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21085 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8日 第1競走 ��1，800�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
1：48．4
1：45．9

良
良

610 トーセンバジル 牡2黒鹿54 福永 祐一島川 �哉氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：51．2 2．2�
46 サトノラーゼン 牡2鹿 54 三浦 皇成里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 438± 01：51．41 12．0�
69 マイネルプロンプト 牡2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 456－ 4 〃 クビ 7．5�
712 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 438＋ 41：51．5クビ 4．6�
22 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 486＋ 41：51．92� 47．5	
11 ヤマカツライデン 牡2黒鹿54 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 508＋ 6 〃 ハナ 17．6

57 キャノンプレート 牡2黒鹿54 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 474－ 2 〃 ハナ 4．8�
58 ミスズミラクル 牡2黒鹿54 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 480－ 2 〃 アタマ 77．2�
45 スズカグリーン 牝2栗 54 松田 大作永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 440＋ 21：52．0� 128．5
814 サトノファンタス 牡2鹿 54 吉田 隼人里見 治氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 414＋ 41：52．21� 20．9�
34 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 412－121：52．41� 230．6�
33 トーセンアスリート 牡2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 468＋ 21：52．72 279．5�
711 ホワイトガーデン 牝2栗 54

51 ▲小崎 綾也小林 祥晃氏 小野 次郎 日高 庄野牧場 450－ 61：53．23 191．7�
813 ハヤブサロックオン 牡2鹿 54 四位 洋文武田 修氏 �島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 464＋ 21：55．3大差 144．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，994，300円 複勝： 43，966，400円 枠連： 9，916，900円
馬連： 43，074，300円 馬単： 30，479，600円 ワイド： 25，546，300円
3連複： 63，779，000円 3連単： 100，142，800円 計： 344，899，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 250円 � 190円 枠 連（4－6） 820円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 430円 �� 320円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 7，060円

票 数

単勝票数 計 279943 的中 � 99179（1番人気）
複勝票数 計 439664 的中 � 136651（1番人気）� 33492（5番人気）� 51082（4番人気）
枠連票数 計 99169 的中 （4－6） 9300（4番人気）
馬連票数 計 430743 的中 �� 29962（4番人気）
馬単票数 計 304796 的中 �� 13568（6番人気）
ワイド票数 計 255463 的中 �� 15199（5番人気）�� 21691（3番人気）�� 8942（8番人気）
3連複票数 計 637790 的中 ��� 30288（5番人気）
3連単票数 計1001428 的中 ��� 10278（19番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．1―48．8―1：02．5―1：15．1―1：27．3―1：39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンバジル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．6．29 阪神2着

2012．3．1生 牡2黒鹿 母 ケアレスウィスパー 母母 エヴリウィスパー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハヤブサロックオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月17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 ゼットスマイル号

21086 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8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
56．9

良
重

79 ピンクプリンセス 牝3芦 54 福永 祐一木村 久子氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 B500± 0 59．1 10．1�
811� ディプロムソング 牡3芦 56

53 ▲小崎 綾也林 正道氏 矢作 芳人 米 Southern Equine
Stables, LLC 478＋ 6 59．73� 7．0�

44 サンドミエシュ 牝3黒鹿 54
51 ▲井上 敏樹 �キャロットファーム 武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422＋ 81：00．02 46．0�
710 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 482－ 21：00．31	 12．0�
67 ミスティックヨハネ 牡3栗 56 丸山 元気平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 440＋ 41：00．4	 4．8�
11 ゴッドマザー 牝3栗 54 柴山 雄一寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 438＋ 2 〃 ハナ 6．9	
812 ラ ダ ム ド ー 牝3栗 54 勝浦 正樹栗山 良子氏 上原 博之 日高 新井 昭二 B438± 01：01．03� 2．5

55 ハギノフェリス 牝3鹿 54 松田 大作安岡美津子氏 
島 一歩 浦河 村下 明博 426＋ 61：01．31	 20．4�
33 ヤワタマーチ 牡3鹿 56 西村 太一平岩 健一氏 菊川 正達 日高 木村牧場 486± 01：01．83 361．2�
22 メサージュマロン 牝3栗 54 古川 吉洋村上 憲政氏 本田 優 新ひだか 小河 豊水 434－161：01．9	 99．1
68 ヒアーズトウショウ 牝3栗 54 池添 謙一トウショウ産業� 池添 兼雄 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 474＋ 6 〃 アタマ 53．2�
56 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 B494＋ 6 〃 クビ 11．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，991，000円 複勝： 21，163，800円 枠連： 7，806，100円
馬連： 28，174，200円 馬単： 18，672，100円 ワイド： 14，875，400円
3連複： 38，517，200円 3連単： 59，441，700円 計： 203，641，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 320円 � 310円 � 1，300円 枠 連（7－8） 520円

馬 連 �� 4，150円 馬 単 �� 8，880円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 8，400円 �� 6，250円

3 連 複 ��� 65，500円 3 連 単 ��� 334，070円

票 数

単勝票数 計 149910 的中 � 11850（5番人気）
複勝票数 計 211638 的中 � 18603（5番人気）� 18938（4番人気）� 3704（10番人気）
枠連票数 計 78061 的中 （7－8） 11598（2番人気）
馬連票数 計 281742 的中 �� 5252（18番人気）
馬単票数 計 186721 的中 �� 1577（38番人気）
ワイド票数 計 148754 的中 �� 2897（19番人気）�� 449（43番人気）�� 606（40番人気）
3連複票数 計 385172 的中 ��� 441（107番人気）
3連単票数 計 594417 的中 ��� 129（581番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．5―35．0―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピンクプリンセス �
�
父 シルバーチャーム �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．9．1 函館3着

2011．3．11生 牝3芦 母 ヴ ィ ナ カ 母母 フォーロンプリンセス 11戦1勝 賞金 10，060，000円
〔制裁〕 ハギノフェリス号の調教師
島一歩は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

ディプロムソング号の騎手小崎綾也は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サンファーゴ号・ヤマニンキュルミネ号
（非抽選馬） 4頭 コスモリュブリュー号・スカラブルー号・ステキナカレン号・ティアップシンガー号

第１回 札幌競馬 第８日



21087 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8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

69 マッチレスヒーロー 牡3栗 56 柴山 雄一�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B468± 01：46．5 2．7�
45 ウォーターショパン 牡3黒鹿56 福永 祐一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 468＋ 41：46．71� 1．8�
44 リリークライマー 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 460＋ 41：46．8� 17．1�
22 ラインファング 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政大澤 繁昌氏 南井 克巳 平取 稲原牧場 446＋141：47．97 16．1�
57 デンコウエポック 牡3鹿 56 古川 吉洋田中 康弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 472＋ 41：48．0クビ 23．7�
711 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 B476＋ 61：48．21� 120．3	
11 ローレルパシオン 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁 
ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 458＋ 6 〃 ハナ 74．9�
710 ピアノフィニッシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹松田 整二氏 田島 俊明 千歳 社台ファーム 402－ 81：48．94 102．4�
56 ジェットブラック 牡3青 56 松田 大作 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B478－ 61：49．0� 15．8
812 フジシンゲン 牡3鹿 56 竹之下智昭藤田 達男氏 小島 太 新冠 佐藤 信広 458－ 61：49．63� 49．0�
813 ケイボルケーノ 牡3鹿 56 黛 弘人山岸 桂市氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 21：49．92 165．1�
68 テイクトゥモロー 牡3鹿 56 横山 和生窪田 康志氏 菊沢 隆徳 新ひだか へいはた牧場 B468＋ 41：50．11 34．1�
33 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 502＋ 21：50．2� 26．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，839，600円 複勝： 66，036，100円 枠連： 8，207，000円
馬連： 34，194，400円 馬単： 28，411，000円 ワイド： 18，468，800円
3連複： 46，904，800円 3連単： 95，378，900円 計： 315，440，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（4－6） 180円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 460円

ワ イ ド �� 130円 �� 470円 �� 390円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，860円

票 数

単勝票数 計 178396 的中 � 52600（2番人気）
複勝票数 計 660361 的中 � 141296（2番人気）� 414244（1番人気）� 20395（3番人気）
枠連票数 計 82070 的中 （4－6） 33673（1番人気）
馬連票数 計 341944 的中 �� 138808（1番人気）
馬単票数 計 284110 的中 �� 45428（2番人気）
ワイド票数 計 184688 的中 �� 51480（1番人気）�� 7622（5番人気）�� 9326（4番人気）
3連複票数 計 469048 的中 ��� 44430（2番人気）
3連単票数 計 953789 的中 ��� 24129（7番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．2―30．9―43．8―56．5―1：09．1―1：22．0―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．4
1
3
・（6，5）12（1，4，8）（2，13）（3，9）10（11，7）・（5，9）（6，4）（1，2，12）（11，13）（8，3，7）10

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

勝馬の
紹 介

マッチレスヒーロー �
�
父 オレハマッテルゼ �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2014．2．18 東京6着

2011．4．18生 牡3栗 母 ブラックティー 母母 チ ャ ッ プ 9戦1勝 賞金 10，710，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウィルソン号・カンシャ号・シャイニーパレス号・ナムラアース号

21088 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8日 第4競走 ��
��1，500�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
1：27．8
1：27．8

良
良

33 クリアーパッション 牝3鹿 54
51 ▲井上 敏樹下河辺隆行氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 440± 01：29．7 126．5�

11 キエレメムーチョ �3青鹿56 福永 祐一吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 〃 アタマ 2．8�
57 サクラカルナバル 牝3黒鹿54 吉田 隼人�さくらコマース牧 光二 新ひだか 谷岡スタット 480＋12 〃 クビ 5．0�
610 シングンゴールド 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 420＋ 4 〃 アタマ 6．3�
814 リ ス ク オ ン 牝3栗 54 三浦 皇成ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 464－ 21：29．8クビ 18．1�
46 ヴァリアンティー 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 前田 宗将 418－ 21：29．9� 60．9	
34 ムーントラベラー 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：30．0クビ 19．5

712 ドリームヴィジョン �3芦 56 横山 和生セゾンレースホース� 大江原 哲 浦河 ダイヤモンドファーム 438－ 21：30．21� 7．5�
22 プラネタリウム 牝3鹿 54 丸山 元気飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 432＋10 〃 クビ 20．3�
813 ブロンズテーラー 牝3青鹿54 丸田 恭介中西 浩一氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 448＋ 21：30．62� 15．3
45 デルマゴクウ 牡3栗 56 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 464± 01：31．23� 105．1�
711 エアジャモーサ 牝3栗 54 松田 大作 �ラッキーフィールド千田 輝彦 むかわ 上水牧場 442± 01：31．3� 10．3�
58 ヘッドライン 牡3鹿 56 藤田 伸二安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 476－ 41：31．72� 17．4�
69 ハイマックス 牡3青鹿56 N．ローウィラー 小林 久義氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 466＋ 61：38．0大差 101．4�

（豪）

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，193，500円 複勝： 26，485，300円 枠連： 10，661，700円
馬連： 34，318，200円 馬単： 21，164，800円 ワイド： 19，133，900円
3連複： 48，934，000円 3連単： 69，075，400円 計： 246，966，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 12，650円 複 勝 � 1，820円 � 160円 � 210円 枠 連（1－3） 3，580円

馬 連 �� 17，100円 馬 単 �� 52，910円

ワ イ ド �� 4，470円 �� 8，270円 �� 340円

3 連 複 ��� 25，550円 3 連 単 ��� 327，310円

票 数

単勝票数 計 171935 的中 � 1087（14番人気）
複勝票数 計 264853 的中 � 2627（13番人気）� 55101（1番人気）� 35207（2番人気）
枠連票数 計 106617 的中 （1－3） 2304（13番人気）
馬連票数 計 343182 的中 �� 1555（48番人気）
馬単票数 計 211648 的中 �� 300（109番人気）
ワイド票数 計 191339 的中 �� 1015（49番人気）�� 545（59番人気）�� 16938（1番人気）
3連複票数 計 489340 的中 ��� 1436（81番人気）
3連単票数 計 690754 的中 ��� 153（807番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．3―29．8―41．6―53．5―1：05．4―1：17．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

クリアーパッション �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 A.P. Indy デビュー 2014．2．23 東京9着

2011．2．13生 牝3鹿 母 クリアーパス 母母 Masake 3戦1勝 賞金 4，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハイマックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月17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 キスカラハジメヨウ号
※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。



21089 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8日 第5競走 ��
��1，200�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
1：09．5
1：07．8

良
良

69 � イ ズ モ 牡2栗 54 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky
Farms 462 ―1：12．0 2．6�

22 クリノイーソー 牡2鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 464 ―1：12．1� 18．6�
57 ス パ ツ ィ オ 牡2黒鹿54 丸田 恭介�辻牧場 上原 博之 浦河 辻 牧場 460 ― 〃 ハナ 7．4�
711 ベ ニ イ モ ン 牝2鹿 54 田中 博康井門 敏雄氏 南田美知雄 日高 坂 牧場 434 ―1：12．31	 142．1�
610 サンブラジリア 牡2栗 54

51 ▲長岡 禎仁加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 有限会社
ケイズ 446 ―1：12．4
 9．3�

33 ペイシャランラン 牝2鹿 54
51 ▲井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 438 ―1：12．5
 59．5	

813 サンエバレット 牝2黒鹿54 松岡 正海加藤 信之氏 土田 稔 浦河 今井 秀樹 442 ―1：12．92� 32．8

45 プレーゴブレッサ 牡2芦 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 浅見 秀一 新ひだか 飛野牧場 476 ―1：13．0
 4．9�
712 アラビアンハート 牝2鹿 54 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 444 ―1：13．1
 30．7�
58 キタノスバル 牡2栗 54 水口 優也北所 直人氏 本間 忍 日高 本間牧場 416 ―1：13．73� 133．7
34 ラッキーダン 牡2黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 454 ―1：13．8
 29．3�
11 メイスンヴィーナス 牝2栗 54 津村 明秀梅村 浩氏 岩戸 孝樹 新ひだか 土田 和男 454 ―1：13．9� 20．1�
46 ペイシャンスイット 牡2青鹿54 小林 徹弥北所 直人氏 高市 圭二 えりも 上島牧場 464 ―1：14．64 56．2�
814 ノ ブ ロ ー ズ 牝2栗 54 藤田 伸二前田 亘輝氏 昆 貢 様似 堀 弘康 422 ―1：15．23� 5．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 16，857，300円 複勝： 21，094，300円 枠連： 10，448，100円
馬連： 34，199，800円 馬単： 22，923，500円 ワイド： 17，932，500円
3連複： 42，791，500円 3連単： 68，742，000円 計： 234，989，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 160円 � 420円 � 210円 枠 連（2－6） 3，410円

馬 連 �� 4，070円 馬 単 �� 5，730円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 540円 �� 2，540円

3 連 複 ��� 9，790円 3 連 単 ��� 43，030円

票 数

単勝票数 計 168573 的中 � 50416（1番人気）
複勝票数 計 210943 的中 � 42629（1番人気）� 10261（6番人気）� 25645（4番人気）
枠連票数 計 104481 的中 （2－6） 2373（13番人気）
馬連票数 計 341998 的中 �� 6511（14番人気）
馬単票数 計 229235 的中 �� 2997（21番人気）
ワイド票数 計 179325 的中 �� 4141（12番人気）�� 9166（3番人気）�� 1720（31番人気）
3連複票数 計 427915 的中 ��� 3276（29番人気）
3連単票数 計 687420 的中 ��� 1158（124番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―12．2―12．2―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．6―35．4―47．6―59．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�イ ズ モ �
�
父 Malibu Moon �

�
母父 Mt. Livermore 初出走

2012．2．18生 牡2栗 母 Lavender Sky 母母 Munnaya 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 スパツィオ号の騎手丸田恭介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：2番）

21090 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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 7，300，000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

710 サンバビーン 牝4鹿 55
52 ▲城戸 義政岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 484＋121：45．4 6．5�

813 ハヤブサペコチャン 牝4栗 55 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466＋ 81：45．82� 2．6�
57 モンシュシュ 牝4鹿 55 松田 大作 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 492－141：46．33 12．3�
711 チャードリー 牝5青鹿55 勝浦 正樹�G1レーシング 和田 雄二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 41：46．62 89．8�
56 ファストソング 牝4栗 55 丸田 恭介田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 484－ 4 〃 クビ 21．2�
44 プ リ ュ ム 牝5栗 55 福永 祐一 	キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B448－ 2 〃 ハナ 3．6

812 ホワイトアルバム 牝6芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 522＋ 21：46．81 50．4�
22 メテオーリカ 牝5黒鹿55 西村 太一吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446± 0 〃 クビ 8．5�
45 メテオレイン 牝5鹿 55 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：47．01 31．2
68 バリローチェ 牝4黒鹿 55

52 ▲小崎 綾也 	キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460－ 21：47．53 48．9�
33 マ チ ル ダ 牝3栗 52 藤田 伸二萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 470－ 21：47．71� 10．9�
69 ペイシャンスゼータ 牝3栗 52

49 ▲井上 敏樹北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 470＋ 21：48．44 51．4�
11 デルマスナカケババ 牝4黒鹿 55

52 ▲長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 大江原 哲 日高 ファニーヒルファーム 488－ 81：48．93 136．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 18，121，000円 複勝： 24，282，800円 枠連： 8，952，200円
馬連： 33，655，700円 馬単： 20，763，100円 ワイド： 18，970，400円
3連複： 44，780，800円 3連単： 73，989，500円 計： 243，515，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 140円 � 300円 枠 連（7－8） 960円

馬 連 �� 1，130円 馬 単 �� 2，660円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，280円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，090円 3 連 単 ��� 19，640円

票 数

単勝票数 計 181210 的中 � 22133（3番人気）
複勝票数 計 242828 的中 � 24668（4番人気）� 60113（1番人気）� 16628（5番人気）
枠連票数 計 89522 的中 （7－8） 7211（4番人気）
馬連票数 計 336557 的中 �� 23030（3番人気）
馬単票数 計 207631 的中 �� 5840（8番人気）
ワイド票数 計 189704 的中 �� 11629（3番人気）�� 3558（15番人気）�� 8565（5番人気）
3連複票数 計 447808 的中 ��� 10862（9番人気）
3連単票数 計 739895 的中 ��� 2730（52番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．9―30．3―43．3―55．9―1：08．5―1：20．7―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F36．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

サンバビーン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ティッカネン デビュー 2012．11．18 京都10着

2010．5．5生 牝4鹿 母 カーリービッド 母母 カーフィリィ 10戦2勝 賞金 14，500，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 シュヴァリエ号



21091 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8日 第7競走 ��1，700�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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

11 セフティーエムアイ 牡3鹿 54 福永 祐一池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 476＋ 81：45．9 1．6�
57 ル イ カ ズ マ 牡3鹿 54 勝浦 正樹�雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 480－ 21：46．22 6．9�
22 ショウナンアポロン 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹国本 哲秀氏 古賀 史生 洞�湖 メジロ牧場 B490± 01：46．41� 23．4�
44 カ ト ラ ス �4芦 57 藤田 伸二村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 466＋ 41：46．5クビ 21．2�
813 コンプリートゲーム 牡4鹿 57 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 518－101：46．81	 7．3�
710 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 488＋ 81：47．01
 13．0	
812 マイネルガネーシャ 牡6栗 57 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 日高 今井牧場 498－ 41：47．21� 12．2�
45 アップアンカー 牡4栗 57 中谷 雄太加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 502－ 21：47．62� 87．8�
69 ジュガンティーヤ 牡3青 54

51 ▲長岡 禎仁�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B520＋ 61：48．23� 19．1
711 クリアモーメント 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也 �社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B436－ 41：48．51	 49．4�

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 B492＋101：48．92� 125．1�

33 ツ ァ ー リ 牡3栗 54
51 ▲城戸 義政増山 武志氏 羽月 友彦 新ひだか タイヘイ牧場 482＋ 61：49．96 101．3�

56 � チャンピオンホーク 牡5栗 57 N．ローウィラー 坪野谷和平氏 中野 栄治 新冠 川上 悦夫 464－ 41：53．2大差 61．8�
（豪）

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，047，700円 複勝： 44，170，900円 枠連： 12，231，100円
馬連： 40，605，000円 馬単： 28，768，200円 ワイド： 22，164，900円
3連複： 51，261，700円 3連単： 100，607，500円 計： 319，857，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 190円 � 360円 枠 連（1－5） 570円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 340円 �� 570円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 9，940円

票 数

単勝票数 計 200477 的中 � 97010（1番人気）
複勝票数 計 441709 的中 � 249880（1番人気）� 34177（3番人気）� 13637（8番人気）
枠連票数 計 122311 的中 （1－5） 16597（2番人気）
馬連票数 計 406050 的中 �� 46009（2番人気）
馬単票数 計 287682 的中 �� 26430（2番人気）
ワイド票数 計 221649 的中 �� 18418（3番人気）�� 9873（6番人気）�� 2433（25番人気）
3連複票数 計 512617 的中 ��� 10036（13番人気）
3連単票数 計1006075 的中 ��� 7338（26番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．9―29．9―42．5―55．2―1：08．0―1：20．6―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セフティーエムアイ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2014．2．16 京都14着

2011．3．9生 牡3鹿 母 オースミサツキ 母母 ル ナ パ ー ク 10戦2勝 賞金 18，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チャンピオンホーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月17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 アラビアンドラゴン号
※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。

21092 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8日 第8競走 ��1，500�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
1：27．8
1：27．8

良
良

46 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 482＋ 21：29．0 2．2�

34 モエレフルール 牝5黒鹿55 藤田 伸二中村 和夫氏 大竹 正博 新ひだか 中村 和夫 492＋ 61：29．21� 4．3�
711 ガートルード 牝3黒鹿52 福永 祐一 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456＋ 41：29．3� 18．4�
22 テーオーレイチェル 牝4芦 55

52 ▲城戸 義政小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B440＋ 2 〃 ハナ 10．2�

814� ミーシャレヴュー 牝5鹿 55 四位 洋文 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 484＋ 81：29．61	 61．0	

69 � ミニョネット 牝4栗 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：29．7� 7．9

11 コスモリープリング 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 古賀 慎明 新ひだか へいはた牧場 510＋ 3 〃 クビ 74．7�
813 エ ル ノ ル テ 牝3鹿 52 池添 謙一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462＋ 81：29．8	 11．8�
712 サクラオードシエル 牝5青鹿55 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 502＋ 41：30．01� 147．8
610 ユアメモリー 牝3青鹿52 吉田 隼人�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム B420－ 41：30．1	 41．8�
57 ガルデルスリール 牝3鹿 52 北村 友一吉田 勝己氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 452－ 61：30．31 9．8�
45 マイネグラティア 牝3黒鹿52 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム 414－ 61：31．04 79．6�

33 アリエルシチー 牝5黒鹿55 古川 吉洋 �友駿ホースクラブ 作田 誠二 新ひだか 幌村牧場 464＋ 2 〃 クビ 139．6�
58 リュウツバメ 牝4鹿 55

52 ▲長岡 禎仁田中ふさ枝氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 516± 01：31．1	 31．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，214，500円 複勝： 28，869，300円 枠連： 9，982，900円
馬連： 44，173，200円 馬単： 25，962，600円 ワイド： 21，132，200円
3連複： 55，352，500円 3連単： 87，867，000円 計： 296，554，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 130円 � 300円 枠 連（3－4） 420円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 210円 �� 790円 �� 970円

3 連 複 ��� 2，640円 3 連 単 ��� 8，470円

票 数

単勝票数 計 232145 的中 � 82617（1番人気）
複勝票数 計 288693 的中 � 72150（1番人気）� 64394（2番人気）� 16201（7番人気）
枠連票数 計 99829 的中 （3－4） 18216（1番人気）
馬連票数 計 441732 的中 �� 73638（1番人気）
馬単票数 計 259626 的中 �� 24721（1番人気）
ワイド票数 計 211322 的中 �� 30780（1番人気）�� 6065（10番人気）�� 4867（12番人気）
3連複票数 計 553525 的中 ��� 15681（5番人気）
3連単票数 計 878670 的中 ��� 7520（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．1―29．4―41．3―53．2―1：05．2―1：16．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．7―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

シュンドルボン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2014．2．10 東京3着

2011．1．20生 牝3青鹿 母 ネイチャーガイド 母母 ホワイトウォーターレディ 8戦2勝 賞金 19，550，000円
〔発走状況〕 マイネグラティア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 マイネグラティア号は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 キャストロメファ号
（非抽選馬） 3頭 ダイヤモンドハイ号・チェリーペトルズ号・ニシノニカ号



21093 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8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
1：45．7
1：43．9

良
良

58 ア ル テ 牡3栗 54 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452＋ 21：49．2 7．5�
46 ソードラック 牡3鹿 54 丸山 元気佐々木 徹氏 斎藤 誠 新冠 シンユウフアーム 448＋101：49．41 12．5�
712 エイシンノーティス 牝3鹿 52 秋山真一郎�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 464＋ 6 〃 アタマ 5．7�
22 ウインリバティ 牝3黒鹿52 松岡 正海�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 442＋101：49．5� 13．3�
11 ディーエスタイド 牡4黒鹿57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 494－101：49．6� 18．6	
69 アドマイヤメテオ 牡3青鹿54 四位 洋文近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 454± 0 〃 アタマ 6．3

813 ラグジードライブ �3栗 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B462＋ 21：49．81	 51．9�
711 タルトオポム 牡3黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 448＋ 2 〃 クビ 10．3�
610 グリーンラヴ 牡4栗 57 福永 祐一 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社須野牧場 468＋ 2 〃 ハナ 2．4�
45 ジョウテンオリーヴ 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁田邉 久男氏 相沢 郁 新ひだか 田上 稔 500＋ 21：50．11� 263．1�
57 マツリダジャパン �7青 57 池添 謙一髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 2 〃 ハナ 108．7�
34 サトノジェミニ 牡4鹿 57 吉田 隼人里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 448－ 41：50．41� 54．3�
33 コスモディクシー 牡3黒鹿54 柴山 雄一 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム B480＋ 41：50．93 118．9�
814 ディアイッセイ 牡3鹿 54 黛 弘人ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 502＋101：51．0� 118．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，164，400円 複勝： 38，857，400円 枠連： 15，612，300円
馬連： 54，628，000円 馬単： 37，415，400円 ワイド： 27，704，100円
3連複： 73，384，600円 3連単： 125，342，200円 計： 398，108，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 210円 � 290円 � 190円 枠 連（4－5） 2，960円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 6，280円

ワ イ ド �� 910円 �� 790円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 7，150円 3 連 単 ��� 42，380円

票 数

単勝票数 計 251644 的中 � 26582（4番人気）
複勝票数 計 388574 的中 � 49150（3番人気）� 30785（6番人気）� 57756（2番人気）
枠連票数 計 156123 的中 （4－5） 4082（10番人気）
馬連票数 計 546280 的中 �� 13263（12番人気）
馬単票数 計 374154 的中 �� 4464（24番人気）
ワイド票数 計 277041 的中 �� 7829（10番人気）�� 9161（7番人気）�� 5584（18番人気）
3連複票数 計 733846 的中 ��� 7694（24番人気）
3連単票数 計1253422 的中 ��� 2144（151番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．2―36．8―49．2―1：01．6―1：14．0―1：26．0―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル テ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．10．12 京都2着

2011．4．16生 牡3栗 母 ダイヤモンドクイン 母母 ハギノトツプレデイ 9戦2勝 賞金 23，485，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 エムエムロゼオ号・ドラゴンレジェンド号・マイネルアルティマ号・マヤノラムダ号

21094 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8日 第10競走 ��
��1，000�

は く ち ょ う お お は し

白 鳥 大 橋 特 別
発走14時50分 （ダート・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 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

79 クリスワールド 牡6栗 57 古川 吉洋加藤 守氏 武田 博 浦河 まるとみ冨岡牧場 488－ 6 58．1 1．6�
11 � ヤマノグラス 牝6鹿 55 秋山真一郎山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 512－ 6 58．52	 66．3�
22 デリケートアーチ 牝5栃栗55 三浦 皇成 �社台レースホース武藤 善則 千歳 社台ファーム B482＋ 4 58．6	 46．3�
33 � ヒラボクダッシュ 牡5栗 57 福永 祐一�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 456－ 4 〃 クビ 8．8�
55 ゴーインググレート 牡4栗 57 田中 博康田畑 利彦氏 岩元 市三 新ひだか 片岡 博 472－ 2 59．13 30．2	
812 トーセンプリモ 牝5鹿 55 井上 敏樹島川 
哉氏 古賀 史生 日高 前川ファーム B506－ 6 〃 ハナ 40．9�
67 ベ ル ラ イ ン 牝4栗 55 北村 友一永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 450＋ 2 59．2	 5．6�
56 シャッセロール 牝4鹿 55 四位 洋文名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 456－ 2 59．3
 18．3
710 サンマディソン 牝3鹿 52 丸山 元気加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 452－ 6 59．5
 26．4�
811 リベルタドーレス 牡4栗 57 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 490－ 4 〃 アタマ 11．8�
68 � マスターエクレール 牝5黒鹿55 津村 明秀�服部牧場 牧 光二 米 Hidden

Springs Farm B510－ 6 〃 ハナ 19．2�
44 � スーパースター 牝3栗 52 松岡 正海坪野谷和平氏 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 432－ 41：00．99 24．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，574，600円 複勝： 53，905，700円 枠連： 16，304，300円
馬連： 67，796，600円 馬単： 46，569，700円 ワイド： 34，551，500円
3連複： 85，800，400円 3連単： 180，430，300円 計： 515，933，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 1，010円 � 700円 枠 連（1－7） 4，530円

馬 連 �� 4，870円 馬 単 �� 5，940円

ワ イ ド �� 1，850円 �� 1，280円 �� 5，940円

3 連 複 ��� 25，740円 3 連 単 ��� 83，690円

票 数

単勝票数 計 305746 的中 � 146061（1番人気）
複勝票数 計 539057 的中 � 261719（1番人気）� 7405（12番人気）� 11020（10番人気）
枠連票数 計 163043 的中 （1－7） 2789（14番人気）
馬連票数 計 677966 的中 �� 10782（14番人気）
馬単票数 計 465697 的中 �� 5877（18番人気）
ワイド票数 計 345515 的中 �� 4834（19番人気）�� 7126（13番人気）�� 1462（51番人気）
3連複票数 計 858004 的中 ��� 2500（73番人気）
3連単票数 計1804303 的中 ��� 1563（233番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．1―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―34．4―45．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F34．8
3 ・（9，1，12）7，10，2，4（3，11，6）5，8 4 9，1，12，7－（2，10）3－（5，11，6）（8，4）

勝馬の
紹 介

クリスワールド �
�
父 クリストワイニング �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2011．1．23 京都7着

2008．4．1生 牡6栗 母 シャコーフェアリー 母母 ウェルクイーン 22戦4勝 賞金 48，730，000円
〔制裁〕 ヤマノグラス号の騎手秋山真一郎は，3コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※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 オートロンシャン号・カクシアジ号



21095 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8日 第11競走 ��
��1，200�U H B 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，25．8．10以降26．8．10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

北海道文化放送賞（1着）
賞 品

本 賞 21，000，000円 8，400，000円 5，300，000円 3，200，000円 2，100，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

611� マヤノリュウジン 牡7栗 57 池添 謙一田所 英子氏 庄野 靖志 新ひだか 前川 隆則 528＋ 41：09．0 8．7�
23 スマートオリオン 牡4栗 57．5 三浦 皇成大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 492－ 6 〃 クビ 3．6�
815 ブランダムール 牝5栗 52 四位 洋文�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 460－ 21：09．1� 14．1�
714 コンサートレディ 牝5鹿 50 丸田 恭介平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 472± 01：09．2	 21．4�
510 エ ポ ワ ス 
6鹿 53 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 478＋ 2 〃 アタマ 8．7�
816 サドンストーム 牡5栗 55 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 478－ 4 〃 アタマ 35．2	
713 サンディエゴシチー 牡7黒鹿54 藤田 伸二 
友駿ホースクラブ 作田 誠二 浦河 アイオイファーム 514－14 〃 ハナ 51．0�
12 ダイメイザクラ 牝7鹿 49 小崎 綾也宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 450± 01：09．3クビ 135．2�
11 レオンビスティー 牡5鹿 54 松岡 正海備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 492＋ 2 〃 クビ 24．1
36 ハ ノ ハ ノ 牡6鹿 56 村田 一誠
錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 462－ 81：09．4� 27．2�
48 メモリアルイヤー 牝6栗 51 古川 吉洋西村新一郎氏 村山 明 鹿児島 釘田 義美 482± 01：09．5クビ 27．4�
47 � レジェトウショウ 牝8栗 50 竹之下智昭トウショウ産業
 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 484＋ 8 〃 アタマ 269．9�
59 サクラゴスペル 牡6黒鹿57 福永 祐一
さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 480± 01：09．6	 8．2�
35 ツインクルスター 牝5栗 52 津村 明秀岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 498＋ 21：09．7	 25．7�
24 ク リ ス マ ス 牝3黒鹿51 丸山 元気 M・

Kenichiホールディング
 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 438＋121：09．8	 3．4�
612 ビウイッチアス 牝5黒鹿51 吉田 隼人井上 一郎氏 武藤 善則 日高 いとう牧場 436± 01：10．01	 130．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 56，415，200円 複勝： 88，221，600円 枠連： 58，624，600円
馬連： 244，411，900円 馬単： 112，653，100円 ワイド： 86，977，000円
3連複： 326，010，900円 3連単： 543，283，700円 計： 1，516，598，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 280円 � 160円 � 340円 枠 連（2－6） 850円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 4，070円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，710円 �� 970円

3 連 複 ��� 5，930円 3 連 単 ��� 35，750円

票 数

単勝票数 計 564152 的中 � 51372（4番人気）
複勝票数 計 882216 的中 � 74999（4番人気）� 177100（1番人気）� 56779（6番人気）
枠連票数 計 586246 的中 （2－6） 52937（4番人気）
馬連票数 計2444119 的中 �� 105469（4番人気）
馬単票数 計1126531 的中 �� 20729（12番人気）
ワイド票数 計 869770 的中 �� 30325（4番人気）�� 12705（22番人気）�� 23080（9番人気）
3連複票数 計3260109 的中 ��� 41173（16番人気）
3連単票数 計5432837 的中 ��� 11017（100番人気）

ハロンタイム 12．1―11．0―11．2―11．5―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．1―34．3―45．8―57．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．7
3 5，8（3，9）（6，12）（2，4，10，15）（14，16）（1，13）（7，11） 4 ・（5，8）（3，9）（6，12，15）2（4，10，16）（1，14）（13，11）7

勝馬の
紹 介

�マヤノリュウジン �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 キンググローリアス

2007．3．22生 牡7栗 母 ポットブリリアンス 母母 ポットカラミティー 18戦6勝 賞金 138，673，000円
初出走 JRA

21096 8月17日 晴 良 （26札幌1）第8日 第12競走 ��
��2，000�ラ イ ラ ッ ク 賞

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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

69 マイネルディーン 牡5青 57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 22：01．6 6．0�

57 プレミアムタイム 牡5栗 57 丸山 元気 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B498－ 22：01．81� 16．3�
56 カ ー バ 牡5青鹿57 藤田 伸二�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム 502± 02：02．01� 23．4�
68 	 アメリカンダイナー 
5鹿 57 松田 大作吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

472＋ 4 〃 クビ 35．9�
44 ロ ジ テ ー ル 牡5鹿 57 勝浦 正樹久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 472－ 62：02．1� 12．1	
711 ライズトゥフェイム 牡4鹿 57 秋山真一郎有限会社シルク加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482＋ 2 〃 クビ 4．0

710	 レッドシャンクス 牡5鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd 502－ 22：02．2クビ 2．3�
45 � メイショウテッサイ 牡6鹿 57 松岡 正海松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 498－ 4 〃 クビ 16．8�
33 ロードエフォール 牡6黒鹿57 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 484± 02：02．3クビ 44．9
11 � アルティスト 牡7鹿 57 N．ローウィラー 塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 482＋ 4 〃 クビ 47．6�

（豪）

812 ローレルソラン 牡6鹿 57 北村 友一 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 信義 454－ 22：02．72 23．7�
22 アルセーヌシチー 牡8鹿 57 村田 一誠 �友駿ホースクラブ 中野 栄治 浦河 アイオイファーム 506＋ 62：03．55 239．5�
813 シベリアンタイガー 牡3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 470± 02：04．67 23．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 41，654，900円 複勝： 60，188，000円 枠連： 30，043，100円
馬連： 97，741，900円 馬単： 58，817，200円 ワイド： 44，713，300円
3連複： 134，601，300円 3連単： 234，514，400円 計： 702，274，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 250円 � 630円 � 630円 枠 連（5－6） 2，980円

馬 連 �� 5，360円 馬 単 �� 10，520円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 1，960円 �� 4，140円

3 連 複 ��� 31，360円 3 連 単 ��� 160，240円

票 数

単勝票数 計 416549 的中 � 55134（3番人気）
複勝票数 計 601880 的中 � 73119（3番人気）� 23252（7番人気）� 23185（8番人気）
枠連票数 計 300431 的中 （5－6） 7805（11番人気）
馬連票数 計 977419 的中 �� 14120（21番人気）
馬単票数 計 588172 的中 �� 4193（35番人気）
ワイド票数 計 447133 的中 �� 6096（23番人気）�� 5911（25番人気）�� 2747（42番人気）
3連複票数 計1346013 的中 ��� 3219（101番人気）
3連単票数 計2345144 的中 ��� 1061（492番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―24．2―36．3―49．0―1：01．6―1：14．1―1：26．2―1：38．2―1：49．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルディーン �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2011．7．30 新潟2着

2009．4．16生 牡5青 母 ムービースクリーン 母母 ネクストムービー 19戦4勝 賞金 75，397，000円
※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。

３レース目



（26札幌1）第8日 8月17日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 162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

200，460，000円
2，080，000円
4，920，000円
1，340，000円
18，230，000円
59，474，250円
4，212，000円
1，555，200円

勝馬投票券売得金
310，068，000円
517，241，600円
198，790，300円
756，973，200円
452，600，300円
352，170，300円
1，012，118，700円
1，738，815，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，338，777，800円

総入場人員 16，566名 （有料入場人員 15，319名）



平成26年度 第1回札幌競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，224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

1，572，550，000円
8，270，000円
64，560，000円
10，771，000円
140，050，000円
443，353，500円
32，283，000円
11，750，400円

勝馬投票券売得金
2，450，677，100円
3，835，661，600円
1，310，853，600円
5，592，444，000円
3，280，934，300円
2，568，820，800円
7，333，866，200円
13，187，154，600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 39，560，412，200円

総入場延人員 125，875名 （有料入場延人員 108，033名）
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