
２２０３７ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第１競走 ��
��１，０００�サラブレッド系２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� コースレコード

中央レコード

５８．５
５７．７

良

重

７７ エブリイニューデイ 牡２黒鹿５４ 上野 翔津村 圭一氏 目野 哲也 新ひだか 三石橋本牧場 ５１０－ ２１：００．７ ４．１�

４４ マリンバラッド 牡２栗 ５４ 中舘 英二山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４５４± ０１：００．８� ３．２�
５５ トップオブザヘヴン 牝２黒鹿５４ 藤田 伸二�グランド牧場 本田 優 新ひだか グランド牧場 ４３６－ ４１：００．９クビ ３．２�
８１０ キ セ キ 牡２鹿 ５４ 吉田 稔浅見 國一氏 浅見 秀一 新ひだか マツケン農場 ４７０＋ ４１：０１．０� ５２．０�

（北海道）

８９ ロードセイバー 牡２栗 ５４ 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか 藤井 益美 ４５８＋１０１：０１．２１� ９．７�
１１ ユキノサイレンス 牡２鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介遠藤 宗義氏 領家 政蔵 日高 浜本牧場 ４４０－ ２１：０１．６２� ５．９	
２２ ケイアイキッズ 牡２芦 ５４

５２ △荻野 琢真 �啓愛義肢材料販売所 平田 修 新ひだか 松田 三千雄 ４３８－ ６１：０１．７� ５４．３

７８ ジンリッキー 牝２栗 ５４ 川島 信二西森 鶴氏 和田 正道 浦河 鵜木 唯義 ４５０＋ ４１：０２．５５ １２０．１�
６６ クリノキングビート 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠栗本 博晴氏 高市 圭二 新冠 高橋 忍 ４６６＋ ４１：０２．６� １９．３�
３３ ヒッパリダコ 牝２青 ５４ 中谷 雄太桐谷 茂氏 小林 常泰 新ひだか 中橋 正 ４２８－ ４１：０４．１９ ２０８．６

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，４０８，３００円 複勝： １７，６４３，０００円 枠連： ５，８１１，６００円

普通馬連： ２５，６２４，０００円 馬単： ２３，６９０，４００円 ワイド【拡大馬連】： １０，３９２，２００円

３連複： ３４，９４０，６００円 ３連単： ６８，５２５，２００円 計： １９８，０３５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（４－７） ７３０円

普通馬連 �� ７６０円 馬 単 �� １，６９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２７０円 �� ２００円 �� ２２０円

３ 連 複 ��� ６１０円 ３ 連 単 ��� ４，６９０円

票 数

単勝票数 計 １１４０８３ 的中 � ２２４０４（３番人気）
複勝票数 計 １７６４３０ 的中 � ３３２６８（３番人気）� ３３７６０（２番人気）� ４８９９６（１番人気）
枠連票数 計 ５８１１６ 的中 （４－７） ５９４３（３番人気）
普通馬連票数 計 ２５６２４０ 的中 �� ２５１７５（３番人気）
馬単票数 計 ２３６９０４ 的中 �� １０３６９（８番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １０３９２２ 的中 �� ８８４７（３番人気）�� １４３６７（１番人気）�� １２０１６（２番人気）
３連複票数 計 ３４９４０６ 的中 ��� ４２５１５（１番人気）
３連単票数 計 ６８５２５２ 的中 ��� １０８００（１２番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．４―１２．０―１１．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．６―２４．０―３６．０―４７．７

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エブリイニューデイ �
�
父 アドマイヤボス �

�
母父 マ イ ニ ン グ デビュー ２００９．７．１２ 札幌２着

２００７．２．１９生 牡２黒鹿 母 マイニングレディ 母母 アイアンレディ ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００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。



２２０３８ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時１０分 （ダート・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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

８１３ ナ パ 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二ユアストーリー 小島 茂之 早来 ノーザンファーム ４３８＋ ２１：４７．１ ３．０�

４５ エレガントマナー 牝３鹿 ５４ 横山 典弘吉田 勝己氏 萩原 清 早来 ノーザンファーム ４４８＋１０１：４７．２� ６．８�
７１０ リンガスアクトレス 牝３栗 ５４ 津村 明秀伊藤 巖氏 武市 康男 静内 三木田 頼嗣 ４５６＋ ４１：４７．５１� １０９．６�
２２ レッドストリング 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４６８＋ ４１：４７．６� ２．１�
６８ エアカサミラ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８０－ ８１：４７．７クビ ８．９�
７１１ スプリンググレン 牝３栗 ５４

５１ ▲丸山 元気加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 ４４２＋ ６１：４８．３３� １３．３�
８１２ ス ピ ネ ッ タ 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝池谷 誠一氏 鈴木 伸尋 浦河 桑田牧場 ４７４＋ ８１：４８．７２� ２２．６	
１１ スイートデビル 牝３青鹿 ５４

５１ ▲国分 優作加藤 信之氏 水野 貴広 新ひだか 片岡 博 ４７４－ ８１：４８．９１� ４６．２

３３ ブラストエルサ 牝３鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介村中 徳広氏 池上 昌弘 静内 佐竹 学 ４６６－ ２１：４９．６４ ６０．５�
６９ ミスケンタッキー 牝３青鹿５４ 田中 博康 �ユートピア牧場 伊藤 大士 登別 ユートピア牧場 ４８２－ ４１：４９．９２ ２５４．４
５６ シャルトルブルー 牝３鹿 ５４ 的場 勇人 �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ６１：５０．１１� ９６．７�
４４ ブレークダンス 牝３青 ５４ 池添 謙一�協和牧場 佐山 優 新冠 協和牧場 ４７０＋１２１：５０．８４ ３００．３�
５７ ステファナイト 牝３鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太加藤 厚子氏 成島 英春 新冠 大狩部牧場 ４９０－ ４１：５１．８６ ４１３．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，５２６，７００円 複勝： ２４，１６９，３００円 枠連： ７，９１０，８００円

普通馬連： ２８，５３０，８００円 馬単： ２７，６９６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １２，７５２，２００円

３連複： ３９，７７９，３００円 ３連単： ７７，８６６，４００円 計： ２３２，２３２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １９０円 � ２７０円 � ２，１７０円 枠 連（４－８） ９６０円

普通馬連 �� １，３８０円 馬 単 �� ２，１２０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５６０円 �� ２，９７０円 �� ４，９６０円

３ 連 複 ��� ２２，３５０円 ３ 連 単 ��� ６７，３７０円

票 数

単勝票数 計 １３５２６７ 的中 � ３６５４７（２番人気）
複勝票数 計 ２４１６９３ 的中 � ４１７２６（２番人気）� ２４６８９（３番人気）� ２２２７（１０番人気）
枠連票数 計 ７９１０８ 的中 （４－８） ６１２２（３番人気）
普通馬連票数 計 ２８５３０８ 的中 �� １５３３７（５番人気）
馬単票数 計 ２７６９６９ 的中 �� ９６７７（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １２７５２２ 的中 �� ６０９１（５番人気）�� １０１８（２５番人気）�� ６０４（３１番人気）
３連複票数 計 ３９７７９３ 的中 ��� １３１４（４８番人気）
３連単票数 計 ７７８６６４ 的中 ��� ８５３（１６８番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．３―１２．４―１３．３―１３．１―１２．８―１２．３―１２．２―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―３０．６―４３．９―５７．０―１：０９．８―１：２２．１―１：３４．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナ パ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Peaks and Valleys デビュー ２００８．９．７ 札幌２着

２００６．１．３０生 牝３黒鹿 母 ラヴァーズチェイス 母母 パルフェアムール ６戦１勝 賞金 １３，１００，０００円



２２０３９ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１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� コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

７１０ スズカブリザード 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ５００＋ ２１：４６．６ １４．０�

６９ エアザゲーム 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 ５１０－ ４ 〃 クビ ９．４�
７１１ マルブツハッピー 牡３青鹿 ５６

５４ △宮崎 北斗大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４５８－ ２１：４７．０２� ２．５�
８１３ ヨシキタドッコイ 牡３鹿 ５６ 中谷 雄太田辺 喜彦氏 石毛 善彦 門別 木村牧場 ４８０＋ ２１：４７．３１� １０９．４�
６８ アドマイヤワンダ 牡３鹿 ５６ 的場 勇人近藤 利一氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４９４± ０ 〃 クビ ７４．８�
４４ ヤマチョウサン 牡３黒鹿５６ 田中 博康長谷川 彰氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム ４５０＋ ２１：４８．０４ ７．２�
５６ インテネブリス 牡３黒鹿５６ 松田 大作 	社台レースホース庄野 靖志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５２４＋ ６１：４８．２１ ２４．３

３３ レッドスコルピオン 牡３栗 ５６

５３ ▲国分 優作 �東京ホースレーシング 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 ４６０－ ２ 〃 クビ ２０．９�
５７ ブレーヴクン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 	丸幸小林牧場 相沢 郁 浦河 丸幸小林牧場 ４８２＋ ６１：４８．４１ ９．６�
２２ エーシンオナー 牡３栗 ５６ 吉田 稔�栄進堂 野元 昭 浦河 栄進牧場 ４６８＋ ６１：４９．７８ ４．１

（北海道）

４５ マスタードリーム 牡３栗 ５６ 中舘 英二山本 慎一氏 清水 出美 えりも エクセルマネジメント ４９６＋ ８１：４９．９１� １５．８�
８１２ ユキノマジック 牝３栗 ５４ 船曳 文士河原 純之氏 羽月 友彦 浦河 絵笛牧場 ４４２－ ４１：５０．３２� １４５．５�
１１ ベルモントアシュラ 牡３鹿 ５６ 梶 晃啓 	ベルモントファーム 田村 康仁 新冠 ベルモント

ファーム ４８２＋１８１：５２．９大差 １３５．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，８００，６００円 複勝： １７，２５９，７００円 枠連： ８，８８５，８００円

普通馬連： ２６，６８０，６００円 馬単： ２１，２８８，３００円 ワイド【拡大馬連】： １１，６５９，９００円

３連複： ３７，３２４，９００円 ３連単： ６２，６３９，９００円 計： １９６，５３９，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４００円 複 勝 � ５２０円 � ３３０円 � １４０円 枠 連（６－７） １，０７０円

普通馬連 �� ９，１８０円 馬 単 �� ２１，２９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，１７０円 �� １，０５０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ７，１２０円 ３ 連 単 ��� ７５，６６０円

票 数

単勝票数 計 １０８００６ 的中 � ６１０４（６番人気）
複勝票数 計 １７２５９７ 的中 � ６５１３（８番人気）� １１４４７（５番人気）� ４８７１１（１番人気）
枠連票数 計 ８８８５８ 的中 （６－７） ６１３７（５番人気）
普通馬連票数 計 ２６６８０６ 的中 �� ２１４６（３２番人気）
馬単票数 計 ２１２８８３ 的中 �� ７３８（６５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １１６５９９ 的中 �� １２４３（２６番人気）�� ２６７７（１２番人気）�� ７０６２（４番人気）
３連複票数 計 ３７３２４９ 的中 ��� ３８７０（２７番人気）
３連単票数 計 ６２６３９９ 的中 ��� ６１１（２６７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１８．０―３０．４―４３．３―５６．２―１：０８．８―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４F５０．４―３F３７．８
１
３
７（１，９）１１，３（１０，１３）（６，１２）－８－（２，４）－５・（７，９，１１）（１０，１３）１（３，６，１２）８（４，５）２

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

勝馬の
紹 介

スズカブリザード �
�
父 ラスカルスズカ �

�
母父 Danzig デビュー ２００９．７．１１ 阪神１３着

２００６．５．２８生 牡３鹿 母 ブリイジースズカ 母母 Sea Breezer ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 マスタードリーム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マスタードリーム号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ベルモントアシュラ号は，平成２１年９月９日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 スマイルトゥゲザー号・ブローヒッター号
※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。



２２０４０ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第４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
１：４６．７

良

良

１１ モ ズ 牡２青 ５４ 岩田 康誠�グランプリ 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４７０ ―１：５１．８ ４．０�

６６ バ シ レ ウ ス 牡２鹿 ５４ 横山 典弘広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 有限会社石川牧場 ４５０ ―１：５１．９� １５．９�
７７ ヤングアットハート 牡２栗 ５４ 藤田 伸二 �社台レースホース松山 康久 千歳 社台ファーム ４９６ ― 〃 クビ ２．８�
５５ � ユメユメユメ 牡２鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 稲葉 隆一 愛 Airlie Stud ４９０ ―１：５２．１１� ９．０�
３３ ダイヤアストライア 牝２鹿 ５４ 中舘 英二 �ダイヤモンドファーム 高橋 裕 浦河 ダイヤモンドファーム ４９６ ―１：５２．６３ ２７．７�
８８ マジェスティバイオ 牡２鹿 ５４ 松田 大作バイオ� 藤原 英昭 平取 清水牧場 ４８０ ― 〃 ハナ ７０．１	
４４ ダンツブラボー 牡２栗 ５４ 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 浦河 野表 俊一 ４７０ ―１：５２．８１� ９．２

２２ ラブコジーン 牝２芦 ５４ 吉田 稔増田 陽一氏 中村 均 新冠 タニグチ牧場 ４４０ ―１：５３．０１� １１５．１�

（北海道）

８９ ソルスティス 牝２芦 ５４ 後藤 浩輝 �キャロットファーム 伊藤 圭三 むかわ 上水牧場 ４９２ ―１：５４．４９ ３．３�

（９頭）

売 得 金

単勝： １４，８３１，８００円 複勝： １５，３０７，７００円 枠連： ５，８２５，９００円

普通馬連： ２５，３５９，３００円 馬単： ２５，０８８，２００円 ワイド【拡大馬連】： ９，５１５，７００円

３連複： ３０，７７１，９００円 ３連単： ７３，６７２，３００円 計： ２００，３７２，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � ３１０円 � １５０円 枠 連（１－６） ３，２４０円

普通馬連 �� ３，３１０円 馬 単 �� ５，０００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ７２０円 �� ３１０円 �� ９００円

３ 連 複 ��� ３，０００円 ３ 連 単 ��� １９，５６０円

票 数

単勝票数 計 １４８３１８ 的中 � ２９３１９（３番人気）
複勝票数 計 １５３０７７ 的中 � ２５２４５（３番人気）� １０１３２（６番人気）� ３３７４４（２番人気）
枠連票数 計 ５８２５９ 的中 （１－６） １３３０（１５番人気）
普通馬連票数 計 ２５３５９３ 的中 �� ５６６７（１４番人気）
馬単票数 計 ２５０８８２ 的中 �� ３７０７（２３番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ９５１５７ 的中 �� ３０８８（１０番人気）�� ８６３６（３番人気）�� ２４２５（１３番人気）
３連複票数 計 ３０７７１９ 的中 ��� ７５９５（１１番人気）
３連単票数 計 ７３６７２３ 的中 ��� ２７８０（７３番人気）

ハロンタイム １２．９―１２．２―１３．２―１２．７―１２．５―１２．０―１２．１―１１．９―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．９―２５．１―３８．３―５１．０―１：０３．５―１：１５．５―１：２７．６―１：３９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．３―３F３６．３
１
３

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

・（１，３）４（５，８，９）（６，７）－２・（１，３）４（５，７）８，６，２，９
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モ ズ 
�
父 スペシャルウィーク 

�
母父 Storm Boot 初出走

２００７．２．２２生 牡２青 母 ベストブート 母母 Bright Tiara １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 モズ号は，枠入り不良。発走時刻２分遅延。
〔調教再審査〕 モズ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



２２０４１ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第５競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳

発走１３時００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

１：０７．９
１：０６．５

良

良

３５ ワニタレスタリ 牝３黒鹿５４ 横山 典弘加藤 信之氏 境 征勝 浦河 �原 敏明 ４５４－ ６１：０９．２ ３．４�

８１６ トリプルスレット 牝３青 ５４ 四位 洋文 �社台レースホース池上 昌弘 千歳 社台ファーム B４５８－ ４１：０９．５２ ４．６�
５１０ レオアドミラル 牡３栗 ５６ 菊沢 隆徳�レオ 萱野 浩二 新冠 守矢牧場 ４７６＋ ２１：０９．７１� ６．１�
４７ ドリームクラフト 牡３栗 ５６ 中舘 英二セゾンレースホース� 佐々木晶三 新冠 ビッグレッドファーム ４５４＋ ２１：０９．８� ８．８�
６１２ ハナノシルキー 牝３栗 ５４ 田中 博康花田 勲氏 成島 英春 平取 高橋 啓 ４４２＋ ４ 〃 クビ １７．７	
２３ レインボーティアラ 牝３鹿 ５４

５３ ☆丸田 恭介岡田 牧雄氏 高橋 裕 静内 岡田スタツド ４４２＋ ４１：１０．０１� １８．９

７１４ カワキタラブポップ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀川島 吉男氏 武市 康男 静内 有限会社 レキ

シントンファーム ４７０－１０ 〃 ハナ ２４．７�
３６ リアルキサラ 牝３鹿 ５４

５２ △荻野 琢真中村 祐子氏 梅田 智之 門別 シンコーファーム ４２２＋ ４１：１０．１� １８．０�
１１ クィーングラス 牝３鹿 ５４ 柴原 央明竹内十志夫氏 昆 貢 新ひだか 木田 祐博 ４８４＋３２１：１０．３１� １２．２
６１１ ハニーゴーオン 牝３黒鹿 ５４

５２ △宮崎 北斗�木村牧場 武藤 善則 門別 木村牧場 ４１２＋ ８１：１０．９３� ６４．６�
１２ セ レ ー サ 牝３栗 ５４ 岩田 康誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小野 幸治 門別 白井牧場 ４６６－１６１：１１．０� ７．０�
７１３ ヴィーナスゴスペル 牝３栗 ５４

５１ ▲国分 優作�下河辺牧場 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 ４４６－ ４１：１１．６３� ３３３．９�
４８ リーニッドスター 牝３鹿 ５４ 後藤 浩輝岡田 牧雄氏 山内 研二 静内 岡田スタツド ４１８＋１６１：１１．８１� １３１．３�
２４ � ダノンブリッジ 牡３栗 ５６ 吉田 稔�ダノックス 森 秀行 露 Voskhod Stud ４６８＋ ８１：１２．０１� ２５７．０�

（北海道）

８１５ デンコウユイマール 牝３栗 ５４ 上野 翔田中 康弘氏 安達 昭夫 浦河 杵臼牧場 ４４８＋１２１：１２．２１� ７４６．７�
５９ ミラクルビンテージ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲丸山 元気江川 伸夫氏 小桧山 悟 様似 清水スタッド ４０２＋２２１：１２．９４ ２８９．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，０２３，６００円 複勝： ２１，４４３，３００円 枠連： １０，６６０，９００円

普通馬連： ３０，９２０，１００円 馬単： ２３，２８６，９００円 ワイド【拡大馬連】： １３，７１４，７００円

３連複： ４３，６９６，６００円 ３連単： ７１，０１４，２００円 計： ２２８，７６０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １７０円 � １７０円 � １８０円 枠 連（３－８） ６５０円

普通馬連 �� １，０５０円 馬 単 �� ２，０５０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３８０円 �� ４６０円 �� ４５０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 ��� ９，４８０円

票 数

単勝票数 計 １４０２３６ 的中 � ３３３０１（１番人気）
複勝票数 計 ２１４４３３ 的中 � ３４９１３（２番人気）� ３５５７０（１番人気）� ３１２９７（３番人気）
枠連票数 計 １０６６０９ 的中 （３－８） １２１４５（１番人気）
普通馬連票数 計 ３０９２０１ 的中 �� ２１８７８（１番人気）
馬単票数 計 ２３２８６９ 的中 �� ８３９１（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １３７１４７ 的中 �� ９２７６（１番人気）�� ７３７８（３番人気）�� ７４１１（２番人気）
３連複票数 計 ４３６９６６ 的中 ��� １５５１０（１番人気）
３連単票数 計 ７１０１４２ 的中 ��� ５５３２（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１１．８―１１．５―１１．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．１―３４．７―４６．５―５８．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．１―３F３４．５
３ ２（１，１１，１４）（１０，１６）３（６，７）５（１２，１３）１５（４，８）９ ４ ・（２，１，１４）（１０，１１，１６）（３，６，７）５－（１２，１３）－（４，１５）（９，８）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ワニタレスタリ �
�
父 エイシンサンディ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００８．８．１７ 札幌２着

２００６．３．１４生 牝３黒鹿 母 ジェネスジェット 母母 サンシャインステラ １０戦１勝 賞金 １２，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミラクルビンテージ号は，平成２１年９月９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 ベコニングキャット号
※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。



２２０４２ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時３５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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

５６ ヒラボクスペシャル 牝３黒鹿５２ 後藤 浩輝�平田牧場 大竹 正博 浦河 鎌田 正嗣 ４４８＋ ２１：４５．２ ５．１�

７１１ ヒロアンジェロ 牝４鹿 ５５ 横山 典弘北所 直人氏 高木 登 静内 見上牧場 ４９０＋ ４１：４５．９４ ２．５�
４５ アースマリン 牝４鹿 ５５ 芹沢 純一松山 増男氏 野元 昭 浦河 アイオイファーム ４８６＋２０１：４６．３２� １１．７�
１１ レティセントガール 牝４黒鹿５５ 岩田 康誠池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３０± ０１：４７．１５ ８．７�
８１３ キララチュール 牝３青鹿５２ 池添 謙一��昭牧場 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 ４４６± ０１：４７．４１� ５．５�
２２ ワキノドライバー 牝５芦 ５５ 藤岡 佑介脇山 良之氏 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４６６－１０ 〃 クビ １０３．１	
６８ クリノマックス 牝３栗 ５２ 川島 信二栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 碧雲牧場 ４６６－１０１：４８．１４ ４４．２

３３ ニシエイビュレット 牝４鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介西舘 榮氏 菅原 泰夫 門別 合資会社カ
ネツ牧場 ４６８＋ ６１：４８．２� ４４．１�

６９ � イントゥザライト 牝４鹿 ５５
５３ △荻野 琢真前田 幸治氏 白井 寿昭 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０－ ４１：４８．９４ ４０．５�

５７ クリムゾンブーケ 牝３栗 ５２ 中舘 英二 �キャロットファーム 石坂 正 早来 ノーザンファーム ４５６＋ ２１：４９．２１� ７．９
４４ クリノスレンダー 牝３鹿 ５２ 角田 晃一栗本 博晴氏 中島 敏文 新冠 川上 悦夫 B４６２＋ ２１：４９．４１� ２３５．５�
７１０ ファストパス 牝５鹿 ５５ 吉田 稔山本 敏晴氏 沖 芳夫 えりも エクセルマネジメント ４７８＋ ２１：４９．５� １７．６�

（北海道）

８１２ コスモユウコリン 牝３青 ５２ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新冠 ビッグレッドファーム ４８８－ ２１：５０．５６ ９３．９�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，４４４，４００円 複勝： ２２，５２４，１００円 枠連： １０，５１２，７００円

普通馬連： ３５，７０２，７００円 馬単： ２７，２８９，７００円 ワイド【拡大馬連】： １５，１８５，２００円

３連複： ４２，６７５，７００円 ３連単： ８３，２９４，４００円 計： ２５２，６２８，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５１０円 複 勝 � １８０円 � １３０円 � ３４０円 枠 連（５－７） ３８０円

普通馬連 �� ６８０円 馬 単 �� １，６００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２５０円 �� １，１９０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� ２，４７０円 ３ 連 単 ��� １４，６６０円

票 数

単勝票数 計 １５４４４４ 的中 � ２４０５８（２番人気）
複勝票数 計 ２２５２４１ 的中 � ３３４０６（３番人気）� ６４１５６（１番人気）� １２２２８（６番人気）
枠連票数 計 １０５１２７ 的中 （５－７） ２０４２４（１番人気）
普通馬連票数 計 ３５７０２７ 的中 �� ３８７９０（１番人気）
馬単票数 計 ２７２８９７ 的中 �� １２６０５（５番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５１８５２ 的中 �� １７４８６（１番人気）�� ２７５５（１３番人気）�� ６６８９（６番人気）
３連複票数 計 ４２６７５７ 的中 ��� １２７８６（７番人気）
３連単票数 計 ８３２９４４ 的中 ��� ４１９５（３７番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．８―１２．５―１２．４―１３．１―１２．７―１２．４―１２．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．６―４２．１―５４．５―１：０７．６―１：２０．３―１：３２．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．７―３F３７．６
１
３

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

勝馬の
紹 介

ヒラボクスペシャル �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２００８．１０．２５ 東京１５着

２００６．３．５生 牝３黒鹿 母 ペパーミントグラス 母母 ミユキカマダ ６戦２勝 賞金 １３，１４０，０００円
〔その他〕 ニシエイビュレット号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモユウコリン号は，平成２１年９月９日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ニシエイビュレット号は，平成２１年９月９日まで出走できない。
※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。



２２０４３ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第７競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１４時１０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．５
５７．１

良

稍重

７９ � ヒシアカデミー 牡３青鹿５４ 吉田 稔阿部雅一郎氏 河内 洋 米
Donald S. & R. Mary
Zuckerman, as Tenants
by the Entireties

５０２－ ４ ５８．３ ６．０�
（北海道）

５５ メジロシーゴー 牝４栗 ５５
５３ △宮崎 北斗�メジロ牧場 伊藤 圭三 洞爺 メジロ牧場 B４４０＋ ４ ５８．９３� １３．５�

３３ � レッドキャタピラー 牡５黒鹿５７ 池添 謙一山本 慎一氏 清水 出美 米 Diamond A
Racing Corp. ５４４－ ２ ５９．１１ ５．８�

５６ トップオブボストン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己横瀬 兼二氏 飯田 雄三 浦河 桑田フアーム B５３６－ ８ ５９．４２ ６．１�
４４ リ ヒ タ ー 牝６鹿 ５５

５４ ☆丸田 恭介井上 一郎氏 大江原 哲 浦河 山口 義彦 ４９２－ ４ 〃 ハナ １２２．２�
８１１ サンマルハッピー 牝４栗 ５５

５３ △荻野 琢真相馬 勇氏 鶴留 明雄 門別 田端牧場 ４９４＋１０１：００．０３� ５２．６�
２２ エリモプリンセス 牝３黒鹿 ５２

４９ ▲丸山 元気山本 慎一氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント ４２４± ０ 〃 ハナ ３８．１	
１１ ウインバンディエラ 牡３栗 ５４ 岩田 康誠
ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ７．０�
８１２ コパノチカチャン 牝３鹿 ５２ 津村 明秀小林 祥晃氏 上原 博之 日高 日高大洋牧場 ４４０＋ ４１：００．２１	 ３６．９�
７１０ アフィリエイト 牡３栗 ５４ 藤田 伸二青山 洋一氏 戸田 博文 白老 追分ファーム ５３０＋ ８１：００．５１
 ２．３
６８ � ロンシャンステージ 牡５芦 ５７ 田中 博康前田 榮生氏 伊藤 大士 青森 競馬牧場 ４６４＋ ６ 〃 クビ ２５７．８�
６７ ナムラブーム 牡６鹿 ５７ 小林 徹弥奈村 信重氏 福島 信晴 静内 八田ファーム ５１４± ０１：０１．２４ ６０．３�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １９，５５８，６００円 複勝： ２７，５０８，８００円 枠連： １０，９２７，６００円

普通馬連： ４１，２５９，４００円 馬単： ３４，４２７，１００円 ワイド【拡大馬連】： １５，３７２，５００円

３連複： ５０，９４７，７００円 ３連単： １０４，５１５，９００円 計： ３０４，５１７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６００円 複 勝 � ２１０円 � ２８０円 � １９０円 枠 連（５－７） ４４０円

普通馬連 �� ３，０３０円 馬 単 �� ５，０３０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ９９０円 �� ８２０円 �� ９７０円

３ 連 複 ��� ６，１９０円 ３ 連 単 ��� ３２，２６０円

票 数

単勝票数 計 １９５５８６ 的中 � ２５８１２（３番人気）
複勝票数 計 ２７５０８８ 的中 � ３５１０５（５番人気）� ２３８４３（６番人気）� ４２３７８（３番人気）
枠連票数 計 １０９２７６ 的中 （５－７） １８７１１（１番人気）
普通馬連票数 計 ４１２５９４ 的中 �� １００５３（１３番人気）
馬単票数 計 ３４４２７１ 的中 �� ５０５５（２２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １５３７２５ 的中 �� ３８０１（１５番人気）�� ４７１８（１０番人気）�� ３８９１（１４番人気）
３連複票数 計 ５０９４７７ 的中 ��� ６０７６（１９番人気）
３連単票数 計１０４５１５９ 的中 ��� ２３９１（１１２番人気）

ハロンタイム １２．５―１０．７―１１．４―１１．６―１２．１

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ヒシアカデミー �
�
父 Vindication �

�
母父 Mr. Greeley デビュー ２００８．７．１９ 函館１着

２００６．４．１３生 牡３青鹿 母 Princess Belle 母母 Sister Belle ７戦２勝 賞金 １５，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の７頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 キリコンサート号・ハッピーネーション号・フォルスストレート号
（非抽選馬） ４頭 キャラメルボイス号・ケイアイスウォード号・メイプルスペシャル号・ルルドウォーター号
※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。



２２０４４ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第８競走 ��１，７００�
く し ろ し つ げ ん

釧 路 湿 原 特 別
発走１４時４５分 （ダート・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 ３９２，０００円 １１２，０００円 ５６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

７１０ グランシュヴァリエ 牡４青鹿５７ 横山 典弘宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４８２－ ６１：４５．７ ２．１�

５６ ナムラカイシュウ 牡３鹿 ５４ 安藤 勝己奈村 信重氏 目野 哲也 新ひだか 伊藤 明 ４９６＋ ２ 〃 アタマ ４．８�
２２ エイブルベガ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 三石 山際牧場 ５１２＋ ６１：４５．９１� ４．３�
６８ ゴールデンハインド 牡３鹿 ５４ 後藤 浩輝吉田 和子氏 大竹 正博 早来 ノーザンファーム ５３４＋ ４１：４６．０� １１．４�
４４ バトルブリンディス 牡４青鹿５７ 藤岡 佑介宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４５４＋ ４ 〃 アタマ ６．５�
３３ ハリマノワタリドリ 牡３栗 ５４ 秋山真一郎福島 徳佑氏 相沢 郁 新冠 須崎牧場 ４６２± ０１：４６．７４ ３１．９�
５７ オースミビーナス 牝４鹿 ５５ 田中 博康�オースミ 菅原 泰夫 門別 合資会社カ

ネツ牧場 ４６０＋ ８１：４６．９１� ２７７．１	
１１ スティールシャーク 牝４鹿 ５５ 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 鮫島 一歩 千歳 社台ファーム ４７４± ０１：４７．０クビ ９０．０

８１２ シャドウランズ 牡４青鹿５７ 宮崎 北斗山上 和良氏 柴崎 勇 平取 松崎 文彦 ５００＋ ４１：４７．１� １４９．９�
６９ � ヨシモンドノスケ 牡４鹿 ５７ 小林 徹弥田辺 喜彦氏 浅野洋一郎 浦河 金石牧場 ４７８－ ５ 〃 クビ １２９．６�
８１３� ジツリキテイオー 牡３鹿 ５４ 吉田 稔津坂 隆之氏 伊藤 隆志 日高 大矢牧場 ４４０－ ２１：４７．３	 ２７３．５

（北海道） （北海道）

４５ ニューロザリオ 牡４鹿 ５７ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 静内 藤川フアーム ４７８＋ ４１：４７．８３ ５０．５�
７１１ ナムラアーガス 牡３黒鹿５４ 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム ４７６－ ２１：４８．６５ １６８．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２０，８８７，０００円 複勝： ３３，２６４，０００円 枠連： １３，０３６，２００円

普通馬連： ５６，４０３，２００円 馬単： ４６，５９６，８００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，４３９，０００円

３連複： ７３，７３３，５００円 ３連単： １５７，４２５，０００円 計： ４２１，７８４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２１０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（５－７） ５６０円

普通馬連 �� ５６０円 馬 単 �� ８００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２００円 �� １６０円 �� ２９０円

３ 連 複 ��� ５１０円 ３ 連 単 ��� ２，２１０円

票 数

単勝票数 計 ２０８８７０ 的中 � ８０１７８（１番人気）
複勝票数 計 ３３２６４０ 的中 � １１６３３１（１番人気）� ４７０３７（３番人気）� ６５９２３（２番人気）
枠連票数 計 １３０３６２ 的中 （５－７） １７１８９（２番人気）
普通馬連票数 計 ５６４０３２ 的中 �� ７４９０８（２番人気）
馬単票数 計 ４６５９６８ 的中 �� ４３４７３（２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０４３９０ 的中 �� ２４７７６（２番人気）�� ３８５４４（１番人気）�� １４５７２（４番人気）
３連複票数 計 ７３７３３５ 的中 ��� １０８６２０（１番人気）
３連単票数 計１５７４２５０ 的中 ��� ５２６０８（３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．２―３０．１―４２．９―５５．６―１：０８．８―１：２１．５―１：３３．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．１―３F３６．９
１
３
８（１，２，１０）１１，６，３，４－９（５，７）１２，１３・（８，２）１０（１，３）（６，１１）（９，４）５（７，１２）－１３

２
４

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

グランシュヴァリエ �
�
父 タヤスツヨシ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２００８．２．９ 東京１着

２００５．３．９生 牡４青鹿 母 ラストキッス 母母 ユーワエアメール １１戦３勝 賞金 ３８，８５２，０００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 ピエナファンタスト号
※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。



２２０４５ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第９競走 ��
��１，２００�第４１回函館２歳ステークス（ＪｐｎⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
北海道知事賞（１着）

賞 品
本 賞 ３２，０００，０００円 １３，０００，０００円 ８，０００，０００円 ４，８００，０００円 ３，２００，０００円
付 加 賞 ５６０，０００円 １６０，０００円 ８０，０００円

日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（１着）
生産者賞 賞 品 � コースレコード

中央レコード

１：０９．６
１：０７．８

良

良

１１ ステラリード 牝２栗 ５４ 岩田 康誠広尾レース� 森 秀行 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４４２＋ ６１：０９．７ ３．６�

８１６ キョウエイアシュラ 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二田中 晴夫氏 矢作 芳人 新ひだか 藤沢牧場 ４５４＋ ２ 〃 アタマ ４．３�
７１４ ソ ム ニ ア 牝２栗 ５４ 安藤 勝己吉田 勝己氏 松元 茂樹 安平 ノーザンファーム ４１６＋ ４１：０９．９１ １２．０�
４８ エステーラブ 牝２青鹿５４ 武 幸四郎齋藤 宏明氏 中野 栄治 新冠 平山牧場 ４３０± ０ 〃 クビ ８３．６�
６１１ インテグラルヘッド 牡２栗 ５４ 的場 勇人 �サンデーレーシング 的場 均 安平 追分ファーム ４７６－ ２１：１０．０� ３０．０�
３６ ノーワンエルス 牡２芦 ５４ 吉田 稔 �社台レースホース伊藤 圭三 千歳 社台ファーム ４９８＋ ４１：１０．３１� ７．９	

（北海道）

１２ ショウナンカガリビ 牝２栗 ５４ 秋山真一郎国本 哲秀氏 岡田 稲男 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６＋ ４ 〃 クビ １１１．４


４７ チェリーソウマ 牡２栗 ５４ 中舘 英二チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４７４＋ ４１：１０．４クビ ９．３�
５９ クロワラモー 牝２黒鹿５４ 四位 洋文�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 ４２８－ ２ 〃 ハナ １４．１
７１３ ロジディオン 牝２鹿 ５４ 後藤 浩輝久米田正明氏 萩原 清 新ひだか 野坂牧場 ４５８－ ２１：１０．６１� ７．０�
６１２ ク ロ ガ ネ 牡２芦 ５４ 池添 謙一橋元 勇氣氏 鶴留 明雄 浦河 笠松牧場 ４６２± ０１：１１．１３ ５０．９�
２３ エ ス カ ー ダ 牡２青鹿５４ 菊沢 隆徳山本 武司氏 高市 圭二 浦河 北俣牧場 ４５０± ０ 〃 アタマ ７９．９�
３５ カネスフォルテ 牡２鹿 ５４ 横山 典弘杉澤 光雄氏 根本 康広 日高 坂 牧場 ４６８± ０ 〃 クビ ２１．７�
５１０ ドナルドバローズ 牡２鹿 ５４ 角田 晃一猪熊 広次氏 小笠 倫弘 日高 野島牧場 ４３２± ０１：１１．３１ ６５．３�
２４ コスモソルスティス 牡２鹿 ５４ 丸田 恭介 �ビッグレッドファーム 中尾 秀正 日高 富川田中牧場 ４３４－ ６１：１１．６１� ９２．８�
８１５ バトルレッド 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介宮川 秋信氏 伊藤 大士 新ひだか 西村 和夫 ４６４－ ２１：１１．９２ １６．３�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ８７，４３１，２００円 複勝： １１７，３２２，７００円 枠連： ８５，２４６，１００円

普通馬連： ４６３，７５１，８００円 馬単： ２４８，３９９，１００円 ワイド【拡大馬連】： １０４，０３０，２００円

３連複： ５１１，３５４，３００円 ３連単： １，０４３，３０８，６００円 計： ２，６６０，８４４，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １５０円 � ３６０円 枠 連（１－８） ６２０円

普通馬連 �� ８５０円 馬 単 �� １，６１０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ３７０円 �� １，０８０円 �� １，０６０円

３ 連 複 ��� ３，４１０円 ３ 連 単 ��� １１，９６０円

票 数

単勝票数 計 ８７４３１２ 的中 � １９３２６０（１番人気）
複勝票数 計１１７３２２７ 的中 � ２４２８８７（１番人気）� ２３２５０１（２番人気）� ６２０４１（７番人気）
枠連票数 計 ８５２４６１ 的中 （１－８） １０３１０６（１番人気）
普通馬連票数 計４６３７５１８ 的中 �� ４０５０４８（１番人気）
馬単票数 計２４８３９９１ 的中 �� １１４２１８（１番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計１０４０３０２ 的中 �� ７６３４４（１番人気）�� ２２６３０（１３番人気）�� ２３０４１（１２番人気）
３連複票数 計５１１３５４３ 的中 ��� １１０８７０（６番人気）
３連単票数 計１０４３３０８６ 的中 ��� ６４３８３（１４番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．６―１１．５―１１．８―１１．９―１１．７

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．８―３４．３―４６．１―５８．０

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ステラリード �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Zafonic デビュー ２００９．７．４ 札幌１着

２００７．３．３生 牝２栗 母 ウェルシュステラ 母母 Catalyst ２戦２勝 賞金 ３９，５６０，０００円
〔制裁〕 クロガネ号の騎手池添謙一は，３コーナー通過後に外側に斜行したことについて戒告。（１６番への進路影響）
※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 シシノテイオー号
※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。



２２０４６ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第１０競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳以上

発走１６時００分 （ダート・右）

１０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 １０，５００，０００円 ４，２００，０００円 ２，６００，０００円 １，６００，０００円 １，０５０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．５
５７．１

良

稍重

２２ プリモローズ 牝３芦 ５２ 後藤 浩輝�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６８＋ ２ ５９．０ １０．５�

６８ サルバドールアスカ 牡３栗 ５４ 田中 博康則武 輝一氏 伊藤 伸一 新冠 坂元牧場 ４６４＋１２ 〃 アタマ １５．２�
７１０ クリノビリオネア 牝３黒鹿 ５２

５１ ☆丸田 恭介栗本 博晴氏 石毛 善彦 日高 三輪牧場 ４８４＋１０ 〃 クビ ５．８�
３３ � アクロスザスター �５栗 ５７ 川島 信二前田 幸治氏 中竹 和也 米 Karla

Wolfson ５２８＋２０ 〃 ハナ ２８．０�
５５ �	 アグネスフラッシュ 牡４栗 ５７ 藤田 伸二渡辺 孝男氏 森 秀行 豪 Mr SB

Seamer ４９２－ ４ ５９．１
 ４．９�
８１２ ナムラエクシード 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介奈村 信重氏 目野 哲也 静内 伊藤 明 ４８６－ ４ ５９．２クビ １４．１�
５６ セトノジェネシス 牡５栗 ５７ 古川 吉洋難波 澄子氏 西園 正都 青森 諏訪牧場 ５０４＋１２ 〃 クビ ２４．６	
６７ ナ イ ア ー ド 牝３黒鹿 ５２

５０ △宮崎 北斗�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 ４７６－ ６ 〃 ハナ ２．３

４４ キングスウィープ 牡３青鹿 ５４

５１ ▲小野寺祐太増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 築紫 洋 ４４６＋ ４ ５９．４１ ３６．２�
１１ ニシノヴァネッサ 牝５芦 ５５ 武 幸四郎西山 茂行氏 田所 秀孝 鵡川 西山牧場 ４９６＋１４ ５９．７１� １２８．１�
７９ � ゼネラルメデューム 牝５鹿 ５５ 中舘 英二田中 昇氏 堀 宣行 豪 Emirates

Park Pty Ltd ４２８－ ６ ５９．８
 １９．８
８１１� トップオブドーラ 牝５鹿 ５５ 吉田 稔藤田 在子氏 天間 昭一 米 Yoshio Fujita ４４６－ ２１：００．２２
 ２１．６�

（北海道）

（１２頭）

売 得 金

単勝： ２４，７０８，６００円 複勝： ３４，０５３，８００円 枠連： １９，１６８，１００円

普通馬連： ６９，８０５，７００円 馬単： ５１，９０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ２３，３８５，７００円

３連複： ８１，６７１，８００円 ３連単： １８３，４６６，９００円 計： ４８８，１６５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ２９０円 � ３６０円 � ２２０円 枠 連（２－６） １，２３０円

普通馬連 �� ８，７９０円 馬 単 �� １９，５００円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ２，９３０円 �� １，０２０円 �� １，４７０円

３ 連 複 ��� １８，２４０円 ３ 連 単 ��� １４２，８３０円

票 数

単勝票数 計 ２４７０８６ 的中 � １８５６６（４番人気）
複勝票数 計 ３４０５３８ 的中 � ３０７９７（４番人気）� ２２９５７（５番人気）� ４４８７８（３番人気）
枠連票数 計 １９１６８１ 的中 （２－６） １１５８０（５番人気）
普通馬連票数 計 ６９８０５７ 的中 �� ５８６５（３０番人気）
馬単票数 計 ５１９０４５ 的中 �� １９６５（５７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２３３８５７ 的中 �� １９１５（３５番人気）�� ５８３６（１０番人気）�� ３９２６（１９番人気）
３連複票数 計 ８１６７１８ 的中 ��� ３３０６（６４番人気）
３連単票数 計１８３４６６９ 的中 ��� ９４８（４３０番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．８―１１．５―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．２―３４．７―４６．４

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリモローズ �
�
父 ア サ テ ィ ス �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２００８．１２．１４ 中山６着

２００６．５．５生 牝３芦 母 ローズカーニバル 母母 Minden Rose ９戦３勝 賞金 ２５，６５０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
〔制裁〕 アクロスザスター号の騎手川島信二は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金３０，０００円。（６番への進路影響）
※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 レッドターキー号
※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。



２２０４７ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第１１競走 ��
��２，０００�

ひ だ か

日 高 特 別
発走１６時４０分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
日高軽種馬育成公社賞（１着）

賞 品
本 賞 １４，８００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４８０，０００円
付 加 賞 １８９，０００円 ５４，０００円 ２７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．６
１：５６．４

良

良

５５ クリスタルウイング 牡４鹿 ５７ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 早来 ノーザンファーム ４８０－ ６２：００．８ １．９�

２２ マイネルモデルノ 牡５鹿 ５７ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム ４９４＋ ４２：００．９クビ ２９．４�

８８ パッシングマーク 牡６鹿 ５７ 岩田 康誠 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４９４± ０２：０１．０� １２．７�
７７ キクノプログレッソ 牡６鹿 ５７ 川島 信二佐々木幸子氏 南井 克巳 静内 漆原 哲雄 B５０８＋ ６２：０１．５３ ９２．１�
４４ ジュウクリュウシン 牡４青鹿５７ 藤田 伸二鈴木 幹次氏 昆 貢 浦河 林 孝輝 ４７０－１２２：０２．１３� ５．０�
６６ ハ ツ カ リ 牡５青鹿５７ 菊沢 隆徳江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 ４７２＋ ６２：０２．９５ １８．６	
１１ アイアムドラマ 牡６鹿 ５７ 池添 謙一堀 紘一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム ４７０－１０２：０３．３２� ３７．０

３３ ミッキーチアフル 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介野田みづき氏 音無 秀孝 早来 ノーザンファーム ５０２± ０ （競走中止） ３．１�

（８頭）

売 得 金

単勝： ３０，３８０，２００円 複勝： ５４，５７４，３００円 枠連： 発売なし

普通馬連： ７５，５７６，６００円 馬単： ６３，６７９，１００円 ワイド【拡大馬連】： ２０，７４５，２００円

３連複： ７８，２５２，６００円 ３連単： ２７７，１９７，９００円 計： ６００，４０５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １９０円 複 勝 � １１０円 � ４５０円 � ２７０円 枠 連 発売なし

普通馬連 �� ２，３７０円 馬 単 �� ２，９９０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ６１０円 �� ３００円 �� １，９１０円

３ 連 複 ��� ４，６２０円 ３ 連 単 ��� １８，８５０円

票 数

単勝票数 計 ３０３８０２ 的中 � １２８９３８（１番人気）
複勝票数 計 ５４５７４３ 的中 � ３２５１３２（１番人気）� １４１９２（６番人気）� ２７１９３（４番人気）
普通馬連票数 計 ７５５７６６ 的中 �� ２３５６９（８番人気）
馬単票数 計 ６３６７９１ 的中 �� １５７５１（１２番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ２０７４５２ 的中 �� ８２８１（８番人気）�� １９４９３（３番人気）�� ２３８７（１８番人気）
３連複票数 計 ７８２５２６ 的中 ��� １２５０７（１４番人気）
３連単票数 計２７７１９７９ 的中 ��� １０８５７（５３番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．０―１１．２―１１．７―１２．１―１２．５―１２．５―１２．７―１２．２―１２．５

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．４―２３．４―３４．６―４６．３―５８．４―１：１０．９―１：２３．４―１：３６．１―１：４８．３

コーナー
通過順位

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

２
４
６，３，１－２＝４，８－５－７・（６，２）１，５，４（８，７）－３

市場取引馬

勝馬の
紹 介

クリスタルウイング �

父 アドマイヤベガ �


母父 Nureyev デビュー ２００８．２．１７ 東京５着

２００５．３．１８生 牡４鹿 母 フェアリードール 母母 Dream Deal ９戦３勝 賞金 ５８，２１９，０００円
〔競走中止〕 ミッキーチアフル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 ミッキーチアフル号は，平成２１年９月９日まで出走できない。



２２０４８ ８月９日 晴 良 （２１札幌２）第４日 第１２競走 ��
��２，６００�サラブレッド系３歳以上

発走１７時１０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

２：３９．１
２：３７．４

良

良

３３ マームードイモン 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二井門 昭二氏 小原伊佐美 新冠 岡 裕 ４２６－ ４２：４１．２ ２．３�

５８ � ブルーアンビシャス 牡４青鹿５７ 岩田 康誠 �ブルーマネジメント森 秀行 三石 加野牧場 ４９２－１２２：４１．４１� １６．６�
３４ ト パ ン ガ 牡３青鹿５４ 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 早来 ノーザンファーム ４９６＋ ２２：４１．５	 ４．２�
６９ ギムレットアイ 牡４鹿 ５７ 後藤 浩輝小野 博郷氏 浅野洋一郎 門別 浜本牧場 ４６６＋ ４ 〃 クビ ７．３�
６１０ ホウライブライアン 牡４黒鹿５７ 吉田 稔橋元 幸平氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 ４７８＋ ２２：４１．７１� ３７．９�

（北海道）

４６ � メルシーゴールド 牡５鹿 ５７ 田中 博康原口 輝昭氏 小島 茂之 三石 三石ファーム ５１４＋ ４２：４２．１２	 ６８．１�
２２ ベルウッドローツェ 牡３栗 ５４ 的場 勇人鈴木 照雄氏 小島 茂之 浦河 浦河土肥牧場 B４８０＋１０２：４２．３１� ２０．７	
８１４ シャイニングデイ 牡４黒鹿５７ 横山 典弘安原 浩司氏 本田 優 浦河 上田 五十詞 ４９６－１０２：４２．４
 １５．４

７１１ グ リ フ ィ ス 牡４鹿 ５７ 池添 謙一 �キャロットファーム 浅見 秀一 早来 ノーザンファーム ４５４＋ ４２：４２．５クビ ３６．３�
８１３ マイネルローゼン 牡４栗 ５７ 中舘 英二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１８± ０２：４２．６
 ７．７
５７ � オーログランデ 牡４鹿 ５７

５４ ▲丸山 元気 �サンデーレーシング 梅田 智之 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４６＋ ２２：４２．８１� １１０．７�

１１ メジロレディー 牝４鹿 ５５ 長谷川浩大�メジロ牧場 相沢 郁 洞爺 メジロ牧場 ４４２＋ ８２：４３．０１� ４２．７�
７１２ メイショウジャイロ 牡４黒鹿５７ 小林 徹弥松本 和子氏 小島 貞博 浦河 富田牧場 B４７６＋１０２：４３．１	 １０６．６�
４５ プラネットビーナス 牝４栗 ５５

５３ △荻野 琢真伊達 大雄氏 作田 誠二 新冠 競優牧場 B４５６－ ２２：４５．６大差 ３５．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ４２，１７０，１００円 複勝： ６２，９８３，３００円 枠連： ３６，４０９，８００円

普通馬連： １２７，３６０，７００円 馬単： ９２，２０４，５００円 ワイド【拡大馬連】： ５０，４７５，９００円

３連複： １７４，４６３，０００円 ３連単： ４１６，３９６，２００円 計： １，００２，４６３，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � ３００円 � １６０円 枠 連（３－５） １，０８０円

普通馬連 �� １，３６０円 馬 単 �� ２，２４０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５００円 �� ２３０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ２，０９０円 ３ 連 単 ��� １０，７７０円

票 数

単勝票数 計 ４２１７０１ 的中 � １４７４７３（１番人気）
複勝票数 計 ６２９８３３ 的中 � ２１３２６３（１番人気）� ３５８４４（６番人気）� １００２４４（２番人気）
枠連票数 計 ３６４０９８ 的中 （３－５） ２４９８８（４番人気）
普通馬連票数 計１２７３６０７ 的中 �� ６９３２７（４番人気）
馬単票数 計 ９２２０４５ 的中 �� ３０５１４（７番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 ５０４７５９ 的中 �� ２３７８３（５番人気）�� ６４２５１（１番人気）�� ９６２７（１３番人気）
３連複票数 計１７４４６３０ 的中 ��� ６１６６５（４番人気）
３連単票数 計４１６３９６２ 的中 ��� ２８５５３（２３番人気）

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

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�
１２．５―２３．６―３５．６―４８．２―１：００．５―１：１３．０―１：２５．６―１：３８．４―１：５１．１―２：０３．９―２：１６．２―２：２８．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マームードイモン �
�
父 ジェイドロバリー �

�
母父 オペラハウス デビュー ２００７．９．２３ 阪神５着

２００５．３．１８生 牡４鹿 母 オ ペ ラ ア イ 母母 トウショウアイ ２１戦３勝 賞金 ５２，３１２，０００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 マッキーバッハ号
※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。



（２１札幌２）第４日 ８月９日（日曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

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
騎 手 賞
厩 務 員 賞
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

２２３，０００，０００円
４，０６０，０００円
７，６７０，０００円
１，６３０，０００円
２１，９４０，０００円
１４５，０００円
１４５，０００円

５３，７５１，５００円
４，１４６，０００円
１，４７５，１００円

勝馬投票券売得金
３０５，１７１，１００円
４４８，０５４，０００円
２１４，３９５，５００円
１，００６，９７４，９００円
６８５，５５１，５００円
３０７，６６８，４００円
１，１９９，６１１，９００円
２，６１９，３２２，９００円
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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 ６，７８６，７５０，２００円

総入場人員 １２，２３６名 （有料入場人員 １１，２３９名）




