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オッズ・
単勝
人気

21001 7月26日 曇 良 （26札幌1）第1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

45 マコトグナイゼナウ 牡2青鹿54 藤岡 康太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 430－ 21：29．9 3．3�
814 ディープフォルツァ 牡2鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 422－ 4 〃 クビ 5．3�
69 ウインアキレア 牝2鹿 54 三浦 皇成�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 444± 01：30．11 7．5�
34 サトノアッシュ 牡2鹿 54 秋山真一郎里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 454＋ 21：30．31 3．0�
46 ブラックバード 牡2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 454＋ 4 〃 クビ 30．2�
33 ピックアンドポップ 牡2青鹿54 吉田 隼人大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 470－ 41：30．72� 12．4	
11 デルマヨタロウ 牡2栗 54 津村 明秀浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 458－14 〃 アタマ 166．4

22 ネ コ レ ー ヌ 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 414－ 21：30．91� 124．2�
58 ムーンビューティ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 前田 宗将 432－ 61：31．0� 34．1�
711 ダ ン ヴ ィ ル 牡2鹿 54 丸田 恭介 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 450＋ 21：31．21	 112．2
57 マイネルシアトル 牡2芦 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 浦河 笹地牧場 436＋ 6 〃 クビ 17．1�
712 ジョウショーチカラ 牡2青鹿54 藤田 伸二熊田 義孝氏 高橋 康之 新冠 五丸農場 504＋ 21：31．41	 109．7�
813 ゴールドエッグ 牡2鹿 54 丸山 元気鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 452± 01：32．03� 27．4�
610 ミトノゴールド 牡2栗 54 古川 吉洋ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 千代田牧場 470－101：32．1� 31．6�
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売 得 金
単勝： 17，979，600円 複勝： 30，417，400円 枠連： 8，895，000円
馬連： 34，213，600円 馬単： 22，619，000円 ワイド： 20，259，500円
3連複： 49，293，900円 3連単： 70，395，500円 計： 254，073，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 180円 � 180円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 440円 �� 350円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，510円 3 連 単 ��� 6，510円

票 数

単勝票数 計 179796 的中 � 43512（2番人気）
複勝票数 計 304174 的中 � 67716（1番人気）� 39690（4番人気）� 39979（3番人気）
枠連票数 計 88950 的中 （4－8） 8277（3番人気）
馬連票数 計 342136 的中 �� 24633（4番人気）
馬単票数 計 226190 的中 �� 8876（6番人気）
ワイド票数 計 202595 的中 �� 11725（5番人気）�� 15390（2番人気）�� 10674（6番人気）
3連複票数 計 492939 的中 ��� 24323（3番人気）
3連単票数 計 703955 的中 ��� 7828（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．3―30．1―42．1―54．0―1：05．7―1：17．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

マコトグナイゼナウ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．12 函館2着

2012．2．28生 牡2青鹿 母 マコトキンラン 母母 ブゼンキャンドル 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ウインアキレア号の騎手三浦皇成は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金50，000円。（被害馬：1番・8

番・13番・12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） 4頭 ペイシャアロハ号・ペイシャオブロー号・ミュゼバトラー号・ロードチャレンジ号

21002 7月26日 小雨 良 （26札幌1）第1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 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
57．1

良
稍重

710 コロナボレアリス 牡3栗 56
53 ▲小崎 綾也 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西浦 勝一 浦河 富菜牧場 444－ 81：00．3 35．7�
55 マダムアグライア 牝3鹿 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 486± 01：00．51� 1．8�
811 ピンクプリンセス 牝3芦 54 大下 智木村 久子氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 B496－181：00．92� 97．4�
44 ローレルパシオン 牡3鹿 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 450－ 21：01．11� 21．0�
67 タイセイデザイア 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか 前川 正美 496± 0 〃 クビ 10．9�
79 クールゴッホ 牡3栗 56 丹内 祐次西森 道男氏 岩戸 孝樹 新ひだか 今 牧場 498－ 21：01．2クビ 11．7	
33 ティアップシンガー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 446－ 81：01．3� 4．0

68 スカラブルー 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー B402－101：01．62 99．8�

22 ディアルレイル 牝3栗 54
51 ▲井上 敏樹ディアレスト 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 388－18 〃 アタマ 153．3�

812 ヴェアリアスハート 牡3鹿 56 荻野 琢真小林 秀樹氏 梅田 智之 浦河 村中牧場 470± 0 〃 ハナ 78．5
11 ファービヨンド 牝3栗 54 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428＋ 21：01．7� 6．4�
（11頭）

56 プレシャスヴィガー 牝3栗 54 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 462 ― （競走除外）

売 得 金
単勝： 13，419，000円 複勝： 19，349，600円 枠連： 5，887，000円
馬連： 19，801，900円 馬単： 14，163，300円 ワイド： 10，745，800円
3連複： 22，400，000円 3連単： 41，198，800円 計： 146，965，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，570円 複 勝 � 910円 � 110円 � 780円 枠 連（5－7） 990円

馬 連 �� 3，850円 馬 単 �� 11，980円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 17，320円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 33，800円 3 連 単 ��� 271，530円

票 数

単勝票数 差引計 134190（返還計 11656） 的中 � 3005（7番人気）
複勝票数 差引計 193496（返還計 12431） 的中 � 3156（9番人気）� 87757（1番人気）� 3762（7番人気）
枠連票数 差引計 58870（返還計 3971） 的中 （5－7） 4564（4番人気）
馬連票数 差引計 198019（返還計 30590） 的中 �� 3978（11番人気）
馬単票数 差引計 141633（返還計 23660） 的中 �� 886（30番人気）
ワイド票数 差引計 107458（返還計 18698） 的中 �� 1901（14番人気）�� 155（48番人気）�� 1891（15番人気）
3連複票数 差引計 224000（返還計 64836） 的中 ��� 497（64番人気）
3連単票数 差引計 411988（返還計118442） 的中 ��� 110（397番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．4―35．3―47．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロナボレアリス �
�
父 ファンタスティックライト �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2014．6．28 阪神10着

2011．3．29生 牡3栗 母 アルフェッカ 母母 タケショウティアラ 2戦1勝 賞金 4，600，000円
〔競走除外〕 プレシャスヴィガー号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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） 2頭 オーガンディー号・ハヤブサマジック号

第１回 札幌競馬 第１日



21003 7月26日 曇 良 （26札幌1）第1日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時50分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

78 クイーンズシアター 牝3鹿 54 岩田 康誠 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム B454－ 41：47．5 2．4�
67 ウィアーワン 牝3鹿 54 藤田 伸二 �グランデオーナーズ 高橋 康之 浦河 中島牧場 498＋121：47．71 4．0�
66 エヴォリューション 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 468－ 61：47．8� 6．6�
811 パラプリュイ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 430－ 61：47．9� 9．8�
79 グレイスビクトリア 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 436＋101：48．32� 37．5�
55 キ ナ ウ 牝3黒鹿54 三浦 皇成荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484－ 4 〃 クビ 5．6	
33 パイストロピカル 牝3鹿 54 津村 明秀
ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 432－ 61：48．4クビ 33．4�
44 ボビンレース 牝3栗 54 勝浦 正樹 
サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 462－ 61：48．61� 15．2�
22 テイエムペガサス 牝3黒鹿54 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B444＋ 41：49．23� 42．0
11 グローバルシップ 牝3栗 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 448＋141：49．73 127．3�
810 ピ ア ー ノ 牝3鹿 54 松岡 正海
木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 472± 01：49．91� 133．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 14，870，300円 複勝： 26，166，500円 枠連： 6，470，000円
馬連： 25，809，400円 馬単： 18，640，100円 ワイド： 15，344，500円
3連複： 37，708，800円 3連単： 64，713，200円 計： 209，722，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 160円 � 160円 枠 連（6－7） 290円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，040円

ワ イ ド �� 250円 �� 260円 �� 500円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 3，470円

票 数

単勝票数 計 148703 的中 � 49037（1番人気）
複勝票数 計 261665 的中 � 96202（1番人気）� 32372（3番人気）� 31587（4番人気）
枠連票数 計 64700 的中 （6－7） 17103（1番人気）
馬連票数 計 258094 的中 �� 34021（1番人気）
馬単票数 計 186401 的中 �� 13436（1番人気）
ワイド票数 計 153445 的中 �� 16878（2番人気）�� 15933（3番人気）�� 6941（7番人気）
3連複票数 計 377088 的中 ��� 34127（1番人気）
3連単票数 計 647132 的中 ��� 13490（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―31．2―44．2―57．3―1：10．0―1：22．2―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クイーンズシアター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 サクラユタカオー デビュー 2013．8．11 新潟9着

2011．5．3生 牝3鹿 母 センボンザクラ 母母 ダイナフランダース 12戦1勝 賞金 13，650，000円

21004 7月26日 曇 良 （26札幌1）第1日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

55 ジュガンティーヤ 牡3青 56
53 ▲長岡 禎仁�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B514－ 81：47．7 2．7�

77 レオウィッシュ 牡3栗 56 横山 和生�レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 B474－ 41：47．91� 6．1�
33 ラインファング 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也大澤 繁昌氏 南井 克巳 平取 稲原牧場 432－ 41：48．0� 20．0�
66 マコトヴォカシオン 牡3鹿 56 菱田 裕二�ディアマント 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 450－ 41：48．42� 3．7�
22 トーセンパピー 牝3黒鹿54 柴山 雄一島川 	哉氏 中川 公成 新冠 秋田牧場 442－ 21：48．5クビ 9．4

11 トーアイタダキ 牡3栗 56 勝浦 正樹高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 442＋ 41：48．82 22．4�
88 メローワイン 牡3鹿 56 津村 明秀渡邊 隆氏 尾形 充弘 新冠 森 牧場 500＋ 21：48．9� 4．2�
89 デルママルコ 牝3黒鹿54 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 作田 誠二 千歳 社台ファーム 436－ 21：49．43 98．9
44 リムーブアゲン 牡3青鹿 56

53 ▲井上 敏樹浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム B486＋ 21：50．46 91．5�

（9頭）

売 得 金
単勝： 15，616，100円 複勝： 21，281，200円 枠連： 4，724，100円
馬連： 23，107，500円 馬単： 17，372，400円 ワイド： 13，676，700円
3連複： 31，855，100円 3連単： 63，245，500円 計： 190，878，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 160円 � 420円 枠 連（5－7） 820円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 350円 �� 910円 �� 940円

3 連 複 ��� 3，840円 3 連 単 ��� 12，790円

票 数

単勝票数 計 156161 的中 � 45771（1番人気）
複勝票数 計 212812 的中 � 39792（2番人気）� 38065（3番人気）� 9767（7番人気）
枠連票数 計 47241 的中 （5－7） 4431（3番人気）
馬連票数 計 231075 的中 �� 20451（3番人気）
馬単票数 計 173724 的中 �� 9819（4番人気）
ワイド票数 計 136767 的中 �� 11190（3番人気）�� 3637（13番人気）�� 3546（14番人気）
3連複票数 計 318551 的中 ��� 6207（16番人気）
3連単票数 計 632455 的中 ��� 3584（50番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．7―13．0―12．3―12．4―12．3―13．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―31．1―44．1―56．4―1：08．8―1：21．1―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジュガンティーヤ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．2．10 東京9着

2011．2．18生 牡3青 母 プライムウィッシュ 母母 プライムオブユース 9戦1勝 賞金 9，990，000円
〔発走状況〕 マコトヴォカシオン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。



21005 7月26日 小雨 良 （26札幌1）第1日 第5競走 ��
��1，500�サラブレッド系2歳

発走12時10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
1：29．3
1：29．3

良
良

33 キャンディーハウス 牝2黒鹿54 岩田 康誠�ノースヒルズ 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466 ―1：32．0 3．0�

45 グラマラスカーヴ 牝2黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 412 ― 〃 クビ 3．5�
11 ウインマハロ 牝2鹿 54 津村 明秀�ウイン 斎藤 誠 新冠 コスモヴューファーム 404 ―1：32．1� 9．6�
813 ア ト リ エ 牝2栗 54 四位 洋文水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 438 ―1：32．31� 20．7�
56 アンダリューサイト 牝2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 440 ―1：32．4	 39．6�
711 サトノファンタス 牡2鹿 54 柴山 雄一里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 410 ―1：32．5	 6．3	
69 アルマクレヨン 牡2栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 454 ― 〃 アタマ 18．3

57 ダンツラッシュ 牡2鹿 54 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 三石橋本牧場 488 ―1：32．6	 22．0�
812 レンイングランド 牡2芦 54 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 498 ― 〃 クビ 8．9�
68 プリンシアソーレ 牝2鹿 54 丸田 恭介芳川 貴行氏 中川 公成 池田 小濱 正博 410 ―1：32．81� 43．9
22 ヌンチェルラ 牡2鹿 54 吉田 隼人湯浅 德昭氏 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 486 ―1：33．22	 36．1�
710 エミュレート 牝2鹿 54 菱田 裕二田中 春美氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 420 ―1：33．94 104．1�
44 スギノクレステージ 牡2黒鹿54 松岡 正海杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか タイヘイ牧場 514 ― （競走中止） 29．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，243，800円 複勝： 25，039，000円 枠連： 8，367，000円
馬連： 29，933，000円 馬単： 21，385，800円 ワイド： 16，289，000円
3連複： 39，591，200円 3連単： 61，463，000円 計： 220，311，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 160円 � 200円 枠 連（3－4） 670円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 280円 �� 550円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 5，190円

票 数

単勝票数 計 182438 的中 � 48378（1番人気）
複勝票数 計 250390 的中 � 53122（1番人気）� 41400（2番人気）� 27434（4番人気）
枠連票数 計 83670 的中 （3－4） 9592（1番人気）
馬連票数 計 299330 的中 �� 35677（1番人気）
馬単票数 計 213858 的中 �� 13440（1番人気）
ワイド票数 計 162890 的中 �� 16216（1番人気）�� 7229（5番人気）�� 6440（6番人気）
3連複票数 計 395912 的中 ��� 17645（2番人気）
3連単票数 計 614630 的中 ��� 8580（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．8―31．5―44．4―57．1―1：08．8―1：20．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

キャンディーハウス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Dixieland Band 初出走

2012．2．10生 牝2黒鹿 母 ア ラ ン セ ラ 母母 Island Escape 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 スギノクレステージ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
〔制裁〕 レンイングランド号の騎手中谷雄太は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8番）

21006 7月26日 雨 良 （26札幌1）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

45 エイシンノーティス 牝3鹿 54 秋山真一郎�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 458－122：00．6 7．7�
68 ニシノチャステティ 牝3栗 54 村田 一誠西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 本桐牧場 448－ 42：01．77 5．2�
22 サンドラバローズ 牝3鹿 54 岩田 康誠猪熊 広次氏 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 404－ 4 〃 ハナ 3．1�
69 ブルーロータス 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム B474＋ 22：02．01� 11．2�

812 セイウンコレット 牝3黒鹿54 横山 和生西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 468± 0 〃 クビ 17．4�
44 コスモトレント 牝3栗 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム B484－ 82：02．21	 14．6

710 サザンキング 牡3芦 56 三浦 皇成南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 B454－ 22：02．52 3．6�
56 シャイニーパティオ 牝3鹿 54 西村 太一小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 432＋162：02．82 41．1�
711
 アイリッシュギフト 牡3鹿 56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 英 Christopher &
Annabelle Mason 512＋ 62：02．9� 19．0

11 セトノヴィラーゴ 牝3栗 54 古川 吉洋難波 澄子氏 南井 克巳 千歳 社台ファーム 482－ 42：03．11	 113．8�
813 メイショウオオナタ 牡3芦 56 菱田 裕二松本 好雄氏 中村 均 日高 白井牧場 518＋ 22：06．3大差 35．1�
57 ケンブリッジアド 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ
ンブリッジバレー 412－ 82：07．36 280．1�

33 オールオブミー 牝3鹿 54 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 浦河 三好牧場 440－ 4 （競走中止） 217．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 15，686，200円 複勝： 24，359，300円 枠連： 7，040，500円
馬連： 27，648，300円 馬単： 16，304，600円 ワイド： 14，687，400円
3連複： 37，615，000円 3連単： 58，632，400円 計： 201，973，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 180円 � 170円 � 150円 枠 連（4－6） 800円

馬 連 �� 1，960円 馬 単 �� 3，740円

ワ イ ド �� 660円 �� 460円 �� 380円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 12，580円

票 数

単勝票数 計 156862 的中 � 16116（4番人気）
複勝票数 計 243593 的中 � 31793（4番人気）� 34858（3番人気）� 47656（2番人気）
枠連票数 計 70405 的中 （4－6） 6760（6番人気）
馬連票数 計 276483 的中 �� 10897（8番人気）
馬単票数 計 163046 的中 �� 3263（14番人気）
ワイド票数 計 146874 的中 �� 5379（8番人気）�� 8224（4番人気）�� 10267（2番人気）
3連複票数 計 376150 的中 ��� 14995（3番人気）
3連単票数 計 586324 的中 ��� 3377（29番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．8―12．4―12．2―12．5―12．4―12．2―12．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―35．0―47．4―59．6―1：12．1―1：24．5―1：36．7―1：48．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．1
1
3
10，13，11，12－（3，5）7（1，4）8，9，6－2
10，12－（11，5）（4，8）1，13，9，7（6，2）

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

勝馬の
紹 介

エイシンノーティス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 エイシンワシントン デビュー 2013．12．22 阪神3着

2011．5．4生 牝3鹿 母 エイシンヘーベ 母母 エイシンオープン 7戦1勝 賞金 8，100，000円
〔競走中止〕 オールオブミー号は，競走中に疾病〔左中手骨開放骨折〕を発症し，2コーナーで騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ケンブリッジアド号の騎手城戸義政は，3コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケンブリッジアド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月26日まで平地競

走に出走できない。
メイショウオオナタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月26日まで平地
競走に出走できない。



21007 7月26日 雨 稍重 （26札幌1）第1日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
57．1

良
稍重

33 キークッキー 牝4鹿 55
52 ▲小崎 綾也北前孔一郎氏 宮 徹 日高 田中 元寿 474－ 8 58．9 33．6�

56 セイウンチカラ 牡4鹿 57 岩田 康誠西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 500＋ 4 59．11� 2．4�
79 サトノプレシャス 牡4栗 57 吉田 隼人里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 482－ 4 59．2クビ 2．8�
55 ホワイトポピー 牝4芦 55 柴山 雄一楠本 勝美氏 高橋 裕 平取 中川 隆 434－ 2 59．4� 5．6�
11 テイエムシシオー 牡5黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 480－ 6 59．61� 14．7�
67 シゲルウシュウ 牡3栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 458－10 〃 クビ 70．9�
22 ロードメビウス 牡3鹿 54 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 B478－10 59．7クビ 44．5

811 ミスズモンブラン 牡3栗 54 菱田 裕二永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 友田牧場 474＋ 2 〃 同着 18．3�
710 タマモエスカルゴ 牝3青鹿52 黛 弘人タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 452－ 6 〃 クビ 12．8�
812 スターリーオレンジ 牝3栗 52

49 ▲井上 敏樹山上 和良氏 千田 輝彦 新ひだか 久井牧場 470＋ 61：00．12� 75．4
68 	 シュヴァルベ 牡3栗 54 古川 吉洋ケンレーシング組合 土田 稔 日高 北田 剛 420± 01：00．42 214．0�
44 バクシンパワー 
4鹿 57

54 ▲城戸 義政�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 B464＋ 21：00．82� 40．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，468，300円 複勝： 23，921，300円 枠連： 7，796，700円
馬連： 32，061，300円 馬単： 22，230，000円 ワイド： 16，198，300円
3連複： 42，381，100円 3連単： 75，561，700円 計： 240，618，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，360円 複 勝 � 450円 � 120円 � 150円 枠 連（3－5） 2，770円

馬 連 �� 4，210円 馬 単 �� 11，690円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 970円 �� 210円

3 連 複 ��� 3，330円 3 連 単 ��� 37，540円

票 数

単勝票数 計 204683 的中 � 4861（7番人気）
複勝票数 計 239213 的中 � 8297（7番人気）� 69655（1番人気）� 43178（2番人気）
枠連票数 計 77967 的中 （3－5） 2179（9番人気）
馬連票数 計 320613 的中 �� 5897（13番人気）
馬単票数 計 222300 的中 �� 1426（36番人気）
ワイド票数 計 161983 的中 �� 2257（19番人気）�� 3768（12番人気）�� 24361（1番人気）
3連複票数 計 423811 的中 ��� 9519（9番人気）
3連単票数 計 755617 的中 ��� 1459（117番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―34．8―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キークッキー �
�
父 フサイチコンコルド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．3．23 中京14着

2010．5．20生 牝4鹿 母 キーウイーク 母母 キーフラワー 10戦1勝 賞金 8，050，000円
［他本会外：3戦2勝］

〔騎手変更〕 サトノプレシャス号の騎手勝浦正樹は，第6競走での落馬による検査のため吉田隼人に変更。

21008 7月26日 雨 稍重 （26札幌1）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

35 プリンセスムーン 牝4栗 55 藤岡 康太玉腰 勇吉氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B490＋ 61：09．4 2．8�
47 タカミツスズラン 牝3鹿 52 松岡 正海高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 450± 01：09．61� 24．9�
48 マイネヴァリエンテ 牝3鹿 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 446－ 8 〃 アタマ 6．0�
59 サクセスフィリア 牝3鹿 52 津村 明秀髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 438－ 6 〃 クビ 17．4�
36 マカゼコイカゼ 牝4鹿 55 岩田 康誠國分 純氏 小野 次郎 日高 ファニーフレンズファーム 436± 01：09．7� 4．2�
24 ニ シ ノ ニ カ 牝4黒鹿55 三浦 皇成西山 茂行氏 鈴木 伸尋 新ひだか 本桐牧場 470－ 61：09．8� 13．6	
714 チェリーペトルズ 牝4鹿 55 丸田 恭介 
サンデーレーシング 奥村 武 安平 追分ファーム 466－ 61：09．9クビ 55．8�
23 シ ュ ウ ギ ン 牝4鹿 55 黛 弘人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 440± 01：10．0� 32．1�
11 ホオポノポノ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ
ナル牧場 440＋ 2 〃 ハナ 13．1

611 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 52 菱田 裕二布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 432－101：10．1� 11．7�
815� エーデルシュタイン 牝5黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 496＋181：10．2� 43．0�
612 ナリタメロディ 牝3青鹿 52

49 ▲小崎 綾也�オースミ 木原 一良 日高 白井牧場 424－ 21：10．52 22．4�
510 クリノイザナミ 牝3青 52 古川 吉洋栗本 博晴氏 高橋 義博 様似 様似渡辺牧場 406－101：10．71 65．9�
816 レ フ ア 牝4鹿 55 柴山 雄一桑畑 �信氏 水野 貴広 日高 槇本牧場 B442－18 〃 アタマ 282．5�
713� ノ イ 牝4鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 446－141：11．12� 49．6�
12 オウケンハナミズキ 牝5青 55

52 ▲長岡 禎仁福井 明氏 牧浦 充徳 様似 富田 恭司 426＋ 41：11．52� 119．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 20，450，200円 複勝： 32，636，000円 枠連： 12，087，800円
馬連： 37，621，800円 馬単： 21，981，200円 ワイド： 21，098，800円
3連複： 49，916，200円 3連単： 77，010，200円 計： 272，802，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 570円 � 200円 枠 連（3－4） 500円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 5，220円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 300円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 6，250円 3 連 単 ��� 31，290円

票 数

単勝票数 計 204502 的中 � 57655（1番人気）
複勝票数 計 326360 的中 � 80207（1番人気）� 10434（9番人気）� 40872（3番人気）
枠連票数 計 120878 的中 （3－4） 18374（1番人気）
馬連票数 計 376218 的中 �� 8833（8番人気）
馬単票数 計 219812 的中 �� 3157（13番人気）
ワイド票数 計 210988 的中 �� 4142（12番人気）�� 20715（2番人気）�� 2225（26番人気）
3連複票数 計 499162 的中 ��� 5985（16番人気）
3連単票数 計 770102 的中 ��� 1784（78番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．5―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プリンセスムーン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Johan Cruyff デビュー 2013．1．19 京都4着

2010．3．26生 牝4栗 母 スクービドゥー 母母 Simply Red 13戦3勝 賞金 31，750，000円
〔騎手変更〕 プリンセスムーン号の騎手勝浦正樹は，第6競走での落馬負傷のため藤岡康太に変更。
※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。
（非当選馬） 3頭 クラシックマーク号・クールジョジョ号・トラストフェアリー号



21009 7月26日 雨 稍重 （26札幌1）第1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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

67 ランドマーキュリー 牡4栗 57 藤岡 康太木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 520＋ 81：45．4 1．8�
11 ニューハウン 牡4鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 520＋ 21：45．82� 7．6�
79 サウススターマン 牡3黒鹿54 岩田 康誠南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 482＋121：46．33 4．8�
811 フィールドメジャー 牝4栗 55 松岡 正海地田 勝三氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 448－ 21：46．51� 75．9�
22 ニホンピロバロン 牡4栗 57 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 472－ 41：46．81	 5．4�
33 オイダシダイコ 牡3黒鹿54 菱田 裕二スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 B444－ 61：47．12 57．8	
44 キャメロンロード 牝4鹿 55 黛 弘人森 保彦氏 和田 雄二 新冠 長浜牧場 448－ 6 〃 クビ 220．2

812 インストアイベント 牡4栗 57 横山 和生 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 476－ 81：47．2クビ 19．9�
68 
 ヴァリュービジョン �5黒鹿57 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 B482＋ 21：47．62� 223．9
56 ヴァルティカル 牡4鹿 57 古川 吉洋 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 450－ 41：47．7� 93．3�
55 ハギノブシドウ 牡4栗 57

54 ▲小崎 綾也日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 500－ 61：47．91 15．1�
710 ファイトユアソング 牝3鹿 52 丸田 恭介�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 424－201：48．53� 41．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 25，109，800円 複勝： 31，903，400円 枠連： 8，900，200円
馬連： 43，307，400円 馬単： 29，456，500円 ワイド： 19，767，000円
3連複： 53，447，100円 3連単： 117，010，900円 計： 328，902，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 170円 枠 連（1－6） 730円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 940円

ワ イ ド �� 260円 �� 270円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，950円

票 数

単勝票数 計 251098 的中 � 107882（1番人気）
複勝票数 計 319034 的中 � 104406（1番人気）� 45014（3番人気）� 36653（4番人気）
枠連票数 計 89002 的中 （1－6） 9342（3番人気）
馬連票数 計 433074 的中 �� 46270（3番人気）
馬単票数 計 294565 的中 �� 23426（3番人気）
ワイド票数 計 197670 的中 �� 20464（2番人気）�� 19864（3番人気）�� 8189（7番人気）
3連複票数 計 534471 的中 ��� 39596（3番人気）
3連単票数 計1170109 的中 ��� 21472（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．7―43．3―55．7―1：07．9―1：20．2―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ランドマーキュリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．3．30 阪神18着

2010．4．11生 牡4栗 母 メジロカンナ 母母 メジロホタカ 15戦3勝 賞金 36，511，000円
〔騎手変更〕 フィールドメジャー号の騎手勝浦正樹は，第6競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。

21010 7月26日 雨 稍重 （26札幌1）第1日 第10競走 ��
��2，000�

ほ く し ん

北 辰 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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

89 レッドセインツ 牡6鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 442－ 42：02．6 3．0�
33 � クリノサンタクルス 牡4鹿 57 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 川島 良一 466± 02：02．7	 27．9�
44 ウインインスパイア 牡3黒鹿54 岩田 康誠�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 438－ 8 〃 ハナ 5．2�
22 ネコタイショウ 牡4鹿 57 吉田 隼人桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 440－122：02．91
 4．5�
66 グランスエルテ 牡4栗 57 藤田 伸二 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 62：03．64 6．1	
55 マイネルピクトル 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 504－ 42：04．02	 18．4

77 ロ ー ハ イ ド 牡3鹿 54 菱田 裕二石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 22：04．21
 4．3�
11 マイネルバランシン 牡4黒鹿57 N．ローウィラー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 496－ 4 〃 アタマ 61．5�

（豪）

88 � エスティロックオン 牡3芦 54 松岡 正海島川 哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム 478－ 42：05．05 56．2�

（9頭）

売 得 金
単勝： 26，865，300円 複勝： 31，360，900円 枠連： 8，162，600円
馬連： 46，304，600円 馬単： 31，074，500円 ワイド： 20，045，000円
3連複： 54，435，000円 3連単： 137，666，900円 計： 355，914，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 430円 � 190円 枠 連（3－8） 3，220円

馬 連 �� 3，670円 馬 単 �� 4，820円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 330円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 4，460円 3 連 単 ��� 24，330円

票 数

単勝票数 計 268653 的中 � 69512（1番人気）
複勝票数 計 313609 的中 � 75044（1番人気）� 13578（7番人気）� 42833（4番人気）
枠連票数 計 81626 的中 （3－8） 1959（12番人気）
馬連票数 計 463046 的中 �� 9763（13番人気）
馬単票数 計 310745 的中 �� 4834（22番人気）
ワイド票数 計 200450 的中 �� 4110（14番人気）�� 17789（3番人気）�� 3118（19番人気）
3連複票数 計 544350 的中 ��� 9145（15番人気）
3連単票数 計1376669 的中 ��� 4102（82番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―12．7―12．9―12．6―12．5―12．1―11．9―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．1―36．8―49．7―1：02．3―1：14．8―1：26．9―1：38．8―1：50．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドセインツ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Selkirk デビュー 2010．7．18 新潟1着

2008．2．17生 牡6鹿 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 13戦3勝 賞金 55，656，000円
〔騎手変更〕 ネコタイショウ号の騎手勝浦正樹は，第6競走での落馬負傷のため吉田隼人に変更。
※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。



21011 7月26日 雨 稍重 （26札幌1）第1日 第11競走 ��
��2，000�札幌競馬場グランドオープン記念

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，25．7．20以降26．7．20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

道議会議長賞（1着）
賞 品

本 賞 17，800，000円 7，100，000円 3，600，000
3，600，000

円
円 1，780，000円

付 加 賞 336，000円 96，000円 24，000
24，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

12 スーパームーン 牡5青鹿57 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506＋ 22：01．8 4．2�
23 エーシングングン 牡5栗 55 吉田 隼人�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 464－14 〃 クビ 10．4�
47 � シャドウパーティー 牡5鹿 56 N．ローウィラー 飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 494＋ 4 〃 ハナ 5．0�
（豪）

815� サクラボールド 牡7栗 56 松岡 正海�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 464－12 〃 同着 13．0�
35 アドマイヤケルソ 牡6栗 55 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480－ 62：01．9クビ 18．3�
611 ホーカーテンペスト 牡5栗 57 柴山 雄一 	キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 490－12 〃 ハナ 9．8

714� ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 55 三浦 皇成林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 496＋ 62：02．0	 13．0�
24 � メイショウインロウ 牡5栗 54 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 532± 02：02．1クビ 21．0�
48 ツルミプラチナム 牡7黒鹿54 津村 明秀	鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 474－102：02．2
 25．5
713 ダイシンブラック 牡5鹿 55 菱田 裕二大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 486－10 〃 クビ 13．1�
59 サムソンズプライド 牡4鹿 56 横山 和生有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 462－ 42：02．3クビ 6．2�
816 マイネヒメル 牝5栗 51 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 466－18 〃 ハナ 63．3�
36 スーサングレート 牡6栗 55 藤岡 康太林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B506－10 〃 クビ 19．8�
11 フミノヤマビコ 牡7鹿 55 丸山 元気谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B502＋102：02．4クビ 152．9�
510 スマートリバティー 牡6鹿 53 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 444－ 6 〃 クビ 95．9�
612 メイショウジンム 牡8鹿 53 藤田 伸二松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 444－ 62：02．61
 78．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 48，601，800円 複勝： 76，429，600円 枠連： 36，803，100円
馬連： 173，786，600円 馬単： 76，030，400円 ワイド： 67，210，200円
3連複： 237，363，100円 3連単： 345，959，800円 計： 1，062，184，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 200円 �
�

160円
210円 枠 連（1－2） 1，540円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 540円 ��
��

310円
570円

��
��

590円
830円

3 連 複 ���
���

1，800円
2，670円 3 連 単 ���

���
8，640円
11，710円

票 数

単勝票数 計 486018 的中 � 90434（1番人気）
複勝票数 計 764296 的中 �

�
127190
61810

（1番人気）
（6番人気）

� 66573（4番人気）� 99129（2番人気）

枠連票数 計 368031 的中 （1－2） 18498（2番人気）
馬連票数 計1737866 的中 �� 63010（4番人気）
馬単票数 計 760304 的中 �� 17970（4番人気）
ワイド票数 計 672102 的中 ��

��
18710
17035

（4番人気）
（6番人気）

��
��

37407
11730

（1番人気）
（18番人気）

�� 17644（5番人気）

3連複票数 計2373631 的中 ��� 49773（2番人気）��� 33050（7番人気）
3連単票数 計3459598 的中 ��� 14520（13番人気）��� 10694（23番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．4―35．6―48．3―1：00．8―1：13．4―1：25．6―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．2
1
3
9，16（1，14）（6，13）4，2（5，8，15）（10，12）（3，7）11・（9，16）14，1（13，12）（6，4）15（2，8，10）（5，7，11）3

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

勝馬の
紹 介

スーパームーン �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2011．10．22 東京5着

2009．4．28生 牡5青鹿 母 フェアリーバラード 母母 Angelic Song 18戦5勝 賞金 90，161，000円
〔騎手変更〕 サクラボールド号の騎手勝浦正樹は，第6競走での落馬負傷のため松岡正海に変更。
※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。

21012 7月26日 雨 重 （26札幌1）第1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，1，000万円以下，25．7．20以降26．7．20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 14，700，000円 5，900，000円 2，950，000
2，950，000

円
円 1，470，000円

付 加 賞 287，000円 82，000円 21，000
21，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

68 ヒミノオオタカ 牡4鹿 55 岩田 康誠佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム 480－ 21：43．7 8．2�

33 スノーモンキー 牡4鹿 57 丸山 元気石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 448－ 4 〃 クビ 3．6�
22 トミケンユークアイ �5黒鹿55 古川 吉洋冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 480－ 41：43．8� 17．6�
45 セトノプロミス 牡4鹿 54 柴山 雄一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 476－12 〃 同着 20．9�
710 マイネルハルカゼ 牡4鹿 55 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 カミイスタット 482＋ 41：44．11	 4．4�
812 アポロパレス 牝5鹿 51 荻野 琢真小林 量氏 白井 寿昭 浦河 笹島 政信 464－121：44．42 186．9	
69 ウォーターサムデイ 牡8鹿 53 秋山真一郎山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 486＋ 6 〃 アタマ 108．9

11 ク ー ゲ ル 牡3栗 53 三浦 皇成幅田 昌伸氏 加用 正 浦河 岡本牧場 502－ 21：44．5クビ 4．4�
56 トーセンセカイオー 牡5鹿 55 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 508＋201：44．6� 25．7
57 ハヤブサフィーバー 牡5栗 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494－ 41：44．81
 14．4�
44 アルセーヌシチー 牡8鹿 53 藤田 伸二 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 500－ 61：45．22� 92．3�
711 シルクラングレー 牡5栗 55 N．ローウィラー 有限会社シルク友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム B480－10 〃 アタマ 6．7�

（豪）

813 ラルシュドール 牝5鹿 52 菱田 裕二 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530＋ 41：46．79 50．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，566，400円 複勝： 50，765，600円 枠連： 19，434，400円
馬連： 82，363，800円 馬単： 41，411，600円 ワイド： 36，509，500円
3連複： 99，677，600円 3連単： 170，922，800円 計： 531，651，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 170円 � 130円 �
�

250円
290円 枠 連（3－6） 1，680円

馬 連 �� 1，820円 馬 単 �� 4，540円

ワ イ ド �� 390円 ��
��

960円
960円

��
��

510円
670円

3 連 複 ���
���

4，480円
4，100円 3 連 単 ���

���
23，040円
22，710円

票 数

単勝票数 計 305664 的中 � 29780（5番人気）
複勝票数 計 507656 的中 �

�
58591
26917

（5番人気）
（8番人気）

� 102670（1番人気）� 32893（7番人気）

枠連票数 計 194344 的中 （3－6） 8941（8番人気）
馬連票数 計 823638 的中 �� 35047（7番人気）
馬単票数 計 414116 的中 �� 6830（17番人気）
ワイド票数 計 365095 的中 ��

��
15337
11320

（6番人気）
（10番人気）

��
��

5551
8238
（24番人気）
（15番人気）

�� 5563（23番人気）

3連複票数 計 996776 的中 ��� 8336（34番人気）��� 9122（30番人気）
3連単票数 計1709228 的中 ��� 2688（165番人気） ��� 2728（164番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―30．0―42．4―54．7―1：07．1―1：19．3―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒミノオオタカ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Opening Verse デビュー 2013．2．16 京都5着

2010．1．21生 牡4鹿 母 デアリングヴァース 母母 Power Bidder 16戦3勝 賞金 35，037，000円
［他本会外：2戦1勝］

〔騎手変更〕 トミケンユークアイ号の騎手勝浦正樹は，第6競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。
※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 ゴールデンクラウン号
※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。



（26札幌1）第1日 7月26日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良後稍重
良後稍重後重

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 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

180，290，000円
2，080，000円
9，200，000円
1，241，000円
16，180，000円
54，999，500円
3，874，000円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
267，876，800円
393，629，800円
134，568，400円
575，959，200円
332，669，400円
271，831，700円
755，684，100円
1，283，780，700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 4，016，000，100円

総入場人員 16，798名 （有料入場人員 15，530名）
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