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２５０２５ ８月２０日 晴 良 （２３札幌１）第３日 第１競走 ��
��１，５００�サラブレッド系２歳

発走９時５５分 （芝・右）

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

中央レコード

１：２９．３
１：２９．３

良

良

３３ クッカーニャ 牝２青鹿５４ 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム ４４８－ ４１：３０．３ ３．５�

２２ アドマイヤシャドウ 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 杵臼牧場 ４６８＋ ２１：３０．６２ ４．３�
８８ コスモユッカ 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田正一郎 新ひだか 中村 和夫 ４５０－ ６１：３１．１３ １．６�
１１ グランデフォルテ 牡２栗 ５４ 鈴来 直人 �グランデオーナーズ 和田 正道 浦河 山田牧場 ４２２＋ ４１：３２．１６ ３１．４�
５５ ビレッジオブベスト 牡２鹿 ５４ 黛 弘人村山 輝雄氏 矢野 照正 新ひだか 漆原 武男 ４７８－ ２１：３２．５２� １０４．４�
４４ シ ャ ー ク 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹西村 憲人氏 和田正一郎 新ひだか カタオカフアーム ４２８± ０１：３２．７１� ２５．１	
６６ クリノエルヴィス 牡２鹿 ５４ 古川 吉洋栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド ４８４＋ ２１：３２．８� １００．２

７７ ラ ブ ス リ ー 牝２栗 ５４ 柴山 雄一増田 陽一氏 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 ４６４＋ ４１：３４．８大差 １６４．４�

（８頭）

売 得 金

単勝： １１，８２８，３００円 複勝： ３５，８０１，５００円 枠連： 発売なし

馬連： １９，２４６，６００円 馬単： １９，０５５，８００円 ワイド： ９，６２０，９００円

３連複： ２６，９５７，２００円 ３連単： ７５，９０８，０００円 計： １９８，４１８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １００円 � １００円 � １００円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ５９０円 馬 単 �� １，１７０円

ワ イ ド �� １３０円 �� １１０円 �� １１０円

３ 連 複 ��� １５０円 ３ 連 単 ��� １，８１０円

票 数

単勝票数 計 １１８２８３ 的中 � ２７０３６（２番人気）
複勝票数 計 ３５８０１５ 的中 � ４４１９２（３番人気）� ４８１９６（２番人気）� ２４３７２０（１番人気）
馬連票数 計 １９２４６６ 的中 �� ２４４０３（３番人気）
馬単票数 計 １９０５５８ 的中 �� １２０３３（５番人気）
ワイド票数 計 ９６２０９ 的中 �� １４６９６（３番人気）�� ３３０４４（１番人気）�� １９６２８（２番人気）
３連複票数 計 ２６９５７２ 的中 ��� １３８９３１（１番人気）
３連単票数 計 ７５９０８０ 的中 ��� ３１０７３（６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．８―１８．８―３１．０―４３．５―５５．８―１：０７．３―１：１８．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．８―３F３４．５

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

勝馬の
紹 介

クッカーニャ �

父 フ ジ キ セ キ �


母父 エルコンドルパサー デビュー ２０１１．７．２３ 函館２着

２００９．４．１２生 牝２青鹿 母 ドリームスケイプ 母母 ドリームビジヨン ３戦１勝 賞金 ８，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブスリー号は，平成２３年９月２０日まで平地競走に出走できない。

２５０２６ ８月２０日 曇 良 （２３札幌１）第３日 第２競走 ��
��１，０００�サラブレッド系３歳

発走１０時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．５
５７．１

良

稍重

６７ モリトブイコール �３栗 ５６ 吉田 隼人石橋 忠之氏 小桧山 悟 平取 スガタ牧場 ４５８＋ ２１：００．４ ２．７�

５５ ジ ョ ー ジ ズ 牡３鹿 ５６ 池添 謙一吉田 和美氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 ５１８＋１８１：００．５� ８．８�
８１１ グランドキャニオン 牡３鹿 ５６ 松田 大作前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６４ ―１：００．７１� ８９．７�
５６ ジュピタードリーム 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４７０－ ６１：００．８� ７．６�
２２ コウヨウロイヤル 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗寺内 正光氏 武藤 善則 浦河 谷川牧場 B４５６－ ２１：０１．０１	 ２０．１�
７１０ ウォールストリート 牡３栗 ５６ 丸田 恭介田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 石川 栄一 ４７２＋ ２１：０１．１� ２．５�
６８ 
 アップヒルティガー 牡３芦 ５６ 岩田 康誠林 正道氏 松田 博資 米 R & R King

Stable ４８６－ ４１：０１．６３ ４４．２�
７９ アップルポテト 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生上野 直樹氏 小野 次郎 新ひだか 沖田 忠幸 ４１６± ０１：０１．７クビ ９４．２	
４４ トミケンジェラーチ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 飯岡牧場 ４５２＋ ４１：０２．０２ １６．８

８１２ ラ ン ギ ッ ト 牡３青鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一加藤 信之氏 清水 美波 新ひだか 岡田牧場 B４７６－ ４１：０２．１クビ ２１．０�
１１ クリノミッキー 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹栗本 博晴氏 古賀 史生 日高 三輪牧場 ４５２± ０１：０２．６３ ９０．６�
３３ ツ ナ ミ 牝３黒鹿５４ 浜中 俊水上ふじ子氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４２８＋ ８１：０４．３大差 ４３．３

（１２頭）

売 得 金

単勝： １１，８７７，５００円 複勝： １７，７９７，０００円 枠連： ５，７３５，９００円

馬連： ２１，３９３，３００円 馬単： １７，３６１，６００円 ワイド： １０，３９６，８００円

３連複： ３０，４１３，６００円 ３連単： ５１，３５０，３００円 計： １６６，３２６，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １６０円 � ３８０円 � ２，２５０円 枠 連（５－６） ６２０円

馬 連 �� １，９１０円 馬 単 �� ３，１６０円

ワ イ ド �� ７７０円 �� ５，５１０円 �� １２，２９０円

３ 連 複 ��� ３９，８７０円 ３ 連 単 ��� １４１，９４０円

票 数

単勝票数 計 １１８７７５ 的中 � ３５１３９（２番人気）
複勝票数 計 １７７９７０ 的中 � ４２３０３（２番人気）� １０８９３（５番人気）� １５３３（１２番人気）
枠連票数 計 ５７３５９ 的中 （５－６） ６９１５（３番人気）
馬連票数 計 ２１３９３３ 的中 �� ８２８４（７番人気）
馬単票数 計 １７３６１６ 的中 �� ４０６３（１３番人気）
ワイド票数 計 １０３９６８ 的中 �� ３５３０（９番人気）�� ４５２（４３番人気）�� ２０１（５５番人気）
３連複票数 計 ３０４１３６ 的中 ��� ５６３（８２番人気）
３連単票数 計 ５１３５０３ 的中 ��� ２６７（３３２番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．７―１２．２―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３５．２―４７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．９―３F３６．９
３ １０－５，７（１，２，８，９）１２，４，６，３＝１１ ４ １０－５，７－２，８（４，６，９）（１，１２）－３，１１
市場取引馬

勝馬の
紹 介

モリトブイコール �
�
父 オンファイア �

�
母父 プリンスオブバーズ デビュー ２０１１．２．１９ 東京４着

２００８．２．１５生 �３栗 母 プリンセスヒムカ 母母 テンザンヒムカ ９戦１勝 賞金 １２，０３０，０００円
〔発走状況〕 ツナミ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ツナミ号は，発走調教再審査。
※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。
（非抽選馬） ５頭 ショウナンハトバ号・タマモビーナス号・テイエムサウスダン号・メイショウカグヤ号・ユニバーサルアゲン号

第１回　札幌競馬　第３日



２５０２７ ８月２０日 雨 良 （２３札幌１）第３日 第３競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時４５分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

７１１ スエヒロジュピター 牝３鹿 ５４ 小林 徹弥�みどり住宅 目野 哲也 新冠 ヒノデファーム ５０２－ ６１：４８．８ ６．４�

２２ マリーズタイム 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹冨沢 敦子氏 畠山 重則 新ひだか 土田農場 ４２６－ ６１：４９．１１� １２．６�
８１２ メーンテーブル 牝３栗 ５４ 岩田 康誠谷水 雄三氏 角居 勝彦 新ひだか カントリー牧場 ４７２－ ８ 〃 クビ ３．９�
４４ ストリングビーン 牝３栗 ５４ 丸田 恭介小山 豊氏 伊藤 伸一 新ひだか マルショウ牧場 ４７０＋ ６１：４９．３� １８．７�
８１３ トーセンルクリア 牝３栗 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 田端牧場 ４４４± ０ 〃 ハナ ２．８�
５７ ヴ ィ ザ ヴ ィ 牝３鹿 ５４ 安藤 勝己�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４４８－ ４１：４９．７２� ６．５	
５６ アドマイヤアジナ 牝３芦 ５４ 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム ４７８＋ ８１：４９．９１� ７．６

１１ フィールザライト 牝３黒鹿５４ 松田 大作櫻井 正氏 田中 章博 むかわ 平岡牧場 ４３０－ ２１：５０．３２� ４４．６�
６８ カシノエベレスト 牝３青 ５４ 竹之下智昭柏木 務氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 ４２０－ ２ 〃 アタマ ７６．６�
６９ ベルモントベロニカ 牝３栗 ５４ 四位 洋文 ベルモントファーム 千田 輝彦 新冠 ベルモント

ファーム ４４６＋ ２１：５０．９３� １４５．０�
７１０ エ ル ダ 牝３黒鹿５４ 武 英智日下部勝�氏 土田 稔 浦河 鎌田 正嗣 B４７０＋１０１：５２．１７ ４００．１�
３３ エレガントブラック 牝３青 ５４

５１ ▲西村 太一木村牧場 二ノ宮敬宇 日高 木村牧場 ５１２± ０１：５４．９大差 ６３．８�
４５ キ ア ー ダ 牝３栗 ５４ 宮崎 北斗モナコ商事� 嶋田 功 新ひだか 中橋 正 ４４４－ ２１：５６．５１０ ３８７．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １２，２８６，５００円 複勝： １９，９６６，０００円 枠連： ８，５３３，６００円

馬連： ２１，４４２，７００円 馬単： １６，９８５，３００円 ワイド： １１，４６０，８００円

３連複： ３０，５８５，３００円 ３連単： ５１，７３０，５００円 計： １７２，９９０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６４０円 複 勝 � ２１０円 � ２９０円 � １８０円 枠 連（２－７） ３，９９０円

馬 連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ５，６８０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ６２０円 �� ８１０円

３ 連 複 ��� ４，２７０円 ３ 連 単 ��� ２８，４３０円

票 数

単勝票数 計 １２２８６５ 的中 � １５３１３（３番人気）
複勝票数 計 １９９６６０ 的中 � ２５８６４（３番人気）� １６２４１（６番人気）� ３３９１０（２番人気）
枠連票数 計 ８５３３６ 的中 （２－７） １５８１（１２番人気）
馬連票数 計 ２１４４２７ 的中 �� ４９３９（１５番人気）
馬単票数 計 １６９８５３ 的中 �� ２２０７（２６番人気）
ワイド票数 計 １１４６０８ 的中 �� ３４７１（１３番人気）�� ４７０６（６番人気）�� ３４８３（１２番人気）
３連複票数 計 ３０５８５３ 的中 ��� ５２８８（１８番人気）
３連単票数 計 ５１７３０５ 的中 ��� １３４３（１０６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．３―３０．８―４３．３―５６．２―１：０９．０―１：２２．２―１：３５．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スエヒロジュピター �
�
父 スエヒロコマンダー �

�
母父 サクラローレル デビュー ２０１０．１２．４ 阪神８着

２００８．４．１生 牝３鹿 母 クィーンイレブン 母母 カ ー ラ ー １２戦１勝 賞金 ９，２００，０００円
〔その他〕 エレガントブラック号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キアーダ号は，平成２３年１０月２０日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 エレガントブラック号は，平成２３年９月２０日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ３頭 デラモーレ号・ニシノキラボシ号・ローゼブライダル号

２５０２８ ８月２０日 雨 良 （２３札幌１）第３日 第４競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１１時１５分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

８１２ ナムラグーテン 牡３栗 ５６ 藤田 伸二奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 ４６０－１６１：４７．２ ２．３�

７１０ ドラゴンブレス 牡３鹿 ５６ 丸山 元気窪田 芳郎氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 ４６０± ０１：４８．９大差 ５．９�
４５ アルマニャック 牡３鹿 ５６ 浜中 俊 �キャロットファーム 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５１８＋ ４１：４９．１１� ３３．４�
６９ マ レ オ ッ ト 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥 �サンデーレーシング 武 宏平 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７０＋ ８１：４９．７３� ４７．１�
７１１ シェイドトゥウイン 牡３栗 ５６ 丸田 恭介松本夫佐子氏 古賀 史生 新ひだか 神垣 道弘 ４５４± ０１：４９．９１� ６２．１�
３３ ナムラバンケット 牡３青鹿５６ 松田 大作奈村 信重氏 福島 信晴 浦河 杵臼牧場 ４６２－ ４１：５０．０� ２０．０�
５７ サクラテリオス 牡３栗 ５６ 上村 洋行	さくらコマース岡田 稲男 新ひだか 新和牧場 ４５２－ ８１：５０．４２� ５．９

２２ テイエムモーレツ 牡３栗 ５６ 古川 吉洋竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新冠 新冠橋本牧場 ４５８－ ８ 〃 アタマ １７．４�
１１ コスモコナン 牡３黒鹿５６ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新ひだか 上野 正恵 ４６８＋ ２１：５０．９３ ６．２�
６８ ピースワンボーイ 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗長谷川成利氏 大竹 正博 日高 大江牧場 ４４６＋ ４１：５１．１１ １８．８
８１３ グラスシューター 牡３青鹿 ５６

５３ ▲菅原 隆一半沢� 鈴木 勝美 日高 ヤナガワ牧場 ５０４＋ ２１：５２．１６ ３２１．３�
５６ シラサギジョウ 牝３芦 ５４ 黛 弘人重松 國建氏 大江原 哲 日高 横井 哲 ４１８＋１０１：５２．２� ３８．０�
４４ デルサラード 牡３栗 ５６ 岩田 康誠 �社台レースホース松田 博資 安平 追分ファーム ５１６＋ ４１：５２．６２� １８．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １１，５７９，７００円 複勝： １６，３４７，８００円 枠連： ７，２３４，０００円

馬連： ２１，１１７，２００円 馬単： １６，３１３，５００円 ワイド： １０，４１６，４００円

３連複： ２９，９７６，５００円 ３連単： ４９，５６２，６００円 計： １６２，５４７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １３０円 � １７０円 � ４９０円 枠 連（７－８） ４５０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，１３０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� １，２８０円 �� ２，１６０円

３ 連 複 ��� ６，０５０円 ３ 連 単 ��� １９，９９０円

票 数

単勝票数 計 １１５７９７ 的中 � ４１３１６（１番人気）
複勝票数 計 １６３４７８ 的中 � ４４１４１（１番人気）� ２５６０１（２番人気）� ５９０１（９番人気）
枠連票数 計 ７２３４０ 的中 （７－８） １１８６４（１番人気）
馬連票数 計 ２１１１７２ 的中 �� ２２３１１（３番人気）
馬単票数 計 １６３１３５ 的中 �� １０７４８（２番人気）
ワイド票数 計 １０４１６４ 的中 �� １０５００（１番人気）�� １８６５（１６番人気）�� １０７２（２７番人気）
３連複票数 計 ２９９７６５ 的中 ��� ３６５８（２０番人気）
３連単票数 計 ４９５６２６ 的中 ��� １８３０（４８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．４―３０．４―４３．２―５５．９―１：０８．９―１：２２．１―１：３４．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ナムラグーテン �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 ウォーニング デビュー ２０１０．８．１ 新潟１１着

２００８．３．２５生 牡３栗 母 ナムラマリオン 母母 チャリスオブシルバー １２戦１勝 賞金 ９，６７０，０００円
〔制裁〕 デルサラード号の騎手岩田康誠は，４コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（３番への進路影響）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルサラード号は，平成２３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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 テンヤードスカート号・ミスモトヒメサン号・メジロサンノウ号・ラッキーゾーン号
（非抽選馬） １頭 ジンライムシュガー号



２５０２９ ８月２０日 雨 良 （２３札幌１）第３日 第５競走 ��１，２００�サラブレッド系２歳
発走１１時４５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

１：０９．６
１：０７．８

良

良

５６ ア ラ フ ネ 牝２栗 ５４ 吉田 隼人�アラキファーム高橋 裕 新冠 アラキフアーム ４３０ ―１：１１．４ １０．１�

７１１ モズベラベラ 牡２栗 ５４ 浜中 俊北側 雅司氏 中尾 秀正 日高 日高大洋牧場 ４５６ ―１：１１．５� ３５．９�
７１０ ジャズドラム 牡２鹿 ５４ 池添 謙一本間 茂氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ４７２ ―１：１１．７１� ２．０�
６８ デンコウスナイパー 牡２栗 ５４ 古川 吉洋田中 康弘氏 南井 克巳 日高 豊郷牧場 ４４０ ―１：１２．０２ ８７．７�
８１３ マイネルテュール 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 日高 石原牧場 ４７８ ― 〃 クビ ９．５�
１１ アポロライダー 牡２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか へいはた牧場 ４２８ ―１：１２．１クビ ２６．４	
３３ トライチャンス 牡２黒鹿５４ 柴原 央明寺田 秀樹氏 昆 貢 新ひだか 中村 和夫 ４７６ ―１：１２．２� ３７．２

８１２ タンブルブルータス 牡２鹿 ５４ 秋山真一郎ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 �渡 信義 ４７４ ― 〃 クビ １３．２�
５７ シェーンガルテン 牡２鹿 ５４ 丸田 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４４２ ―１：１２．３� ３３．２
４５ マンデルクライエ 牝２栗 ５４ 横山 典弘吉田 照哉氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム ４２６ ―１：１２．６２ ６．１�
４４ キングモンブラン 牡２鹿 ５４ 藤岡 佑介沼川 一彦氏 境 直行 浦河 杵臼牧場 ４２８ ―１：１２．８１� ５．９�
６９ エスケイタイガー 牡２黒鹿５４ 小林 徹弥服部 新平氏 小原伊佐美 日高 日西牧場 ４４４ ―１：１３．９７ １２１．３�
２２ サンマルハピネス 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹相馬 勇氏 武藤 善則 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 ４６８ ―１：１４．５３� ２９４．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，０５３，３００円 複勝： ２０，４９４，７００円 枠連： ９，１７３，４００円

馬連： ２３，３５５，４００円 馬単： ２１，０１３，６００円 ワイド： １２，０３９，１００円

３連複： ３０，１１８，２００円 ３連単： ５７，５７７，９００円 計： １８８，８２５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０１０円 複 勝 � ２５０円 � ５３０円 � １２０円 枠 連（５－７） ６６０円

馬 連 �� １６，６９０円 馬 単 �� ３０，５９０円

ワ イ ド �� ３，６４０円 �� ３８０円 �� １，０７０円

３ 連 複 ��� ８，１６０円 ３ 連 単 ��� １０６，７７０円

票 数

単勝票数 計 １５０５３３ 的中 � １１８０６（５番人気）
複勝票数 計 ２０４９４７ 的中 � １６５３４（４番人気）� ６４２５（８番人気）� ７７８３４（１番人気）
枠連票数 計 ９１７３４ 的中 （５－７） １０２９２（３番人気）
馬連票数 計 ２３３５５４ 的中 �� １０３３（３９番人気）
馬単票数 計 ２１０１３６ 的中 �� ５０７（７０番人気）
ワイド票数 計 １２０３９１ 的中 �� ７４７（４０番人気）�� ８７０４（４番人気）�� ２６８８（１１番人気）
３連複票数 計 ３０１１８２ 的中 ��� ２７２６（２８番人気）
３連単票数 計 ５７５７７９ 的中 ��� ３９８（２９２番人気）

ハロンタイム １２．７―１１．３―１１．９―１２．０―１１．６―１１．９

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．７―２４．０―３５．９―４７．９―５９．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ア ラ フ ネ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

２００９．３．２４生 牝２栗 母 サイレンスマンボウ 母母 アサカマンボウ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２５０３０ ８月２０日 曇 良 （２３札幌１）第３日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時３５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．６
１：５６．４

良

良

４８ オメガオンリーワン 牡３芦 ５６ 藤田 伸二原 �子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ５４０± ０２：０１．８ ７．３�

１２ マイネルマーク 牡３青鹿５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４５２－１２ 〃 クビ ３．８�

３６ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝３黒鹿５４ 安藤 勝己�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４２２－ ２２：０２．０１� １１．０�
６１１ マコトサンパギータ 牝３栗 ５４ 横山 典弘眞壁 宏寧氏 松田 国英 浦河 大成牧場 ４５８＋１６２：０２．１クビ ４．０�
２３ レオパルドゥス 牡３栗 ５６ 池添 謙一 �サンデーレーシング 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４９２＋ ８２：０２．４２ ４．３�
５９ マルブツマスター 牡３栗 ５６ 宮崎 北斗大澤 毅氏 加用 正 浦河 岡本牧場 ４９４± ０２：０２．５クビ ４４．１	
８１６ ダイコウヒョウ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠小田切有一氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 B４６４－１０２：０２．６� ７．７

５１０ サクラプレリュード 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎�さくらコマース上原 博之 新冠 川上牧場 B４６８－ ８２：０３．０２� １８８．１�
４７ ウィズイングレース 牡３黒鹿５６ 古川 吉洋内藤 耕造氏 福島 信晴 新ひだか 森 政巳 ４６０－ ４２：０３．３１� １２５．４�
２４ メイショウオオワシ 牡３鹿 ５６ 小林 徹弥松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ５０２＋ ６２：０３．５１ ３６．３
３５ マキオルージュ 牡３鹿 ５６ 松田 大作阪口 享氏 五十嵐忠男 日高 大沢育成牧場 ５００＋ ６２：０３．７１	 ２７１．６�
７１３
 レディワシントン 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介鳴戸 雄一氏 池江 泰寿 米 Yuichi Na-

ruto ４５２＋ ６２：０４．０１� ７４．８�
１１ サクラプリメーラ 牝３黒鹿５４ 上村 洋行�さくらコマース友道 康夫 新ひだか 新和牧場 ４８０＋ ６２：０５．０６ ４９．９�
７１４
 リーガルファルコン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 米 Edward A.

Cox, Jr. ４６０＋ ４２：０５．３１� ４９．７�
６１２ ロジベアハート 牝３栗 ５４ 浜中 俊久米田正明氏 大竹 正博 新冠 対馬 正 B５００－ ４２：０６．２５ ３５．５�
８１５
 ファントムクォーツ 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 鹿戸 雄一 豪

Caradale Pty Ltd,
Chelsaus（Ire-
land），Wynatt

４７４－ ６２：０６．９４ １０６．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，４３７，６００円 複勝： ２５，２８７，４００円 枠連： ７，６６７，０００円

馬連： ３０，２９７，３００円 馬単： １９，３４３，９００円 ワイド： １４，７０６，３００円

３連複： ４２，７４０，３００円 ３連単： ６８，４０５，１００円 計： ２２１，８８４，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７３０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（１－４） １，４６０円

馬 連 �� １，３１０円 馬 単 �� ３，０３０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� ９００円 �� ７２０円

３ 連 複 ��� ３，９５０円 ３ 連 単 ��� １９，１９０円

票 数

単勝票数 計 １３４３７６ 的中 � １４６１４（４番人気）
複勝票数 計 ２５２８７４ 的中 � ３８６０４（４番人気）� ４６６５９（１番人気）� ２０４４８（６番人気）
枠連票数 計 ７６６７０ 的中 （１－４） ３８９２（８番人気）
馬連票数 計 ３０２９７３ 的中 �� １７１８６（４番人気）
馬単票数 計 １９３４３９ 的中 �� ４７２６（１２番人気）
ワイド票数 計 １４７０６３ 的中 �� ８１８５（４番人気）�� ３８７３（１４番人気）�� ４９９４（９番人気）
３連複票数 計 ４２７４０３ 的中 ��� ７９９８（１４番人気）
３連単票数 計 ６８４０５１ 的中 ��� ２６３２（５８番人気）

ハロンタイム １２．７―１０．８―１１．１―１１．９―１２．２―１２．７―１３．０―１３．１―１２．０―１２．３

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．５―３４．６―４６．５―５８．７―１：１１．４―１：２４．４―１：３７．５―１：４９．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．４―３F３７．４
１
３
１２－１３，１４，６（７，１５）－（１，２）（１０，９）（３，１１）８－１６（５，４）
１２－１３，１４（６，１５，７）２，１（１０，１１，９）（３，８）１６（５，４）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

オメガオンリーワン �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１０．１２．２５ 阪神３着

２００８．２．２３生 牡３芦 母 アップルティー 母母 ア ド マ イ ス ７戦１勝 賞金 ９，４８０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファントムクォーツ号は，平成２３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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ハンセンロード号・ミネノボサツ号
（非抽選馬） ３頭 スターリットスカイ号・セルリアンディンゴ号・ブライダルシャワー号



２５０３１ ８月２０日 曇 良 （２３札幌１）第３日 第７競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時０５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

４５ メイショウスズラン 牝４栗 ５５ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 ４８８－１０１：４６．７ １４．７�

４４ ヤマニンミミック 牝３黒鹿５２ 横山 典弘土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 ４８０－ ４１：４７．３３� ４．２�
７１０ ヤマニンビサージュ 牝４青 ５５ 丸山 元気土井 肇氏 中村 均 新冠 錦岡牧場 ４５２－ ４１：４７．５１� ２６．６�
８１２ ラ パ リ ー ガ 牝４黒鹿５５ 四位 洋文�大樹ファーム 森 秀行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４６８－ ２１：４７．６� ９．６�
５７ プリティペガサス 牝４鹿 ５５ 吉田 隼人松岡 隆雄氏 石坂 正 平取 雅 牧場 ４４８＋ ２ 〃 クビ １０９．０�
６８ フラムドール 牝４栗 ５５ 松田 大作吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム ４６８± ０１：４７．８１� ９．６�
１１ バイナリースター 牝４鹿 ５５ 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 安平 追分ファーム ５３４－ ８ 〃 ハナ １７．１	
７１１� セイカミカワ 牝４黒鹿５５ 柴山 雄一久米 大氏 南田美知雄 浦河 丸幸小林牧場 ４８２± ０１：４８．５４ ２２７．６

３３ ヤマニンソルファ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ５２８＋１２１：４８．６� ７．２�
２２ ラフアウェイ 牝３青 ５２ 藤田 伸二�ノースヒルズ 鮫島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント ５４４± ０１：４８．８１� ２．３
５６ ク ナ ン ガ ン 牝４黒鹿 ５５

５２ ▲西村 太一坂田 行夫氏 境 征勝 日高 いとう牧場 ４７４－ ８１：４８．９� ４７．９�
６９ センティラシオン 牝３芦 ５２ 宮崎 北斗中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 ４７６－ ６１：４９．１１� ４９．７�
８１３ アートオブダンサー 牝５鹿 ５５ 川島 信二岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 静内 岡田牧場 ４５２－ ６１：５０．４８ １３４．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，１１１，７００円 複勝： １８，４００，６００円 枠連： ７，３２９，８００円

馬連： ２３，５４１，０００円 馬単： １９，４６７，５００円 ワイド： １１，０４１，７００円

３連複： ３２，７７９，１００円 ３連単： ５７，４３３，８００円 計： １８３，１０５，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，４７０円 複 勝 � ５８０円 � １９０円 � ５８０円 枠 連（４－４） ３，３８０円

馬 連 �� ３，０００円 馬 単 �� ７，３５０円

ワ イ ド �� ８８０円 �� ３，１７０円 �� １，２５０円

３ 連 複 ��� １７，６５０円 ３ 連 単 ��� ９５，６８０円

票 数

単勝票数 計 １３１１１７ 的中 � ７０６４（６番人気）
複勝票数 計 １８４００６ 的中 � ７３８７（７番人気）� ３１８２８（２番人気）� ７３８２（８番人気）
枠連票数 計 ７３２９８ 的中 （４－４） １６０５（１３番人気）
馬連票数 計 ２３５４１０ 的中 �� ５７９２（１０番人気）
馬単票数 計 １９４６７５ 的中 �� １９５７（２５番人気）
ワイド票数 計 １１０４１７ 的中 �� ３２０１（１０番人気）�� ８３０（３３番人気）�� ２１８３（１５番人気）
３連複票数 計 ３２７７９１ 的中 ��� １３７１（５７番人気）
３連単票数 計 ５７４３３８ 的中 ��� ４４３（２８０番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１２．１―１２．８―１２．９―１３．０―１２．９―１２．６―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．８―２９．９―４２．７―５５．６―１：０８．６―１：２１．５―１：３４．１

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウスズラン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rahy デビュー ２００９．１２．２０ 阪神１着

２００７．４．１０生 牝４栗 母 クィーンズダガー 母母 Katies First １６戦２勝 賞金 １８，１００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 チャーピーチット号

２５０３２ ８月２０日 曇 良 （２３札幌１）第３日 第８競走 ��２，６００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，４００，０００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

４６ シンボリボルドー 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか シンボリ牧場 ４６４－ ６２：４４．０ ５．６�

４５ メジロダイボサツ 牡３鹿 ５４ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４５０± ０２：４４．３１� ２．０�
１１ テンベアハート 牡３栗 ５４ 丸山 元気天白 泰司氏 牧 光二 浦河 小倉牧場 ４５８－ ２ 〃 クビ １６．４�
５８ トウシンヤマト 牡３黒鹿５４ 松田 大作�サトー 村山 明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B４６６－１０２：４４．６２ ８．２�
５７ ヒビケジンダイコ 牡５鹿 ５７ 勝浦 正樹ベニバナ組合 畠山 吉宏 浦河 今井 秀樹 B４５８－ ４ 〃 クビ １５．５�
６９ トミケンプライム 牡６栗 ５７

５４ ▲西村 太一冨樫 賢二氏 和田 正道 静内 落合 一巳 ４１２－１０２：４４．７� １７．０�
８１３ ヒールゼアハーツ 牡３栗 ５４ 岩田 康誠 	キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム ４８４－ ８２：４５．４４ ６．４

７１１ マルカゴクウ 牡４鹿 ５７ 黛 弘人河長産業� 鶴留 明雄 千歳 社台ファーム B４７６＋１０ 〃 ハナ ９３．７�
６１０� ヒラボクエース 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 鎌田 正嗣 ４６４－ ２２：４５．５� ９７．１�
３３ ナンデヤネン 牡４青 ５７ 上村 洋行杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 B４８２± ０２：４５．７１� ２７．８
３４ � トーアシングン 牡４黒鹿５７ 宮崎 北斗宮崎忠比古氏 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 ４９４－ ２２：４６．２３ ７２．３�
８１４ バトルイグアス 牡４黒鹿５７ 浜中 俊宮川 秋信氏 小野 次郎 日高 川端 正博 B４８０－ ２２：４６．４１� １９８．０�
２２ � ス ゴ イ 牡４栗 ５７ 吉田 隼人北側 雅司氏 森 秀行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９４＋ ２２：４７．４６ １５４．２�
７１２ セトノハリケーン 牡３鹿 ５４ 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 日高 下河辺牧場 ５０４－１２２：４７．５クビ ５４．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，３０８，０００円 複勝： ２８，９６９，１００円 枠連： １１，４６９，９００円

馬連： ３３，５２９，７００円 馬単： ２５，１０６，０００円 ワイド： １７，４８８，７００円

３連複： ４６，８９２，０００円 ３連単： ８８，５９９，８００円 計： ２６９，３６３，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ５６０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ２８０円 枠 連（４－４） ６１０円

馬 連 �� ５５０円 馬 単 �� １，４４０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ９３０円 �� ５１０円

３ 連 複 ��� ２，１１０円 ３ 連 単 ��� １１，５５０円

票 数

単勝票数 計 １７３０８０ 的中 � ２４６０７（２番人気）
複勝票数 計 ２８９６９１ 的中 � ４６１５１（２番人気）� ９９７００（１番人気）� １７６８６（７番人気）
枠連票数 計 １１４６９９ 的中 （４－４） １３９２４（３番人気）
馬連票数 計 ３３５２９７ 的中 �� ４５１３７（１番人気）
馬単票数 計 ２５１０６０ 的中 �� １２９３８（４番人気）
ワイド票数 計 １７４８８７ 的中 �� ２６２３８（１番人気）�� ３９６９（１２番人気）�� ７８４７（６番人気）
３連複票数 計 ４６８９２０ 的中 ��� １６４５３（６番人気）
３連単票数 計 ８８５９９８ 的中 ��� ５６６６（２７番人気）

ハロンタイム １３．３―１２．１―１２．３―１３．６―１３．３―１３．１―１３．５―１３．２―１２．１―１１．７―１１．７―１２．０―１２．１

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�
１３．３―２５．４―３７．７―５１．３―１：０４．６―１：１７．７―１：３１．２―１：４４．４―１：５６．５―２：０８．２―２：１９．９―２：３１．９

コーナー
通過順位

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

２
�

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

勝馬の
紹 介

シンボリボルドー �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ダンスホール デビュー ２００９．１１．８ 東京１６着

２００７．４．２生 牡４鹿 母 スイートマジョルカ 母母 スイートリツク ２３戦１勝 賞金 １９，５４２，０００円
※スゴイ号・ナンデヤネン号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。



２５０３３ ８月２０日 曇 良 （２３札幌１）第３日 第９競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１５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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

５７ メイショウエバモア 牡４芦 ５７ 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 ５０４－ ８１：４６．７ １．７�

２２ ダイビングキャッチ 牡４芦 ５７ 岩田 康誠島田 久氏 柴崎 勇 日高 今井牧場 ４５６－ ６１：４７．０２ ７．０�
７１１ アドマイヤプレミア 牡４芦 ５７ 藤岡 佑介近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム ４０６＋ ２１：４７．３１� ５．８�
１１ レッドシャリオ 牡４栗 ５７ 吉田 豊 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 三城牧場 ４９６－１０１：４７．６１� ５７．６�
８１２ アラビアンザサン 牡３鹿 ５４ 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 大城 康伸 B４７２＋ ４１：４７．８１� ８．８�
５６ デュアルサクセス 牡４黒鹿５７ 津村 明秀吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４３６＋ ６１：４７．９� １８６．５�
４４ クレバーベスト �３鹿 ５４ 丸山 元気田	 正明氏 崎山 博樹 浦河 岡崎牧場 ４３０－１０１：４８．２２ ８４．２

３３ リリーストライカー 牡４栗 ５７ 荻野 琢真土井 孝夫氏 平田 修 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５２０＋２４１：４８．３クビ ３３．３�
７１０� ベストフェット 牡６鹿 ５７ 黛 弘人松尾 正氏 嶋田 潤 三石 米田牧場 ５１２＋ ２１：４８．６２ ２４．０�
８１３ シンボリカンヌ 牡４鹿 ５７ 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５１４＋１２１：４８．９２ ４４．９
６９ ユウキハングリー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一ちきり組合 菊沢 隆徳 静内 前谷 武志 B５２８－ ４１：４９．６４ １７．４�
６８ エルヴィスバローズ 牡３鹿 ５４ 勝浦 正樹猪熊 広次氏 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B４７４＋ ４１：４９．９２ ３７．７�
４５ � トーセンキャロル 牡４栗 ５７ 丸田 恭介島川 �哉氏 伊藤 大士 日高 有限会社 エ

スティファーム ４２６－ ８１：５０．８５ １５０．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，７０６，６００円 複勝： ５３，３４７，７００円 枠連： １０，６１４，２００円

馬連： ３８，５４７，６００円 馬単： ３１，９２３，９００円 ワイド： １６，８１５，５００円

３連複： ５０，８２８，３００円 ３連単： １１６，７５０，８００円 計： ３３５，５３４，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １５０円 � １３０円 枠 連（２－５） ５００円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� ５９０円

ワ イ ド �� ２２０円 �� １９０円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ７１０円 ３ 連 単 ��� ２，１６０円

票 数

単勝票数 計 １６７０６６ 的中 � ８１２０２（１番人気）
複勝票数 計 ５３３４７７ 的中 � ３５７０７７（１番人気）� ３９３１２（３番人気）� ５４１８３（２番人気）
枠連票数 計 １０６１４２ 的中 （２－５） １５７１７（２番人気）
馬連票数 計 ３８５４７６ 的中 �� ６２０７６（２番人気）
馬単票数 計 ３１９２３９ 的中 �� ４０２４３（１番人気）
ワイド票数 計 １６８１５５ 的中 �� １９８３０（２番人気）�� ２５２７０（１番人気）�� ８５７４（５番人気）
３連複票数 計 ５０８２８３ 的中 ��� ５３５８０（１番人気）
３連単票数 計１１６７５０８ 的中 ��� ３９９５４（２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．０―３０．４―４３．４―５６．４―１：０９．１―１：２１．７―１：３４．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウエバモア �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー ２００９．８．１５ 札幌６着

２００７．４．２９生 牡４芦 母 パ パ ゴ 母母 Passamaquoddy １９戦３勝 賞金 ３５，９９３，０００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 アドマイヤツバサ号・トウシンボルト号

２５０３４ ８月２０日 晴 良 （２３札幌１）第３日 第１０競走 ��
��１，２００�ニ セ コ 特 別

発走１４時５０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 ３７１，０００円 １０６，０００円 ５３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

７１３ ベストクローン 牝３鹿 ５２ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 日高大洋牧場 ４６２－ ４１：０９．３ ２８．０�

１１ オーシャンキャスト 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠松岡 隆雄氏 石坂 正 浦河 バンダム牧場 ４４８－ ６１：０９．６１� ５．１�
８１５ マイネルロガール 牡３鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武市 康男 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋１２ 〃 クビ ３．３�
４８ メジロガストン 牡６青鹿５７ 吉田 豊岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺 メジロ牧場 ４８４－ ８ 〃 アタマ ５２．５�
５９ コスモピアチューレ 牝４栗 ５５ 松田 大作 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋ ２１：０９．７� ３８．４�
４７ スズカイルマン 	４栗 ５７ 安藤 勝己永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 ４７４－２８ 〃 アタマ １５．７	
３５ ケイツーノース 牝４栗 ５５ 浜中 俊楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ４８８－ ２１：０９．８クビ ３３．８

６１２ タイセイクライマー 牡３黒鹿５４ 池添 謙一田中 成奉氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム B４５８＋１０ 〃 クビ ３３．６�
２４ サトノジューオー 牡４青鹿５７ 横山 典弘里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B５３０－ ２１：１０．０１ ３．８�
８１６ ハワイアンシュガー 牡３黒鹿５４ 岩部 純二四方堂第五郎氏 萱野 浩二 新ひだか 高橋 誠次 ４３０－ ４１：１０．２１� ８．１
３６ 
 ム ー ト 牡３栗 ５４ 井上 俊彦沖田 方子氏 斉藤 正弘 日高 沖田牧場 ４６８± ０１：１０．４１� １１３．６�

（北海道） （北海道）

５１０ サイズミックレディ 牝３鹿 ５２ 四位 洋文細谷 典幸氏 田所 秀孝 日高 下河辺牧場 ４７０－ ４１：１０．５クビ ３７．６�
１２ ル リ ニ ガ ナ 牝３鹿 ５２ 丸山 元気�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 ４７４＋１４１：１０．６� ９．０�
７１４� レアコマンド 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一村上 稔氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田 猛 ４６６＋ ８ 〃 クビ １１３．４�
６１１� グレイホーク 牡６青鹿５７ 津村 明秀桐谷 茂氏 堀井 雅広 鵡川 宇南山牧場 ５１０＋ ４１：１０．９２ １０２．４�
２３ ハバタクテーラー 牝４青鹿５５ 黛 弘人中西 浩一氏 菊川 正達 新冠 村本牧場 ４８６－ ２１：１２．０７ ２７６．５�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２０，４１８，５００円 複勝： ３１，２３３，９００円 枠連： １８，７１５，６００円

馬連： ５８，０９０，４００円 馬単： ３６，２６８，６００円 ワイド： ２３，７２８，４００円

３連複： ７２，９５６，０００円 ３連単： １３２，３１４，５００円 計： ３９３，７２５，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８００円 複 勝 � ５５０円 � １９０円 � １６０円 枠 連（１－７） ４，１７０円

馬 連 �� ８，３７０円 馬 単 �� １７，４１０円

ワ イ ド �� ２，１９０円 �� １，７４０円 �� ４７０円

３ 連 複 ��� ７，６３０円 ３ 連 単 ��� ８０，７７０円

票 数

単勝票数 計 ２０４１８５ 的中 � ５７６０（７番人気）
複勝票数 計 ３１２３３９ 的中 � １１０４７（７番人気）� ４６７８７（３番人気）� ６３７４５（１番人気）
枠連票数 計 １８７１５６ 的中 （１－７） ３５３６（１３番人気）
馬連票数 計 ５８０９０４ 的中 �� ５４７３（２５番人気）
馬単票数 計 ３６２６８６ 的中 �� １５３８（５１番人気）
ワイド票数 計 ２３７２８４ 的中 �� ２７００（２３番人気）�� ３４４４（１７番人気）�� １４３４６（３番人気）
３連複票数 計 ７２９５６０ 的中 ��� ７０６５（２１番人気）
３連単票数 計１３２３１４５ 的中 ��� １２０９（２４０番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．７―１１．２―１１．６―１１．６―１２．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．９―３４．１―４５．７―５７．３

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベストクローン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリルドルフ デビュー ２０１１．１．９ 中山４着

２００８．４．６生 牝３鹿 母 オースミシャイン 母母 コランデアガール ８戦２勝 賞金 １８，７５１，０００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 コアレスシルバー号
※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。

対象レース



２５０３５ ８月２０日 晴 良 （２３札幌１）第３日 第１１競走 ��
��２，０００�ポプラステークス

発走１５時２５分 （芝・右）
３歳以上，１，６００万円以下，２２．８．２１以降２３．８．１４まで１回以上出走馬，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 １７，７００，０００円 ７，１００，０００円 ４，４００，０００円 ２，７００，０００円 １，７７０，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：５８．６
１：５６．４

良

良

８１３ ショウナンマイティ 牡３青鹿５５ 浜中 俊国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 矢野牧場 ４９０＋ ６２：０１．５ ２．３�

６９ ギンザボナンザ 牝４青 ５５．５ 池添 謙一有馬 博文氏 池上 昌弘 安平 ノーザンファーム ４５８± ０２：０１．７１� ５．６�
５７ � リリエンタール 牡４鹿 ５７．５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４３２－ ２２：０１．８� ８．５�
８１２ タカラサンデー 牡５栗 ５５ 岩田 康誠村山 義男氏 国枝 栄 新ひだか 幌村牧場 ５１２－１２ 〃 ハナ １２．８�
４５ マジックビクトリア 牝７鹿 ５２ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 静内 松田 三千雄 ４６６± ０ 〃 ハナ ４１．６�
２２ アロマカフェ 牡４黒鹿５８ 四位 洋文西川 光一氏 小島 太 新冠 浜口牧場 ４６８－ ６ 〃 ハナ ９．６�
３３ ロイヤルクレスト 牡３栃栗５４ 藤田 伸二�木村牧場 鈴木 伸尋 日高 木村牧場 ５０２－ ２２：０１．９クビ ６．２	
５６ ポケッタブルゲーム 	６栗 ５６ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 門別 メイプルファーム ４４８－１４ 〃 クビ １２．６

７１１ ドリームトラベラー 牡６鹿 ５４ 丸山 元気 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム ４８４－ ６２：０２．１１� ４５．９�
６８ 
 アロマンシェス 牡７鹿 ５４ 勝浦 正樹伊達 敏明氏 本間 忍 門別 サンシャイン

牧場 ４６０± ０２：０２．２クビ １０８．６�
７１０ アサヒバロン 牡７鹿 ５２ 吉田 隼人寺内 正光氏 菅原 泰夫 浦河 本巣 一敏 ５１８－ ４ 〃 クビ ６８．５
４４ ピエナファンタスト 牡５鹿 ５４ 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４６４± ０２：０２．６２� ６２．５�
１１ バルバレスコ 牡８鹿 ５０ 西村 太一北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 ４７８－ ２２：０３．８７ １３０．７�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４２，６１４，２００円 複勝： ６５，１７１，０００円 枠連： ３３，１９６，１００円

馬連： １５９，８３０，６００円 馬単： ８７，６３９，０００円 ワイド： ５４，３９１，９００円

３連複： １８９，７７８，５００円 ３連単： ３７３，４４９，８００円 計： １，００６，０７１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２３０円 複 勝 � １２０円 � １６０円 � １９０円 枠 連（６－８） ６６０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ４９０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，９３０円 ３ 連 単 ��� ５，９５０円

票 数

単勝票数 計 ４２６１４２ 的中 � １５１２２１（１番人気）
複勝票数 計 ６５１７１０ 的中 � １８１６３０（１番人気）� ９９４７５（２番人気）� ７７６６９（３番人気）
枠連票数 計 ３３１９６１ 的中 （６－８） ３９５６９（２番人気）
馬連票数 計１５９８３０６ 的中 �� １５５６３６（１番人気）
馬単票数 計 ８７６３９０ 的中 �� ５６５３３（１番人気）
ワイド票数 計 ５４３９１９ 的中 �� ５２２３４（１番人気）�� ２８０８３（３番人気）�� ２３０２５（５番人気）
３連複票数 計１８９７７８５ 的中 ��� ７２６３２（２番人気）
３連単票数 計３７３４４９８ 的中 ��� ４６３３１（３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．７―２３．７―３５．６―４８．１―１：００．７―１：１３．７―１：２６．４―１：３８．２―１：４９．６

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ショウナンマイティ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１０．７．１１ 阪神１着

２００８．４．２生 牡３青鹿 母 ラグジャリー 母母 Alleged Devotion ７戦３勝 賞金 ５９，５６１，０００円

２５０３６ ８月２０日 晴 良 （２３札幌１）第３日 第１２競走 ��
��１，８００�

ひ だ か

日 高 特 別
発走１６時００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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００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

１：４６．４
１：４４．１

良

良

６９ カワキタコマンド 牡４鹿 ５７ 岩田 康誠川島 吉男氏 小桧山 悟 新冠 川上 悦夫 ４７４－１０１：４９．３ ４．０�

８１２ レジェンドブルー 牝５鹿 ５５ 藤岡 佑介平川 浩之氏 宮 徹 静内 小倉 光博 ４６２－ ２ 〃 アタマ ５．２�
１１ メジロスプレンダー 牝５黒鹿５５ 丸山 元気岩� 伸道氏 尾形 充弘 洞爺 メジロ牧場 ４６６± ０１：４９．５１� １２．１�
２２ リッツィースター �４鹿 ５７ 吉田 隼人岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド ４８６－ ６１：４９．７１	 ３２．１�
７１０ シャイニンアーサー 牡４黒鹿５７ 横山 典弘市川 義美氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B４９６± ０ 〃 クビ ２．６�
４５ 
 イグゼキュティヴ 牡５鹿 ５７ 丹内 祐次岡田 繁幸氏 斎藤 誠 新ひだか 沖田 忠幸 B５１２＋ ４１：４９．８クビ １９．６�
５６ �
 ホウショウアマネ 牝６芦 ５５ 丸田 恭介芳賀 吉孝氏 武藤 善則 米 Green

Gates Farm ４８４± ０１：４９．９	 ２６．５�
７１１ ダノンヒデキ 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己	ダノックス 加藤 征弘 早来 ノーザンファーム ４８４－１２１：５０．０	 ６．０

５７ 
 マヤノゴクウ 牡８鹿 ５７ 四位 洋文田所 英子氏 庄野 靖志 静内 石川牧場 ５２２－１０１：５０．１� ６０．２�
６８ 
 ニホンピロキリバス �６栃栗５７ 小林 徹弥小林百太郎氏 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 ４５４－ ４１：５０．３１	 ２０８．３�
３３ コハクジョー 牡５芦 ５７ 宮崎 北斗河内 孝夫氏 伊藤 伸一 新冠 大狩部牧場 ４９６－１０１：５０．５１� ４１．６
４４ ローザレーヌ 牝５青鹿５５ 荻野 琢真西村 和夫氏 梅田 智之 新冠 岡牧場 ４３６± ０１：５０．７１ ２５９．０�
８１３ バトルブリンディス 牡６青鹿５７ 松田 大作宮川 秋信氏 矢作 芳人 門別 モリナガファーム B４７６＋１４１：５０．９１	 １８５．５�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２４，９４３，４００円 複勝： ４２，６４５，４００円 枠連： １７，９０３，５００円

馬連： ７１，５０６，６００円 馬単： ４５，６５０，４００円 ワイド： ２９，３９２，８００円

３連複： ８７，７１５，９００円 ３連単： １８３，４３９，２００円 計： ５０３，１９７，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １６０円 � １７０円 � ２８０円 枠 連（６－８） ８２０円

馬 連 �� ８８０円 馬 単 �� １，６６０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ５１０円 �� ９３０円

３ 連 複 ��� ２，６６０円 ３ 連 単 ��� １１，１２０円

票 数

単勝票数 計 ２４９４３４ 的中 � ４９１９２（２番人気）
複勝票数 計 ４２６４５４ 的中 � ８４３３９（２番人気）� ６９４２０（３番人気）� ３２７７２（５番人気）
枠連票数 計 １７９０３５ 的中 （６－８） １７２４０（３番人気）
馬連票数 計 ７１５０６６ 的中 �� ６３９９４（３番人気）
馬単票数 計 ４５６５０４ 的中 �� ２０３９１（６番人気）
ワイド票数 計 ２９３９２８ 的中 �� ２６３５５（２番人気）�� １４９９７（６番人気）�� ７６５８（９番人気）
３連複票数 計 ８７７１５９ 的中 ��� ２４４２２（６番人気）
３連単票数 計１８３４３９２ 的中 ��� １２１７６（３２番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２３．８―３６．３―４９．１―１：０２．１―１：１４．５―１：２６．０―１：３７．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．２―３F３４．８
１
３
１２，４－６－１１（１，９）（２，３）１０，８，１３，７，５
１２，９（４，１１，５）１（６，１０）３（２，８）（７，１３）

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

勝馬の
紹 介

カワキタコマンド �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 ナリタブライアン デビュー ２００９．８．１ 新潟１２着

２００７．３．２９生 牡４鹿 母 アイシータカオー 母母 ヴァーデビルレディー ３１戦３勝 賞金 ６０，５７３，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※バトルブリンディス号・ローザレーヌ号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

対象レース対象レース



（２３札幌１）第３日 ８月２０日（土曜日） 晴時々曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １５７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 手 当

１８３，３６０，０００円
５，３５０，０００円
１２，８００，０００円
１，３６０，０００円
１７，１２０，０００円
５２，９６７，０００円
４，０８２，０００円
１，５５４，３００円

勝馬投票券売得金
２１１，１６５，３００円
３７５，４６２，１００円
１３７，５７３，０００円
５２１，８９８，４００円
３５６，１２９，１００円
２２１，４９９，３００円
６７１，７４０，９００円
１，３０６，５２２，３００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 ３，８０１，９９０，４００円

総入場人員 ８，９０６名 （有料入場人員 ８，００７名）


