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21013 7月27日 晴 稍重 （26札幌1）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （芝・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
1：09．5
1：07．8

良
良

67 ノットフォーマル 牝2黒鹿54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 460± 01：09．7 9．9�
78 タイセイボニータ 牝2栗 54

51 ▲小崎 綾也田中 成奉氏 森田 直行 浦河 浦河土肥牧場 446± 01：10．55 35．2�
55 ネ ミ ッ サ 牝2青鹿54 津村 明秀岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 414＋ 21：10．71� 1．7�
66 カンタベリーキッズ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹峰 哲馬氏 二本柳俊一 むかわ ヤマイチ牧場 398＋ 41：10．8� 107．9�
79 ペパーミント 牝2鹿 54 古川 吉洋山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 いとう牧場 422－ 21：11．12 5．3�
811 プロセルピナ 牝2栗 54

51 ▲長岡 禎仁清水 敏氏 畠山 重則 様似 澤井 義一 422＋ 21：11．41� 211．9�
11 プリンセスルビー 牝2青鹿 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 秋場牧場 406＋ 21：11．72 4．7	
810 デンコウコハク 牝2栗 54 幸 英明田中 康弘氏 武田 博 様似 中脇 一幸 442＋ 21：11．91 17．3

33 ターンブルブルー 牝2黒鹿54 吉田 隼人 �ブルーマネジメント畠山 吉宏 新冠 川上牧場 438＋ 41：12．11� 96．4�
44 ガールズライン 牝2芦 54 花田 大昂吉永 清美氏 目野 哲也 新ひだか 松本牧場 460－ 81：12．84 36．6
22 スイートアリッサム 牝2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 大和田 成 新ひだか グランド牧場 432－ 81：13．11� 23．0�
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売 得 金
単勝： 17，171，400円 複勝： 35，036，500円 枠連： 6，057，700円
馬連： 29，508，900円 馬単： 24，182，100円 ワイド： 15，990，900円
3連複： 40，631，500円 3連単： 89，781，900円 計： 258，360，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 250円 � 400円 � 110円 枠 連（6－7） 2，180円

馬 連 �� 14，140円 馬 単 �� 24，140円

ワ イ ド �� 2，590円 �� 440円 �� 730円

3 連 複 ��� 6，300円 3 連 単 ��� 75，600円

票 数

単勝票数 計 171714 的中 � 13863（4番人気）
複勝票数 計 350365 的中 � 18314（4番人気）� 9672（6番人気）� 204690（1番人気）
枠連票数 計 60577 的中 （6－7） 2150（9番人気）
馬連票数 計 295089 的中 �� 1617（26番人気）
馬単票数 計 241821 的中 �� 751（49番人気）
ワイド票数 計 159909 的中 �� 1465（24番人気）�� 9937（4番人気）�� 5581（8番人気）
3連複票数 計 406315 的中 ��� 4836（19番人気）
3連単票数 計 897819 的中 ��� 861（173番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．2―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．9―45．7―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．8
3 5，7（1，8，10）2（9，11）6，4，3 4 ・（5，7）－（1，10）（8，9）－（2，11）6－3－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノットフォーマル �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．7．6 函館6着

2012．3．17生 牝2黒鹿 母 リミッターブレイク 母母 トロフィーポイント 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ガールズライン号・スイートアリッサム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

8月27日まで平地競走に出走できない。

21014 7月27日 晴 重 （26札幌1）第2日 第2競走 ��1，700�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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

89 ロワサーブル 牡3栗 56 N．ローウィラー �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：46．9 17．3�
（豪）

44 エアカページ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 524 ―1：47．22 3．6�
78 タイセイオーシャン 牡3鹿 56 勝浦 正樹田中 成奉氏 伊藤 大士 森 笹川大晃牧場 478－ 21：48．05 24．8�
33 メイショウウケヅキ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 470－ 21：48．1� 12．2�
11 ミキノブルーグラス 牡3鹿 56 津村 明秀谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 福岡 清 B488－ 21：48．73� 8．3	
810 グロリアスカフェ 牡3黒鹿56 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 496± 01：48．8クビ 1．7

66 ダンシングウインド 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 468－ 81：48．9� 26．9�
55 センノイギダー 牡3栗 56 丸田 恭介浅野 正敏氏 浅野洋一郎 新ひだか 静内酒井牧場 B470－ 6 〃 アタマ 35．7�
22 フクノトリアイナ 牡3鹿 56 花田 大昂福島 祐子氏 小野 次郎 平取 協栄組合 484＋ 41：49．64 75．7
77 カシマブレイン 牡3鹿 56 中谷 雄太松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 B480－ 81：50．34 35．8�
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売 得 金
単勝： 18，368，900円 複勝： 58，692，600円 枠連： 6，339，500円
馬連： 27，236，600円 馬単： 22，708，500円 ワイド： 15，278，300円
3連複： 35，858，900円 3連単： 76，468，000円 計： 260，951，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 650円 � 400円 � 1，130円 枠 連（4－8） 280円

馬 連 �� 3，510円 馬 単 �� 9，450円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 2，310円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 15，500円 3 連 単 ��� 97，770円

票 数

単勝票数 計 183689 的中 � 8466（5番人気）
複勝票数 計 586926 的中 � 23608（5番人気）� 41157（2番人気）� 12907（6番人気）
枠連票数 計 63395 的中 （4－8） 17479（1番人気）
馬連票数 計 272366 的中 �� 6013（11番人気）
馬単票数 計 227085 的中 �� 1802（25番人気）
ワイド票数 計 152783 的中 �� 3696（12番人気）�� 1671（22番人気）�� 2418（17番人気）
3連複票数 計 358589 的中 ��� 1735（40番人気）
3連単票数 計 764680 的中 ��� 567（232番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．9―42．3―55．1―1：07．7―1：20．5―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロワサーブル �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2013．9．8 中山7着

2011．4．12生 牡3栗 母 ウシュアイア 母母 ノーザンマイア 8戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 タイセイオーシャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。

第１回 札幌競馬 第２日



21015 7月27日 晴 重 （26札幌1）第2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）
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

89 シ ッ プ ウ �3黒鹿56 大野 拓弥 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 B474－ 41：46．7 14．3�

44 ベルプラージュ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 444－ 21：46．8� 7．4�
11 テイエムコンドル 牡3鹿 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 446＋ 61：46．9	 20．2�
66 
 ヴェントアウレオ 牡3栗 56 岩田 康誠藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 478＋ 21：47．32	 2．2�
33 サンアナハイム 牡3黒鹿56 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 晃司 484＋ 61：47．4クビ 11．3	
55 
 サウンドシャカラカ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Edition Farm B462－ 21：47．5	 28．3

77 セントコロナ 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B494－ 21：47．6	 3．7�
88 スズカルーブル 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 462－ 61：47．81	 6．8�
22 
 ト ラ ウ ム 牝3鹿 54 黛 弘人吉田 安惠氏 戸田 博文 独 Stiftung Ges-

tut Fahrhof B442－121：49．29 114．0
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売 得 金
単勝： 20，125，800円 複勝： 25，551，900円 枠連： 6，933，100円
馬連： 28，126，100円 馬単： 19，930，800円 ワイド： 15，819，800円
3連複： 36，701，200円 3連単： 70，694，100円 計： 223，882，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 340円 � 310円 � 360円 枠 連（4－8） 1，350円

馬 連 �� 3，350円 馬 単 �� 7，780円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 2，020円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 18，250円 3 連 単 ��� 107，000円

票 数

単勝票数 計 201258 的中 � 11256（6番人気）
複勝票数 計 255519 的中 � 19451（6番人気）� 22430（5番人気）� 18244（7番人気）
枠連票数 計 69331 的中 （4－8） 3959（6番人気）
馬連票数 計 281261 的中 �� 6490（16番人気）
馬単票数 計 199308 的中 �� 1919（35番人気）
ワイド票数 計 158198 的中 �� 2144（22番人気）�� 2024（23番人気）�� 1783（24番人気）
3連複票数 計 367012 的中 ��� 1508（51番人気）
3連単票数 計 706941 的中 ��� 479（300番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．5―12．3―12．5―12．8―13．1―12．8―13．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．5―41．8―54．3―1：07．1―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シ ッ プ ウ �
�
父 コンデュイット �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2013．12．15 中山3着

2011．3．13生 �3黒鹿 母 バレンソール 母母 ミストラルアゲン 7戦1勝 賞金 8，100，000円

21016 7月27日 曇 良 （26札幌1）第2日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時20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
1：07．6
1：06．5

良
良

48 アリュージョン 牝3鹿 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 61：09．4 17．2�

24 ベストコレクション 牝3栗 54 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 444－ 21：09．82� 5．4�
36 ホープフルハート 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 466－101：09．9� 92．6�
47 ラ ン ド ロ ワ 牝3芦 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 446－141：10．11 5．8�
35 サンメンフィス 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹坂田 行夫氏 清水 英克 浦河 永田 克之 436－ 2 〃 クビ 24．6�
612 スズプリンセス 牝3鹿 54 丸田 恭介小紫 嘉之氏 伊藤 正徳 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 464＋ 41：10．2� 126．5�
816 セクシイガール 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 446－18 〃 ハナ 6．6	
510 ボーンレジェンド 牝3鹿 54 荻野 琢真 
グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 474± 01：10．3クビ 2．8�
11 ボンジュールショウ 牡3芦 56 松山 弘平田中善次郎氏 天間 昭一 日高 坂 牧場 B446＋ 21：10．4� 35．9�
59 アイティルビー 牝3鹿 54 田辺 裕信一ノ瀬 恭氏 奥村 武 新冠 岩見牧場 432＋ 21：10．61 37．8
12 スターレット 牝3鹿 54 菱田 裕二�谷川牧場 牧浦 充徳 浦河 谷川牧場 448－ 61：10．7� 91．1�
713 セルリアンシュロス 牡3青鹿 56

53 ▲小崎 綾也�イクタ 福島 信晴 新冠 村本牧場 470－141：10．91� 29．4�
23 ステキナカレン 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁阿部 紀子氏 小島 茂之 浦河 大道牧場 420＋101：11．0� 17．6�
714 コスモリュブリュー 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 えりも エクセルマネジメント 464－ 81：11．1� 11．8�
611 ニシノナーガ 牡3黒鹿56 福永 祐一西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 508＋12 〃 ハナ 34．6�
815 ジーズドリームス 牝3黒鹿54 四位 洋文市川 義美氏 鹿戸 雄一 新ひだか フジワラフアーム 424＋161：11．73� 94．4�
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売 得 金
単勝： 19，395，200円 複勝： 32，131，600円 枠連： 10，810，600円
馬連： 34，418，200円 馬単： 19，735，000円 ワイド： 19，585，500円
3連複： 44，607，800円 3連単： 63，418，600円 計： 244，102，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，720円 複 勝 � 620円 � 180円 � 2，820円 枠 連（2－4） 710円

馬 連 �� 5，150円 馬 単 �� 12，340円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 20，460円 �� 7，050円

3 連 複 ��� 111，890円 3 連 単 ��� 574，730円

票 数

単勝票数 計 193952 的中 � 8976（6番人気）
複勝票数 計 321316 的中 � 11897（7番人気）� 64522（2番人気）� 2353（15番人気）
枠連票数 計 108106 的中 （2－4） 11734（3番人気）
馬連票数 計 344182 的中 �� 5177（17番人気）
馬単票数 計 197350 的中 �� 1199（44番人気）
ワイド票数 計 195855 的中 �� 3161（16番人気）�� 243（99番人気）�� 710（65番人気）
3連複票数 計 446078 的中 ��� 299（242番人気）
3連単票数 計 634186 的中 ��� 80（1275番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．1―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―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4F46．6―3F35．5
3 ・（8，3）6（5，14）（7，11，16）（1，13）4（9，15）12（2，10） 4 8，3（5，7，6）（14，16）（1，11）（4，13）（9，15，10）12－2

勝馬の
紹 介

アリュージョン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2013．10．12 京都13着

2011．3．19生 牝3鹿 母 ヒントオブスプリング 母母 Cherokee Rose 7戦1勝 賞金 4，600，000円
〔発走状況〕 ボーンレジェンド号・スズプリンセス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ボーンレジェンド号は，平成26年7月28日から平成26年8月17日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
〔調教再審査〕 スズプリンセス号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 パーリーシェル号



21017 7月27日 曇 良 （26札幌1）第2日 第5競走 ��1，800�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
1：48．4
1：45．9

良
良

45 ジャズファンク 牡2鹿 54 池添 謙一市川 義美氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 470 ―1：54．1 5．6�
11 ウォーターラボ 牝2青鹿54 北村 友一山岡 良一氏 安田 隆行 洞�湖 レイクヴィラファーム 434 ―1：54．41� 3．2�
812 サトノラーゼン 牡2鹿 54 福永 祐一里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438 ― 〃 ハナ 3．2�
813 マイネルヴォーダン 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 圭三 新ひだか 三木田牧場 494 ―1：54．61� 7．3�
711 アドマイヤゴッド 牡2鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 クビ 11．2�
69 ディアマイダーリン 牝2鹿 54 三浦 皇成窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 474 ― 〃 アタマ 15．8	
56 ディーエスレイザー 牡2青鹿54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 482 ―1：54．81� 71．1

33 ダンスオーレ 牡2鹿 54 田辺 裕信吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 454 ―1：55．01� 32．0�
68 ロウアンドロウ 牡2栗 54 秋山真一郎谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 480 ―1：55．85 14．1�
710 ウインミラージュ 牡2栗 54 黛 弘人�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 426 ― 〃 ハナ 94．4
22 タ マ ー ラ 牝2栗 54 丸山 元気�本桐牧場 的場 均 新ひだか 本桐牧場 440 ―1：56．33 209．4�
44 ウインベーネ 牡2栗 54 松岡 正海�ウイン 日吉 正和 新冠 コスモヴューファーム 460 ―1：56．51� 76．5�
57 マイネルプレアデス 牡2黒鹿54 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 428 ― 〃 クビ 35．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，425，600円 複勝： 32，536，800円 枠連： 10，601，000円
馬連： 42，523，100円 馬単： 25，542，500円 ワイド： 20，287，500円
3連複： 50，766，800円 3連単： 81，367，600円 計： 289，050，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 150円 � 130円 � 130円 枠 連（1－4） 960円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 300円 �� 410円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 6，250円

票 数

単勝票数 計 254256 的中 � 36071（3番人気）
複勝票数 計 325368 的中 � 48113（3番人気）� 68839（1番人気）� 68676（2番人気）
枠連票数 計 106010 的中 （1－4） 8502（4番人気）
馬連票数 計 425231 的中 �� 37366（2番人気）
馬単票数 計 255425 的中 �� 10116（5番人気）
ワイド票数 計 202875 的中 �� 17306（2番人気）�� 11741（3番人気）�� 19338（1番人気）
3連複票数 計 507668 的中 ��� 32954（1番人気）
3連単票数 計 813676 的中 ��� 9426（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―26．3―39．6―52．9―1：06．0―1：18．7―1：30．6―1：42．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．4
1
3
6（10，12）（5，8，13）（1，9）（4，11）（2，7）3
6，10（5，12，13）（1，8，9，4）11（2，3，7）

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

勝馬の
紹 介

ジャズファンク �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．4．4生 牡2鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21018 7月27日 曇 稍重 （26札幌1）第2日 第6競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走12時40分 （ダート・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
1：46．6
1：45．6

良
不良

69 トウカイバレット 牡2黒鹿54 勝浦 正樹内村 正則氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 486 ―1：48．9 8．2�
11 マイネルオフィール 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 470 ―1：49．0� 5．6�
56 レッツイットラン 牡2栗 54 菱田 裕二深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 458 ―1：49．74 21．5�
57 � ウインエアフォース 牡2黒鹿54 三浦 皇成�ウイン 西園 正都 米 Brereton

C. Jones 498 ―1：49．8クビ 1．5�
68 サンアルパイン 牡2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 今井 秀樹 470 ―1：50．12 14．1�
44 マロンミルフィーユ 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹加納 大志氏 和田 雄二 日高 長谷川牧場 416 ―1：53．3大差 105．4	
710 スピリッツミノル 牡2栗 54 小林 徹弥吉岡 實氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476 ―1：53．72	 53．2

711 マイティブロウ 牡2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁藤田 孟司氏 小島 茂之 新冠 川上牧場 452 ―1：53．8	 82．9�
22 パストラーレ 牡2栗 54 秋山真一郎三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 506 ―1：54．12 13．9�
33 シゲルジダイマツリ 牡2栗 54

51 ▲小崎 綾也森中 蕃氏 五十嵐忠男 新ひだか 広田牧場 484 ―1：54．3� 56．3
812 マイネルスウェルテ 牡2鹿 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 466 ―1：54．62 84．1�
45 エルフベレーザ 牝2黒鹿 54

51 ▲城戸 義政村上 憲政氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 440 ―1：55．55 24．2�
813 ディアスプレッド 牡2鹿 54 大野 拓弥ディアレスト 新開 幸一 青森 山内牧場 492 ―1：56．77 119．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，730，200円 複勝： 34，676，800円 枠連： 8，212，000円
馬連： 27，483，100円 馬単： 23，938，800円 ワイド： 14，268，900円
3連複： 35，990，900円 3連単： 74，723，300円 計： 241，024，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 820円 複 勝 � 300円 � 340円 � 690円 枠 連（1－6） 1，320円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 5，630円

ワ イ ド �� 660円 �� 1，330円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 7，650円 3 連 単 ��� 48，760円

票 数

単勝票数 計 217302 的中 � 21185（3番人気）
複勝票数 計 346768 的中 � 32586（2番人気）� 27658（3番人気）� 11975（7番人気）
枠連票数 計 82120 的中 （1－6） 4795（5番人気）
馬連票数 計 274831 的中 �� 9754（7番人気）
馬単票数 計 239388 的中 �� 3187（17番人気）
ワイド票数 計 142689 的中 �� 5809（5番人気）�� 2699（14番人気）�� 3072（12番人気）
3連複票数 計 359909 的中 ��� 3526（21番人気）
3連単票数 計 747233 的中 ��� 1111（142番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―12．4―12．6―12．7―13．1―13．3―13．4―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．4―43．0―55．7―1：08．8―1：22．1―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．1
1
3

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

勝馬の
紹 介

トウカイバレット �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ティンバーカントリー 初出走

2012．1．26生 牡2黒鹿 母 オータムブリーズ 母母 セプテンバーソング 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ディアスプレッド号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エルフベレーザ号・ディアスプレッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

8月27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。
（非当選馬） 1頭 ナイフエッジ号



21019 7月27日 曇 良 （26札幌1）第2日 第7競走 ��
��1，500�サラブレッド系3歳以上

発走13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 7，300，000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
1：27．8
1：27．8

良
良

610 グランデアモーレ 牝4芦 55 福永 祐一 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456－ 21：29．1 9．0�

57 ウインレーベン 牡3青鹿54 岩田 康誠�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 446＋ 4 〃 ハナ 2．3�
711 シュンドルボン 牝3青鹿 52

49 ▲小崎 綾也�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 480± 0 〃 ハナ 8．1�
69 リバーソウル 牡3黒鹿54 吉田 隼人林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 446＋ 4 〃 クビ 14．5�
46 タガノリバレンス 牡5鹿 57 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474－ 21：29．31� 5．3	
712	
 ストライクルート 牝4栗 55 田辺 裕信 �キャロットファーム 尾形 和幸 米 Shadai Cor-

poration 424－ 41：29．4� 45．8

58 スマートマーチ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政大川 徹氏 河内 洋 新ひだか 乾 皆雄 438－ 41：29．6� 150．7�
813 ダンツアトラス 牡4鹿 57 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 466－ 61：29．81 8．5�
33 マイネルブルズアイ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント B470－101：29．9� 19．3
22 ミッキールドラ 牡4栗 57

54 ▲長岡 禎仁野田みづき氏 国枝 栄 新ひだか 矢野牧場 504＋101：30．0� 28．6�
11 マコトサダイジン 牡3栗 54 三浦 皇成�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 81：30．1� 13．0�
45 
 ナゲットハント 牝4青鹿55 荻野 琢真�下河辺牧場 高橋 義博 日高 下河辺牧場 422－ 61：30．2クビ 249．8�
814 ダテノハクトラ 牡3芦 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 490＋18 〃 アタマ 65．4�
34 
 モエレプレジデント 牡5黒鹿57 N．ローウィラー 中村 和夫氏 小島 茂之 新ひだか 中村 和夫 452－ 21：30．73 169．1�

（豪）

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，142，800円 複勝： 32，514，400円 枠連： 9，948，700円
馬連： 43，244，700円 馬単： 25，865，900円 ワイド： 20，853，200円
3連複： 54，664，400円 3連単： 89，189，400円 計： 298，423，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 260円 � 140円 � 260円 枠 連（5－6） 550円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，220円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 29，640円

票 数

単勝票数 計 221428 的中 � 19531（5番人気）
複勝票数 計 325144 的中 � 28393（4番人気）� 74667（1番人気）� 28253（5番人気）
枠連票数 計 99487 的中 （5－6） 13915（1番人気）
馬連票数 計 432447 的中 �� 29338（2番人気）
馬単票数 計 258659 的中 �� 6136（9番人気）
ワイド票数 計 208532 的中 �� 10769（3番人気）�� 4072（16番人気）�� 13118（2番人気）
3連複票数 計 546644 的中 ��� 12767（7番人気）
3連単票数 計 891894 的中 ��� 2181（85番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．4―29．8―41．7―53．7―1：05．4―1：16．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

グランデアモーレ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2012．7．29 札幌1着

2010．1．25生 牝4芦 母 ヒカルアモーレ 母母 グレイトフィーヴァー 8戦3勝 賞金 21，000，000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 シャインシュラーク号
※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。

21020 7月27日 小雨 稍重 （26札幌1）第2日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

69 ゴールドシェンロン 牡3栗 54 大野 拓弥田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 444± 01：44．9 2．8�
56 セフティーエムアイ 牡3鹿 54 岩田 康誠池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 468＋ 6 〃 クビ 7．8�
812� エルヘイロー 牡6黒鹿57 福永 祐一吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 468－101：45．96 11．9�
45 ダブルファンタジー 牝4栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 488＋ 21：46．11� 34．2�
44 バルタザール 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 518＋ 41：46．31 80．6�

22 カ ッ サ イ 牡3鹿 54 松岡 正海 	静内白井牧場 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 480－ 61：46．83 24．7

711 オンワードハンター 牡3鹿 54

51 ▲小崎 綾也樫山 章子氏 村山 明 浦河 オンワード牧場 456＋ 2 〃 クビ 9．1�
710 ジャングルターザン 牡4鹿 57 田辺 裕信�グリーンテック矢野 英一 新ひだか グランド牧場 B458＋ 81：46．9クビ 44．6�
57 ダンディーライアン 牡3鹿 54 勝浦 正樹 	高木競走馬育成牧場 田村 康仁 新ひだか 田原橋本牧場 496－ 21：47．11� 97．9
33 サトノテイオウ 牡4鹿 57 N．ローウィラー 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 478－ 2 〃 アタマ 6．4�

（豪）

68 メイショウドゥーマ 牡4黒鹿57 菱田 裕二松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 4 〃 クビ 3．5�
11 ロードストーム 牡3青鹿54 北村 友一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム B470－ 61：50．1大差 31．4�

（12頭）
813 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 四位 洋文日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 496＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 25，198，100円 複勝： 33，715，900円 枠連： 13，018，900円
馬連： 37，587，300円 馬単： 21，452，000円 ワイド： 19，339，600円
3連複： 42，880，500円 3連単： 70，649，600円 計： 263，841，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 150円 � 200円 � 200円 枠 連（5－6） 1，080円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 570円 �� 580円 �� 840円

3 連 複 ��� 4，070円 3 連 単 ��� 19，400円

票 数

単勝票数 差引計 251981（返還計 14309） 的中 � 69547（1番人気）
複勝票数 差引計 337159（返還計 30789） 的中 � 70432（1番人気）� 40990（4番人気）� 39557（5番人気）
枠連票数 差引計 130189（返還計 4569） 的中 （5－6） 9278（5番人気）
馬連票数 差引計 375873（返還計 71914） 的中 �� 17807（5番人気）
馬単票数 差引計 214520（返還計 40369） 的中 �� 5066（12番人気）
ワイド票数 差引計 193396（返還計 40950） 的中 �� 8786（7番人気）�� 8710（8番人気）�� 5693（12番人気）
3連複票数 差引計 428805（返還計153361） 的中 ��� 7883（13番人気）
3連単票数 差引計 706496（返還計241824） 的中 ��� 2639（60番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―11．6―12．3―12．5―12．4―12．7―12．6―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．3―41．6―54．1―1：06．5―1：19．2―1：31．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4
1
3
7－2－（5，9）6－4，12（3，8，10）11－1
7（2，9）（5，6）10（8，12）11，3－4－1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴールドシェンロン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2013．7．21 福島2着

2011．5．31生 牡3栗 母 チーフバレリーナ 母母 ヒ シ ゲ ラ ン 13戦2勝 賞金 18，300，000円
〔競走除外〕 ハギノウィッシュ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロードストーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月27日まで平地競走

に出走できない。
※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。



21021 7月27日 雨 稍重 （26札幌1）第2日 第9競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000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
1：46．4
1：43．9

良
良

22 スズカヴァンガード �3栗 54
51 ▲長岡 禎仁永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 470± 01：48．9 8．4�

811 ソードラック 牡3鹿 54 田辺 裕信佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 438－121：49．32� 8．5�
11 クリノチョモランマ 牡4青鹿 57

54 ▲小崎 綾也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 508－ 41：49．51� 4．1�
79 ダイシンサンダー 牡3鹿 54 福永 祐一大八木信行氏 松田 博資 新ひだか グランド牧場 484＋181：49．6� 3．6�
67 カッパドキア 牡4黒鹿57 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 472－ 61：49．8� 3．0�
44 レッドヴィーヴォ 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 446＋ 61：50．22� 21．4	
66 	 ダイメイサンジ 牡5鹿 57

54 ▲井上 敏樹宮本 昇氏 中野 栄治 平取 北島牧場 474－ 41：50．3� 81．8

810 ライフトップガン 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 B490＋101：50．72� 20．2�
33 	 エムエムロゼオ 牡5栗 57 西村 太一ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 440－101：51．55 204．7�
78 ツクバインドラ 牡4鹿 57 黛 弘人吉橋 計氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－ 41：52．67 94．7
55 ビバワールド 牡3鹿 54 岩田 康誠窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 526＋261：54．8大差 20．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 25，485，500円 複勝： 32，302，600円 枠連： 9，812，300円
馬連： 51，668，300円 馬単： 33，228，500円 ワイド： 22，255，700円
3連複： 60，355，500円 3連単： 125，721，100円 計： 360，829，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 250円 � 210円 � 180円 枠 連（2－8） 2，620円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 740円 �� 570円 �� 590円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 30，710円

票 数

単勝票数 計 254855 的中 � 24009（4番人気）
複勝票数 計 323026 的中 � 31524（5番人気）� 39950（4番人気）� 50301（3番人気）
枠連票数 計 98123 的中 （2－8） 2896（12番人気）
馬連票数 計 516683 的中 �� 11871（15番人気）
馬単票数 計 332285 的中 �� 3767（28番人気）
ワイド票数 計 222557 的中 �� 7509（11番人気）�� 10125（7番人気）�� 9767（8番人気）
3連複票数 計 603555 的中 ��� 12876（13番人気）
3連単票数 計1257211 的中 ��� 2968（115番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―11．9―11．9―12．3―12．0―12．2―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．3―36．2―48．1―1：00．4―1：12．4―1：24．6―1：36．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スズカヴァンガード �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 Danzig デビュー 2013．9．1 新潟10着

2011．3．29生 �3栗 母 ブリイジースズカ 母母 Sea Breezer 8戦2勝 賞金 15，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビバワールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年8月27日まで平地競走

に出走できない。

21022 7月27日 雨 稍重 （26札幌1）第2日 第10競走 ��
��2，600�

あ か ん こ

阿 寒 湖 特 別
発走14時50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

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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．8
2：37．3

良
良

11 シャンパーニュ 牡3芦 54 岩田 康誠 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 482＋ 62：43．5 2．8�
55 ヤマイチパートナー 牡4栗 57 秋山真一郎坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 496± 0 〃 アタマ 8．5�
66 テイエムダイパワー 牡4栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 478－ 62：43．71� 3．3�
33 ヒルノドンカルロ 牡4青鹿57 藤田 伸二�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 酒井 秀紀 B520＋ 4 〃 ハナ 4．1�
77 アドマイヤネアルコ 牡6芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 486± 02：44．12	 20．2�
44 
 ダブルオーセブン 牡6黒鹿57 勝浦 正樹久保 佳和氏 古賀 史生 日高 新生ファーム 488－ 22：45．27 26．6	
22 ランフォージン 牡5黒鹿57 菱田 裕二 
社台レースホース高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 42：46．37 6．1�
（7頭）

売 得 金
単勝： 25，934，300円 複勝： 27，924，600円 枠連： 発売なし
馬連： 51，908，700円 馬単： 35，307，100円 ワイド： 19，969，900円
3連複： 57，730，100円 3連単： 159，740，100円 計： 378，514，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 180円 � 360円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 380円 �� 250円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 5，640円

票 数

単勝票数 計 259343 的中 � 71799（1番人気）
複勝票数 計 279246 的中 � 69532（2番人気）� 25432（5番人気）
馬連票数 計 519087 的中 �� 40130（5番人気）
馬単票数 計 353071 的中 �� 16870（6番人気）
ワイド票数 計 199699 的中 �� 12844（7番人気）�� 22861（1番人気）�� 9657（9番人気）
3連複票数 計 577301 的中 ��� 40880（3番人気）
3連単票数 計1597401 的中 ��� 20509（16番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．3―12．7―13．5―12．7―12．9―12．7―12．1―11．8―12．3―12．6―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
12．7―24．7―37．0―49．7―1：03．2―1：15．9―1：28．8―1：41．5―1：53．6―2：05．4―2：17．7―2：30．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．9―3F38．1
1
�
3，7，6，1（5，4）－2
3（7，2）（6，1）5，4

2
�
3，7（6，4）（5，1）－2
3（6，1）5，7－2，4

勝馬の
紹 介

シャンパーニュ �

父 チチカステナンゴ �


母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．9．1 小倉1着

2011．3．19生 牡3芦 母 ラブリネスオブパリ 母母 ファビラスラフイン 10戦3勝 賞金 42，317，000円
〔制裁〕 ヤマイチパートナー号の騎手秋山真一郎は，決勝線手前で十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠

金100，000円。（被害馬：6番・3番）



21023 7月27日 雨 不良 （26札幌1）第2日 第11競走 ��
��1，700�第19回エルムステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳52�4歳以上56�，牝馬2�
減，25．7．20以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，25．7．19以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

札幌馬主協会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

68 ローマンレジェンド 牡6黒鹿58 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 510＋ 71：41．9 5．2�
710 クリノスターオー 牡4青 57 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 528－ 4 〃 アタマ 11．7�
812 インカンテーション 牡4鹿 57 大野 拓弥�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 474－121：42．75 34．3�
56 グランプリブラッド 牡5鹿 56 三浦 皇成北側 雅司氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438－ 41：43．44 84．1�
711 クリールパッション 牡9鹿 56 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B470－101：43．5� 156．4�
813 ジェベルムーサ 牡4鹿 56 田辺 裕信 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 550± 0 〃 クビ 3．4	
33 ソ ロ ル 牡4黒鹿57 松山 弘平 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム 484－ 81：43．6クビ 6．3

45 グレープブランデー 牡6黒鹿58 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B526－121：43．81	 22．5�
11 フリートストリート 牡5芦 57 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 504＋ 61：44．22� 24．4�
22 ブライトライン 牡5青 57 福永 祐一ノースヒルズ 
島 一歩 新冠 ノースヒルズマネジメント 522 1：44．3� 3．9�
57 エーシンモアオバー 牡8鹿 57 藤田 伸二栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 500－14 〃 ハナ 13．9�
69 アスカクリチャン 牡7鹿 58 N．ローウィラー 栗本 博晴氏 須貝 尚介 新冠 つつみ牧場 496± 0 〃 クビ 35．0�

（豪）

44 � アンコイルド 牡5鹿 56 菱田 裕二�大樹ファーム 矢作 芳人 仏 S. F. Blood-
stock LLC 490± 01：44．5� 26．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 108，561，100円 複勝： 153，815，900円 枠連： 61，123，300円
馬連： 406，928，700円 馬単： 180，652，500円 ワイド： 138，548，800円
3連複： 540，507，400円 3連単： 984，433，300円 計： 2，574，571，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 220円 � 390円 � 850円 枠 連（6－7） 2，710円

馬 連 �� 3，410円 馬 単 �� 5，570円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 3，460円 �� 4，160円

3 連 複 ��� 29，960円 3 連 単 ��� 117，750円

票 数

単勝票数 計1085611 的中 � 166639（3番人気）
複勝票数 計1538159 的中 � 214033（3番人気）� 99319（6番人気）� 40929（10番人気）
枠連票数 計 611233 的中 （6－7） 17446（12番人気）
馬連票数 計4069287 的中 �� 92314（13番人気）
馬単票数 計1806525 的中 �� 24303（21番人気）
ワイド票数 計1385488 的中 �� 25823（15番人気）�� 10234（36番人気）�� 8473（43番人気）
3連複票数 計5405074 的中 ��� 13529（82番人気）
3連単票数 計9844333 的中 ��� 6061（352番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―12．0―12．1―12．1―11．8―12．0―11．8―12．5

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローマンレジェンド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Awesome Again デビュー 2011．1．5 京都3着

2008．2．24生 牡6黒鹿 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 15戦9勝 賞金 223，568，000円
［他本会外：4戦1勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時26分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シンボリエンパイア号
（非抽選馬） 7頭 エーシンミラージュ号・ケイアイレオーネ号・サトノシュレン号・サトノプライマシー号・ジョウノボヘミアン号・

タイセイスティング号・ナリタシルクロード号
※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。

21024 7月27日 雨 稍重 （26札幌1）第2日 第12競走 ��
��1，500�

ひ つ じ が お か

羊 ヶ 丘 特 別
発走16時05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

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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．8
1：27．8

良
良

22 マイネルメリエンダ 牡3栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 平取 高橋 幸男 464＋121：30．3 6．6�

33 タガノエンブレム 牡4青鹿57 岩田 康誠八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460＋ 61：30．51� 4．0�

45 ダンツミュータント 牡5青鹿57 菱田 裕二山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 440－ 21：30．71	 11．3�
711 タマモトッププレイ 牡5黒鹿57 池添 謙一タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 504－ 2 〃 アタマ 12．1�
812 ゴールデンクラウン 
5青鹿57 荻野 琢真吉田 和子氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 494－ 61：30．91 116．2�
44 スリーアルテミス 牝6鹿 55 藤田 伸二永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 462－12 〃 クビ 55．8	
57 ラシンティランテ 牝5栗 55 福永 祐一 
サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 456± 0 〃 ハナ 9．5�
11 プレミアムブルー 牡5栗 57 幸 英明 �ブルーマネジメント鈴木 孝志 浦河 馬道 繁樹 484＋ 21：31．0クビ 2．5�
69 ショウナンラムジ 牡5鹿 57 三浦 皇成国本 哲秀氏 矢作 芳人 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 498＋ 6 〃 クビ 47．7
68 � デイジーギャル 牝4黒鹿55 田辺 裕信
大島牧場 尾形 和幸 浦河 大島牧場 450＋ 21：31．1クビ 16．8�
710 ウインミーティア 牝5栗 55 北村 友一�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 472－ 8 〃 アタマ 14．2�
56 � サクラキングオー 牡8栗 57 四位 洋文�さくらコマース岡田 稲男 静内 谷岡牧場 492± 0 〃 クビ 96．7�
813� ヨユウノヨッチャン 牝6鹿 55 村田 一誠グリーンスウォード天間 昭一 新ひだか 畠山牧場 464＋ 21：32．710 156．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，110，600円 複勝： 64，397，000円 枠連： 24，956，800円
馬連： 109，822，900円 馬単： 58，243，800円 ワイド： 47，320，400円
3連複： 130，081，800円 3連単： 250，268，800円 計： 733，202，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 230円 � 190円 � 300円 枠 連（2－3） 2，330円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，330円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，150円 �� 830円

3 連 複 ��� 5，770円 3 連 単 ��� 34，890円

票 数

単勝票数 計 481106 的中 � 57702（3番人気）
複勝票数 計 643970 的中 � 71310（3番人気）� 101304（2番人気）� 49044（6番人気）
枠連票数 計 249568 的中 （2－3） 8271（11番人気）
馬連票数 計1098229 的中 �� 39340（9番人気）
馬単票数 計 582438 的中 �� 10076（16番人気）
ワイド票数 計 473204 的中 �� 16149（8番人気）�� 10346（12番人気）�� 14644（9番人気）
3連複票数 計1300818 的中 ��� 16906（17番人気）
3連単票数 計2502688 的中 ��� 5200（115番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―18．0―29．5―41．3―53．3―1：05．5―1：17．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルメリエンダ �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2013．6．30 中京1着

2011．4．6生 牡3栗 母 ホッカイショコラ 母母 ホッカイテースト 11戦3勝 賞金 48，610，000円
※ゴールデンクラウン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

３レース目



（26札幌1）第2日 7月27日（日曜日） 晴後曇後雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重一時良
重後稍重後不良

競走回数 12回 出走頭数 142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

226，630，000円
2，030，000円
8，800，000円
1，290，000円
18，690，000円
50，754，500円
3，913，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
377，649，500円
563，296，600円
167，813，900円
890，456，600円
490，787，500円
369，518，500円
1，130，776，800円
2，136，455，800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 6，126，755，200円

総入場人員 15，534名 （有料入場人員 14，341名）
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