円 馬単： 20，934，800円 ワイド： 32，140，900円
3連複： 56，246，900円 3連単： 74，198，700円 計： 302，223，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 170円 � 180円 枠 連（6－7） 400円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 310円 �� 380円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 6，400円

票 数

単勝票数 計 275095 的中 � 89709（1番人気）
複勝票数 計 385489 的中 � 103258（1番人気）� 53642（3番人気）� 47267（4番人気）
枠連票数 計 112912 的中 （6－7） 21811（1番人気）
馬連票数 計 413524 的中 �� 43773（2番人気）
馬単票数 計 209348 的中 �� 13478（2番人気）
ワイド票数 計 321409 的中 �� 28656（2番人気）�� 21846（3番人気）�� 12524（8番人気）
3連複票数 計 562469 的中 ��� 28110（3番人気）
3連単票数 計 741987 的中 ��� 8400（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．0―37．6―50．2―1：02．7―1：15．5―1：28．4―1：41．0―1：53．0―2：05．6―2：18．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F51．1―3F39．1
1
�
4－12（3，8）6，9，5，10－（1，7）（2，11）・（12，8）（9，2）（10，7）（4，5）6－1－11－3

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

勝馬の
紹 介

エンダウメント �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Coronado’s Quest デビュー 2018．12．28 阪神2着

2016．4．29生 牡3黒鹿 母 チャリティークエスト 母母 Sweet Charity 8戦2勝 賞金 22，350，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時51分に変更。
〔発走状況〕 ロイヤルアフェア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔その他〕 ロイヤルアフェア号・ルメッサージュ号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を

除外。
※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 サミットプッシュ号
（非抽選馬） 1頭 リッキー号
※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。



24033 8月24日 曇 稍重 （1札幌2） 第3日 第9競走 ��
��1，800�ル ス ツ 特 別

発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス（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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

810 レッドアステル 牝3鹿 52 武 豊 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 440＋321：50．5 2．0�
11 アドマイヤアルパマ 牝5鹿 55 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434－ 41：50．81� 4．6�
78 マイネルウィルトス 牡3黒鹿54 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 470－ 6 〃 クビ 3．0�
33 マイネルザウバア 牡5栗 57 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 8 〃 アタマ 8．2�
66 アイワナビリーヴ 牝3黒鹿52 戸崎 圭太 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470－ 41：51．65 17．3�
77 ザプリオレス 牡3鹿 54 柴山 雄一村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 504－ 21：52．02	 291．1	
22 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 422＋ 41：52．1� 42．3�
89 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 448－ 21：52．2クビ 178．1�
55 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 506＋ 2 〃 クビ 265．3
44 シルヴァーメテオ 牡5芦 57 C．オドノヒューライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 476－ 21：53．810 130．1�

（愛）

（10頭）

売 得 金
単勝： 43，883，800円 複勝： 42，989，900円 枠連： 9，065，400円
馬連： 52，294，300円 馬単： 32，481，600円 ワイド： 34，039，700円
3連複： 66，467，900円 3連単： 146，369，700円 計： 427，592，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（1－8） 570円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 190円 �� 160円 �� 160円

3 連 複 ��� 340円 3 連 単 ��� 1，670円

票 数

単勝票数 計 438838 的中 � 169399（1番人気）
複勝票数 計 429899 的中 � 102901（2番人気）� 78419（3番人気）� 141609（1番人気）
枠連票数 計 90654 的中 （1－8） 12293（3番人気）
馬連票数 計 522943 的中 �� 72329（3番人気）
馬単票数 計 324816 的中 �� 28784（3番人気）
ワイド票数 計 340397 的中 �� 41645（3番人気）�� 54165（1番人気）�� 53620（2番人気）
3連複票数 計 664679 的中 ��� 142984（1番人気）
3連単票数 計1463697 的中 ��� 63239（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―37．7―50．2―1：02．7―1：15．1―1：27．1―1：38．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドアステル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike デビュー 2018．12．16 中山1着

2016．2．7生 牝3鹿 母 レッドエルザ 母母 Belva 4戦2勝 賞金 25，890，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時26分に変更。
※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。

24034 8月24日 曇 稍重 （1札幌2） 第3日 第10競走 ��
��1，200�2019ワールドオールスタージョッキーズ第1戦

発走15時00分 （国際騎手招待） （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）30．8．25以降1．8．18まで平地競走（地方競馬指
定交流競走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る；負担
重量は，3歳56�4歳以上58�，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 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

712 ア リ ン ナ 牝5鹿 56 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 436＋ 41：09．9 5．3�

814� ショウナンアリアナ 牝3鹿 54 武 豊国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-
ente Holding 416＋ 6 〃 クビ 4．8�

813 オ フ ク ヒ メ 牝6黒鹿56 川田 将雅山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 466－ 41：10．0	 4．7�
22 タイセイソニック 牡4黒鹿58 戸崎 圭太田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 460－ 61：10．1クビ 14．6�
610 ウォーターエデン 牝3鹿 54 M．ミシェル山岡 良一氏 岡田 稲男 新冠 須崎牧場 482＋121：10．31
 16．1�

（仏）

69 マーマレードガール 牝3黒鹿54 吉村 智洋 	ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 464＋ 81：10．51 8．0

（兵庫）

57 ク ー リ ュ 牝5鹿 56 浜中 俊ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 470－ 81：10．6	 23．4�
58 ロイヤルメジャー 牝5鹿 56 L．オールプレス 本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 B444－ 4 〃 アタマ 51．6�

（新）

33 � ベリースコール �6黒鹿58 J．ルパルー田畑 利彦氏 渡辺 薫彦 仏 Mr Franck
Benillouche 492＋ 2 〃 クビ 24．0

（米）

46 ロードラズライト �4青鹿58 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 446－ 4 〃 アタマ 85．7�
711 パッションチカ 牝5鹿 56 藤田菜七子冨沢 敦子氏 田所 秀孝 浦河 浦河小林牧場 450＋ 21：10．7	 44．0�
11 キングキングキング �4黒鹿58 K．ティータン 嶋田 賢氏 牧田 和弥 浦河 辻 牧場 478＋ 2 〃 クビ 58．3�

（香港）

34 ヴァリアント 牡3青鹿56 的場 文男 �カナヤマホール
ディングス 西浦 勝一 新冠 守矢牧場 468± 01：11．44 4．3�

（大井）

45 ウォーターバオバブ 牡6栗 58 C．オドノヒュー 山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 496－ 41：12．57 197．5�
（愛）

（14頭）

売 得 金
単勝： 46，986，900円 複勝： 62，403，500円 枠連： 25，924，800円
馬連： 109，036，400円 馬単： 43，885，300円 ワイド： 71，167，900円
3連複： 157，615，500円 3連単： 189，758，100円 計： 706，778，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 170円 � 150円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 460円 �� 420円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，690円 3 連 単 ��� 9，210円

票 数

単勝票数 計 469869 的中 � 70779（4番人気）
複勝票数 計 624035 的中 � 78336（4番人気）� 98980（3番人気）� 112553（1番人気）
枠連票数 計 259248 的中 （7－8） 30320（2番人気）
馬連票数 計1090364 的中 �� 75891（1番人気）
馬単票数 計 438853 的中 �� 14366（3番人気）
ワイド票数 計 711679 的中 �� 38541（3番人気）�� 42827（2番人気）�� 47188（1番人気）
3連複票数 計1576155 的中 ��� 69885（1番人気）
3連単票数 計1897581 的中 ��� 14933（6番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．0―11．6―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．6―45．2―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．3
3 ・（9，4）（3，12，8）（10，14）6（1，2，7，13）－5，11 4 ・（9，4）（12，8）（3，14）（10，13）7（6，2）1－11，5

勝馬の
紹 介

ア リ ン ナ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2016．10．15 京都2着

2014．2．21生 牝5鹿 母 ヴンダーゾンネ 母母 キョウエイタイヨウ 24戦4勝 賞金 67，238，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ウォーターバオバブ号の調教師岡田稲男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
※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。



24035 8月24日 曇 稍重 （1札幌2） 第3日 第11競走 ��
��2，000�2019ワールドオールスタージョッキーズ第2戦

発走15時35分 （国際騎手招待） （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下）30．8．25以降1．8．18まで平地競走（地方競馬指
定交流競走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る，除未
出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

711 ウインイクシード 牡5黒鹿58 K．ティータン �ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 498＋ 82：02．4 6．4�
（香港）

610 リリックドラマ 牝5鹿 56 戸崎 圭太ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 22：02．5� 17．5�

33 ゴールドフラッグ 牡4黒鹿58 川田 将雅合同会社小林英一
ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B500± 02：02．6	 20．4�

11 ド ゥ ー カ 牡6栗 58 M．ミシェル �カナヤマホールディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 496＋ 22：02．7クビ 40．9�
（仏）

58 マスターコード 牡5黒鹿58 浜中 俊�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 478＋122：02．91	 11．4�

813 オブリゲーション 牡6鹿 58 吉村 智洋	辻牧場 奥村 豊 浦河 辻 牧場 456± 0 〃 アタマ 73．4

（兵庫）

46 カリビアンゴールド 牝5黒鹿56 C．オドノヒューゴドルフィン 
島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474＋ 42：03．22 2．3�

（愛）

712 ハナズレジェンド 牡6栗 58 三浦 皇成広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 456＋ 22：03．4� 9．7�
814 ロ ラ イ マ �6鹿 58 L．オールプレス 	社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 456＋102：03．5	 30．2

（新）

34 ペイドメルヴェイユ 牝5栗 56 武 豊吉田 照哉氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476＋ 82：03．6	 26．6�
57 マイハートビート 牡4鹿 58 藤田菜七子三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 462± 02：03．7	 6．2�
22 カレンシリエージョ 牝4栗 56 C．ルメール 鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 480－ 42：04．55 15．5�
45 サウンドバーニング 牡7鹿 58 的場 文男増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 424＋ 42：05．03 146．8�

（大井）

69 プロフェット �6鹿 58 J．ルパルー 	キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 62：05．42	 37．6�
（米）

（14頭）

売 得 金
単勝： 74，278，600円 複勝： 95，098，600円 枠連： 48，834，100円
馬連： 210，373，600円 馬単： 78，768，900円 ワイド： 126，005，100円
3連複： 333，993，900円 3連単： 405，888，300円 計： 1，373，241，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 250円 � 450円 � 570円 枠 連（6－7） 1，990円

馬 連 �� 6，370円 馬 単 �� 12，230円

ワ イ ド �� 1，970円 �� 2，760円 �� 2，830円

3 連 複 ��� 39，920円 3 連 単 ��� 197，760円

票 数

単勝票数 計 742786 的中 � 92149（3番人気）
複勝票数 計 950986 的中 � 114528（3番人気）� 52802（6番人気）� 40180（8番人気）
枠連票数 計 488341 的中 （6－7） 18935（8番人気）
馬連票数 計2103736 的中 �� 25581（19番人気）
馬単票数 計 787689 的中 �� 4828（35番人気）
ワイド票数 計1260051 的中 �� 16644（20番人気）�� 11750（34番人気）�� 11428（36番人気）
3連複票数 計3339939 的中 ��� 6274（120番人気）
3連単票数 計4058883 的中 ��� 1488（535番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．7―48．9―1：01．2―1：13．0―1：24．9―1：37．1―1：49．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．5
1
3

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

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

ウインイクシード �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．11．19 東京4着

2014．4．17生 牡5黒鹿 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 19戦4勝 賞金 86，302，000円
※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。

24036 8月24日 曇 重 （1札幌2） 第3日 第12競走 ��1，700�ニ セ コ 特 別
発走16時15分 （ダート・右）

3歳以上，1勝クラス（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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

22 ホウオウライジン 牡3栗 54 坂井 瑠星小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 476＋101：44．9 12．7�
44 ウインドオブホープ �6栗 57 浜中 俊�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 536－ 2 〃 ハナ 19．0�
810 ブラックカード 牡5黒鹿57 吉田 隼人岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B470＋ 21：45．0� 5．9�
78 テーオーポシブル 牡3鹿 54 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 6 〃 クビ 5．1�
811 ロマンティコ �3鹿 54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 若林牧場 538－ 21：45．31� 2．3�
33 	 マイティバローズ 牡4青鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 432－ 41：45．83 109．1	
66 ハギノオムイデアル 牡3鹿 54 武 豊日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 478＋ 41：46．01� 29．3

67 ロダルキラー 牡3栗 54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 三石川上牧場 506－ 41：46．1クビ 8．4�
55 ホウオウトゥルース �3栗 54 三浦 皇成小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 41：46．52� 6．8
79 イクヨロブロイ 牡4黒鹿57 勝浦 正樹太陽光� 浅野洋一郎 日高 浜本牧場 B472－ 2 〃 ハナ 159．4�
11 	 デ ス ト ロ イ 牡5栗 57 菅原 明良諸岡 慶氏 高橋 裕 日高 藤本 直弘 B502＋ 41：46．81� 137．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，908，000円 複勝： 73，198，400円 枠連： 20，856，500円
馬連： 100，040，200円 馬単： 49，002，000円 ワイド： 71，379，300円
3連複： 140，213，600円 3連単： 210，619，400円 計： 726，217，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 240円 � 310円 � 170円 枠 連（2－4） 6，690円

馬 連 �� 6，030円 馬 単 �� 13，160円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 630円 �� 850円

3 連 複 ��� 6，820円 3 連 単 ��� 61，620円

票 数

単勝票数 計 609080 的中 � 38144（6番人気）
複勝票数 計 731984 的中 � 75591（6番人気）� 54248（7番人気）� 130966（2番人気）
枠連票数 計 208565 的中 （2－4） 2416（18番人気）
馬連票数 計1000402 的中 �� 12848（22番人気）
馬単票数 計 490020 的中 �� 2791（44番人気）
ワイド票数 計 713793 的中 �� 12672（21番人気）�� 29845（8番人気）�� 21641（13番人気）
3連複票数 計1402136 的中 ��� 15411（29番人気）
3連単票数 計2106194 的中 ��� 2478（209番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．6―29．1―41．6―54．4―1：07．1―1：19．6―1：31．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウライジン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．6．24 阪神4着

2016．5．1生 牡3栗 母 ガールオンファイア 母母 レディブロンド 8戦2勝 賞金 24，101，000円



（1札幌2）第3日 8月24日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
不良後重

競走回数 12回 出走頭数 149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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

192，770，000円
6，480，000円
19，980，000円
1，860，000円
25，570，000円
37，210，000円
62，737，500円
17，120，000円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
447，626，100円
572，307，500円
172，980，100円
772，267，000円
370，240，100円
559，440，500円
1，128，015，500円
1，550，129，300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 5，573，006，100円

総入場人員 12，862名 （有料入場人員 11，454名）
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