
23025 8月5日 晴 良 （29札幌1）第3日 第1競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （ダート・右）

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

中央レコード
58．5
57．7

良
重

66 サニーダンサー 牡2栗 54 C．ルメール 陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 468＋ 2 59．9 3．7�
77 ディアバビアナ 牝2栗 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 松栄牧場 490＋ 81：00．11� 2．8�
44 クオーレカルド 牝2黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 萩澤 國男 428± 01：00．63 22．9�
11 レベルスリー 牡2栗 54 中井 裕二山口 裕介氏 松永 康利 日高 日西牧場 442－ 4 〃 アタマ 14．4�
55 クローバーレッド 牝2鹿 54

53 ☆城戸 義政�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 山際 智 446－ 2 〃 クビ 100．5	
88 パ ス ポ ー ト 牝2黒鹿54 柴山 雄一�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 428－ 41：00．81� 7．6

33 タガノアルタイル 牡2鹿 54 藤岡 佑介八木 良司氏 浅見 秀一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468＋ 41：01．54 10．0�
22 フジワンタイフーン 牡2鹿 54

51 ▲横山 武史�富士開発 古賀 史生 新冠 川島牧場 474－ 61：02．45 4．5�
（8頭）

売 得 金
単勝： 21，333，800円 複勝： 24，593，900円 枠連： 発売なし
馬連： 30，915，700円 馬単： 19，211，200円 ワイド： 19，160，800円
3連複： 36，040，200円 3連単： 72，542，000円 計： 223，797，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 110円 � 370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 220円 �� 1，020円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 8，770円

票 数

単勝票数 計 213338 的中 � 47779（2番人気）
複勝票数 計 245939 的中 � 40344（2番人気）� 91316（1番人気）� 9569（7番人気）
馬連票数 計 309157 的中 �� 42483（1番人気）
馬単票数 計 192112 的中 �� 12286（3番人気）
ワイド票数 計 191608 的中 �� 26366（1番人気）�� 4212（17番人気）�� 7097（11番人気）
3連複票数 計 360402 的中 ��� 10742（11番人気）
3連単票数 計 725420 的中 ��� 5993（32番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―24．1―35．9―47．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サニーダンサー 
�
父 バンブーエール 

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2017．7．15 函館5着

2015．4．22生 牡2栗 母 バンビーナココ 母母 スプリングバンブー 2戦1勝 賞金 5，700，000円

23026 8月5日 晴 良 （29札幌1）第3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）

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

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

33 タガノアニード 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 武史八木 良司氏 角田 晃一 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B470＋101：46．3 3．2�
814 メモリーフェイス 牝3鹿 54 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 520＋ 21：46．51� 2．1�
11 トモジャプリマ 牝3黒鹿54 藤岡 佑介吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 438－ 41：46．6クビ 25．4�
711 ペイシャオブワキア 牝3鹿 54 C．ルメール 北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 454＋ 21：47．02� 5．7�
610 ナムラアヴィ 牝3栗 54 古川 吉洋奈村 信重氏 石栗 龍彦 新ひだか 伊藤 和明 470－ 41：47．31� 28．4�
45 レッドラトナ 牝3鹿 54 酒井 学 �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 440－121：47．51 100．3	
34 サンタテレサ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 
キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480－12 〃 クビ 54．3�
57 ブルーブラッド 牝3栗 54 藤岡 康太 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 428－ 61：48．24 34．8�
813 イチザヒロイン 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 448＋ 4 〃 クビ 17．2
22 アパラチアン 牝3栗 54 丸山 元気�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 418－ 61：49．810 204．2�
712 マダムストーリー 牝3鹿 54 国分 恭介
ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 市川フアーム 424＋ 41：50．33 90．5�
69 フジワンキララ 牝3芦 54 蛯名 正義�富士開発 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 472－121：50．51� 28．0�
58 コパノレヴィーン 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 480＋ 61：50．82 174．3�
46 ラインアストロ 牝3鹿 54 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 土田 扶美子 B440－ 21：51．01 17．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，003，100円 複勝： 30，863，000円 枠連： 11，069，700円
馬連： 31，110，900円 馬単： 16，051，600円 ワイド： 21，177，700円
3連複： 43，952，200円 3連単： 58，425，100円 計： 229，653，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 120円 � 110円 � 360円 枠 連（3－8） 210円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 750円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，100円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 10，610円

票 数

単勝票数 計 170031 的中 � 41888（2番人気）
複勝票数 計 308630 的中 � 56986（2番人気）� 136237（1番人気）� 9877（7番人気）
枠連票数 計 110697 的中 （3－8） 39226（1番人気）
馬連票数 計 311109 的中 �� 81678（1番人気）
馬単票数 計 160516 的中 �� 16005（2番人気）
ワイド票数 計 211777 的中 �� 40970（1番人気）�� 4098（15番人気）�� 4233（14番人気）
3連複票数 計 439522 的中 ��� 11899（9番人気）
3連単票数 計 584251 的中 ��� 3992（26番人気）

ハロンタイム 6．6―10．9―11．9―12．9―13．0―12．8―12．7―12．6―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．5―29．4―42．3―55．3―1：08．1―1：20．8―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

タガノアニード �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．1．7 中山7着

2014．5．8生 牝3黒鹿 母 タガノガンチーニ 母母 ビワパシフィカス 9戦1勝 賞金 13，550，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第１回 札幌競馬 第３日



23027 8月5日 晴 良 （29札幌1）第3日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時50分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

713 デザートストーム 牡3黒鹿56 藤岡 康太 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 444± 01：08．8 6．4�

11 ソルオリーヴァ 牡3栗 56 原田 和真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか マークリ牧場 474－ 81：08．9� 4．7�

48 ハイレートクライム 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 470－ 41：09．22 4．1�
47 デンコウアリオン 牡3鹿 56 池添 謙一田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 474－ 21：09．41� 5．0�
612 サンエリザベス 牝3鹿 54 古川 吉洋 �加藤ステーブル 竹内 正洋 日高 有限会社

ケイズ 448＋ 41：09．5クビ 144．7	
714 ア ネ ロ ワ 牝3鹿 54 蛯名 正義大野 照旺氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 420± 0 〃 ハナ 5．5

510 スマイルプリティ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 462＋ 4 〃 アタマ 14．9�
36 ノーティスボード 牝3芦 54

51 ▲横山 武史下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 498－ 21：09．6	 20．4
35 ダイメイピット 牡3鹿 56

55 ☆城戸 義政宮本 昇氏 本間 忍 日高 横井 哲 402＋ 21：09．81	 64．1�
59 イージーライド 牡3黒鹿56 酒井 学松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 446＋ 2 〃 ハナ 159．6�
611 バトルピッピ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星宮川 秋信氏 吉村 圭司 新ひだか 沖田 忠幸 430－121：09．9	 41．2�
24 ベルウッドカペラ 牡3青鹿56 荻野 琢真鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 450－ 81：10．53	 365．8�
815 ジ ュ ー ン 牝3栗 54 横山 和生�和田牧場 和田 正道 新ひだか 桑嶋 峰雄 416－ 21：10．71 146．4�
816 プリンセスラグーン 牝3栗 54 勝浦 正樹吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 430± 01：11．65 258．7�
23 マイネルトルペード 牡3栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 424＋ 21：11．81� 66．7�

12 ユウギリジョウ 牝3黒鹿 54
53 ☆小崎 綾也河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 B448＋ 21：12．22	 14．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，436，100円 複勝： 32，504，900円 枠連： 10，994，200円
馬連： 35，355，300円 馬単： 16，822，600円 ワイド： 24，115，200円
3連複： 51，115，400円 3連単： 61，126，800円 計： 251，470，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 180円 � 180円 � 160円 枠 連（1－7） 590円

馬 連 �� 1，470円 馬 単 �� 2，790円

ワ イ ド �� 620円 �� 470円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，760円 3 連 単 ��� 13，940円

票 数

単勝票数 計 194361 的中 � 24230（5番人気）
複勝票数 計 325049 的中 � 44734（4番人気）� 43741（5番人気）� 58795（1番人気）
枠連票数 計 109942 的中 （1－7） 14280（3番人気）
馬連票数 計 353553 的中 �� 18560（6番人気）
馬単票数 計 168226 的中 �� 4509（12番人気）
ワイド票数 計 241152 的中 �� 9666（9番人気）�� 13422（3番人気）�� 13117（4番人気）
3連複票数 計 511154 的中 ��� 21759（2番人気）
3連単票数 計 611268 的中 ��� 3177（35番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―10．9―11．7―11．8―11．8

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

デザートストーム �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 Shamardal デビュー 2016．8．14 小倉2着

2014．4．11生 牡3黒鹿 母 レディオブパーシャ 母母 ビールジャント 9戦1勝 賞金 12，900，000円
〔発走状況〕 ベルウッドカペラ号・バトルピッピ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ベルウッドカペラ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユウギリジョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ティラール号・メイショウランポ号
（非抽選馬） 1頭 カデナダムール号

23028 8月5日 晴 良 （29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20分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

34 ユ ラ ノ ト 牡3栗 56 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 482－ 81：45．7 1．9�
711 フュージョンロック 牡3栗 56 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B480－ 41：46．55 20．5�
22 メイショウソリッド 牡3黒鹿56 K．ティータン 松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 村下 明博 502＋101：46．6� 9．8�

（香港）

33 ヨ ッ テ ケ 牡3栗 56 勝浦 正樹高橋 文男氏 中舘 英二 新ひだか グランド牧場 466－ 2 〃 クビ 33．0�
58 シンゼンキング 牡3黒鹿56 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 470－ 41：46．7� 7．0	
610 ブラックシンデレラ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 434－101：47．02 219．0

46 ヤマノブロンコ 牡3栗 56 横山 和生澤村 敏雄氏 田中 清隆 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 460± 01：47．1クビ 49．2�
814 リープスプラウト 牡3栗 56 丹内 祐次多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 482＋ 21：47．42 58．3
813 コ ハ ク 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 456± 01：48．14 19．7�
11 メイプルストロング 牡3鹿 56 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 500－ 21：48．2� 9．1�
45 ニシノキャプテン 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 478－ 21：48．94 31．0�
57 カ リ エ ラ 牝3栗 54 酒井 学�谷岡牧場 杉山 晴紀 新ひだか 谷岡牧場 458－ 21：49．43 73．0�
69 ミッキートーン 牡3鹿 56 藤岡 佑介野田みづき氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B548－ 21：50．03� 6．1�
712 ナチュラルキラー 牡3栗 56

53 ▲横山 武史�藤原牧場 和田 正道 新ひだか 藤原牧場 480＋ 81：50．42� 475．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，051，400円 複勝： 28，828，500円 枠連： 7，346，200円
馬連： 32，289，300円 馬単： 18，235，100円 ワイド： 23，449，200円
3連複： 46，125，700円 3連単： 59，576，100円 計： 236，901，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 140円 � 510円 � 220円 枠 連（3－7） 1，700円

馬 連 �� 1，790円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 920円 �� 360円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 4，710円 3 連 単 ��� 14，830円

票 数

単勝票数 計 210514 的中 � 86931（1番人気）
複勝票数 計 288285 的中 � 72011（1番人気）� 10667（7番人気）� 32718（4番人気）
枠連票数 計 73462 的中 （3－7） 3346（6番人気）
馬連票数 計 322893 的中 �� 13908（5番人気）
馬単票数 計 182351 的中 �� 5654（8番人気）
ワイド票数 計 234492 的中 �� 6338（9番人気）�� 18568（3番人気）�� 1752（32番人気）
3連複票数 計 461257 的中 ��� 7341（14番人気）
3連単票数 計 595761 的中 ��� 2911（39番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．3―41．6―54．0―1：07．0―1：19．6―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F38．7
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ユ ラ ノ ト �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2017．5．20 京都4着

2014．2．16生 牡3栗 母 コ イ ウ タ 母母 ヴァイオレットラブ 4戦1勝 賞金 7，050，000円
※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 ビバジャンティ号・ベイローレル号・リネンスカッシュ号
※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。



23029 8月5日 晴 良 （29札幌1）第3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

77 サフランブーケ 牝2鹿 54 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 430 ―1：09．9 4．7�
55 ファストライフ 牝2栗 54

53 ☆坂井 瑠星石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 424 ―1：10．11� 12．1�
66 ミ ス ル ー ア 牝2鹿 54 勝浦 正樹 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 450 ―1：10．42 6．0�
33 アーヴァイン 牡2鹿 54 K．ティータン 林 正道氏 浅見 秀一 新ひだか 服部 牧場 470 ―1：11．57 1．9�

（香港）

11 キモンプリンス 牡2芦 54 丹内 祐次小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 西村 和夫 460 ―1：11．82 7．6�
22 クォーターイモン 牡2鹿 54

53 ☆木幡 初也井門 敏雄氏 小西 一男 浦河 グラストレーニ
ングセンター 426 ―1：11．9� 122．6	

88 コンヴィーヴォ 牝2栗 54 酒井 学永田 和彦氏 羽月 友彦 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 428 ―1：13．07 75．7


89 ア レ ー グ ル 牡2鹿 54 藤岡 佑介安原 浩司氏 奥村 豊 新ひだか 岡田牧場 468 ―1：13．1� 20．9�
44 カープギャル 牝2鹿 54

53 ☆城戸 義政西村 憲人氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 470 ―1：14．37 48．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 18，486，900円 複勝： 17，785，400円 枠連： 4，528，200円
馬連： 23，559，900円 馬単： 17，178，800円 ワイド： 14，475，500円
3連複： 29，398，900円 3連単： 60，440，000円 計： 185，853，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 250円 � 180円 枠 連（5－7） 1，980円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 600円 �� 410円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，540円 3 連 単 ��� 13，060円

票 数

単勝票数 計 184869 的中 � 32678（2番人気）
複勝票数 計 177854 的中 � 29595（2番人気）� 15798（5番人気）� 26200（3番人気）
枠連票数 計 45282 的中 （5－7） 1766（8番人気）
馬連票数 計 235599 的中 �� 9689（8番人気）
馬単票数 計 171788 的中 �� 3834（14番人気）
ワイド票数 計 144755 的中 �� 6117（9番人気）�� 9478（4番人気）�� 5070（10番人気）
3連複票数 計 293989 的中 ��� 8670（10番人気）
3連単票数 計 604400 的中 ��� 3353（45番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．3―11．3―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―34．9―46．2―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 7（5，9）8（2，3）1－4，6 4 ・（7，5）－（3，9）－1，6，8，2＝4

勝馬の
紹 介

サフランブーケ 
�
父 スターリングローズ 

�
母父 カ ー ネ ギ ー 初出走

2015．5．7生 牝2鹿 母 サフランカーネギー 母母 ヨドノサフラン 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 アーヴァイン号の騎手K．ティータンは，3コーナー通過後に内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・2番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カープギャル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月5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。

23030 8月5日 晴 良 （29札幌1）第3日 第6競走 ��
��2，600�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 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
2：38．7
2：37．3

良
良

712 エ ー ル �3黒鹿 56
55 ☆坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B436＋ 42：41．3 5．1�
22 ダブルバインド 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 428－ 22：41．51� 1．6�
34 ブライトクォーツ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 460－ 42：41．6	 25．5�
69 コスモヴァーズ 牡3青鹿56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 42：42．23	 12．7�
58 トゥザキングダム 牡3青鹿56 横山 和生 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 460－ 72：42．62	 125．0	
33 ダンスアラウンド 牡3鹿 56 丸山 元気 �社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 524＋ 4 〃 クビ 32．6

610
 ビハインドクラウズ 牡3黒鹿 56

55 ☆城戸 義政栗山 良子氏 �島 一歩 米 Christine
A. Hansen 498－ 42：42．81	 41．9�

45 リ ウ ォ ー ド 牡3鹿 56 藤岡 佑介 H.H．シェイク・モハメド 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 474＋102：42．9クビ 48．6�

711 リーディングタイム 牝3青鹿 54
53 ☆井上 敏樹�G1レーシング 高木 登 千歳 社台ファーム 422＋ 6 〃 アタマ 199．2

57 ベストダンス 牡3黒鹿56 四位 洋文平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494＋ 22：43．0� 7．0�
813 リ ュ イ ザ ン 牡3栗 56

53 ▲横山 武史�G1レーシング 二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 402＋ 22：43．1	 27．5�

11 シュヴァルノーブル 牝3栗 54
53 ☆小崎 綾也�富田牧場 斉藤 崇史 浦河 富田牧場 400＋ 82：43．42 322．3�

814 アサーティブ 牝3鹿 54 古川 吉洋�G1レーシング 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 456＋ 42：45．3大差 72．4�

46 ディアラビーニア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 宗像 義忠 日高 千葉飯田牧場 418± 0 （競走中止） 23．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 19，902，700円 複勝： 50，181，100円 枠連： 7，237，800円
馬連： 31，697，600円 馬単： 21，070，000円 ワイド： 23，683，100円
3連複： 45，563，100円 3連単： 74，207，200円 計： 273，542，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 140円 � 110円 � 340円 枠 連（2－7） 400円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，090円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 10，160円

票 数

単勝票数 計 199027 的中 � 30820（2番人気）
複勝票数 計 501811 的中 � 52629（2番人気）� 314388（1番人気）� 12535（7番人気）
枠連票数 計 72378 的中 （2－7） 13810（1番人気）
馬連票数 計 316976 的中 �� 60427（1番人気）
馬単票数 計 210700 的中 �� 11226（4番人気）
ワイド票数 計 236831 的中 �� 36650（1番人気）�� 4722（12番人気）�� 9963（5番人気）
3連複票数 計 455631 的中 ��� 18791（5番人気）
3連単票数 計 742072 的中 ��� 5291（30番人気）

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

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�
13．1―24．9―37．0―49．7―1：02．2―1：15．1―1：28．2―1：40．9―1：53．1―2：04．9―2：16．8―2：28．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エ ー ル �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Galileo デビュー 2016．10．29 京都9着

2014．3．8生 �3黒鹿 母 ザ ナ 母母 Maskaya 9戦1勝 賞金 9，050，000円
〔競走中止〕 ディアラビーニア号は，競走中に疾病〔右前浅屈腱不全断裂〕を発症したため2周目向正面で競走中止。
※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） 5頭 サーカムスタンス号・シンデン号・ノルナゲスト号・マイネルシルバリー号・ロキ号



23031 8月5日 晴 良 （29札幌1）第3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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

33 エムオービーナス 牝3栗 52
51 ☆木幡 初也大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 458－ 2 59．0 117．1�

44 ウイナーズロード 牝3青鹿 52
51 ☆城戸 義政�宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 414－ 4 59．1� 2．6�

56 ジ ュ ン ゲ ル 	4鹿 57 国分 恭介幅田 昌伸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 クビ 165．8�
68 エ ピ ュ ー レ 牝3栗 52

49 ▲横山 武史�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 478＋ 2 59．2� 4．8�
79 スズカゴーディー 牡3黒鹿54 C．ルメール 永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 480－ 2 59．3� 3．2	
11 スマートアムール 牝3栗 52 藤岡 康太大川 徹氏 須貝 尚介 浦河 杵臼牧場 440－ 2 〃 クビ 7．1

22 スズカオーショウ 牡6栗 57 柴山 雄一永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 512－ 6 59．51� 50．0�
55 イソノヴィグラス 牡4栗 57

56 ☆井上 敏樹岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 坂元牧場 472＋ 4 59．81
 9．5�
710 ビップフウマ 牡4鹿 57 古川 吉洋鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 518－ 61：00．01� 59．4
812 マルカメテオ 	5栗 57 荻野 琢真日下部 猛氏 羽月 友彦 千歳 社台ファーム 462－30 〃 ハナ 21．7�
811 トウカイマインド 牝6鹿 55 横山 和生内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 464＋ 4 〃 ハナ 82．4�
67 ノーフェイト 牝5栗 55

54 ☆坂井 瑠星ディアレストクラブ� 栗田 徹 浦河 小島牧場 472＋ 21：00．1
 189．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，012，500円 複勝： 28，139，600円 枠連： 7，190，200円
馬連： 36，168，100円 馬単： 21，162，100円 ワイド： 22，618，100円
3連複： 44，380，400円 3連単： 73，571，900円 計： 256，242，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，710円 複 勝 � 2，390円 � 140円 � 1，580円 枠 連（3－4） 10，650円

馬 連 �� 14，040円 馬 単 �� 33，980円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 43，700円 �� 4，100円

3 連 複 ��� 118，450円 3 連 単 ��� 1，616，350円

票 数

単勝票数 計 230125 的中 � 1572（10番人気）
複勝票数 計 281396 的中 � 2278（12番人気）� 78100（1番人気）� 3509（10番人気）
枠連票数 計 71902 的中 （3－4） 523（23番人気）
馬連票数 計 361681 的中 �� 1996（28番人気）
馬単票数 計 211621 的中 �� 467（58番人気）
ワイド票数 計 226181 的中 �� 1712（27番人気）�� 132（66番人気）�� 1431（30番人気）
3連複票数 計 443804 的中 ��� 281（127番人気）
3連単票数 計 735719 的中 ��� 33（958番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．4―35．0―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エムオービーナス �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 タヤスツヨシ デビュー 2016．10．16 新潟2着

2014．4．4生 牝3栗 母 エムオーミラクル 母母 ミラクルムテキ 7戦2勝 賞金 15，300，000円
〔発走状況〕 スマートアムール号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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 ユキノマルガリータ号・ラッキーポイント号

23032 8月5日 晴 良 （29札幌1）第3日 第8競走 ��2，000�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

47 ロードアルバータ 牡3青鹿54 C．ルメール �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 82：00．3 1．5�
610 デルマオギン 牝4鹿 55 池添 謙一浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 478＋ 22：00．62 6．4�
11 ピスカデーラ 牝3鹿 52 酒井 学名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 460＋142：00．81� 38．4�
611 ロードキング 牡4鹿 57 K．ティータン 市川義美ホールディングス� 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 480－ 22：00．9� 10．0�

（香港）

34 ラ レ ゾ ン 牝3黒鹿52 丸山 元気 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438± 02：01．11� 29．6	

713� ダブルフラワー 牝5栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 486－142：01．2クビ 14．2

712 コスモレティクルム 牝4鹿 55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 2 〃 クビ 85．0�
35 アルマレイモミ 牝4鹿 55

54 ☆坂井 瑠星コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 454－ 22：01．62� 24．3�
58 ホットファイヤー 牡4鹿 57 藤岡 佑介西田 彰宏氏 松元 茂樹 日高 スマイルファーム 468＋ 62：01．7� 13．5
814� ウイングエンペラー 牡4栗 57 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 478－ 22：01．91� 564．7�
22 ホッコーペネロープ 牝3栗 52 横山 和生北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 478＋ 62：02．0	 395．4�
815� スリープレッピー 
4黒鹿57 藤岡 康太永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 436＋ 2 〃 ハナ 82．0�
59 レッドグルック 牡6鹿 57

54 ▲横山 武史 �東京ホースレーシング 寺島 良 千歳 社台ファーム 488－ 42：02．42� 191．1�
23 � サンライズサーカス 牡4青鹿57 古川 吉洋松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 桜井牧場 502－122：02．71	 19．6�
46 イマジンザット 牡4鹿 57 柴山 雄一林 正道氏 斎藤 誠 浦河 桑田牧場 460＋242：04．08 125．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 26，543，300円 複勝： 50，195，700円 枠連： 10，075，700円
馬連： 39，529，600円 馬単： 25，049，300円 ワイド： 28，238，200円
3連複： 54，487，600円 3連単： 90，906，600円 計： 325，026，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 150円 � 380円 枠 連（4－6） 250円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 230円 �� 720円 �� 2，220円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 11，790円

票 数

単勝票数 計 265433 的中 � 139687（1番人気）
複勝票数 計 501957 的中 � 264190（1番人気）� 59971（2番人気）� 14098（8番人気）
枠連票数 計 100757 的中 （4－6） 30799（1番人気）
馬連票数 計 395296 的中 �� 62153（1番人気）
馬単票数 計 250493 的中 �� 33874（1番人気）
ワイド票数 計 282382 的中 �� 37360（1番人気）�� 9243（8番人気）�� 2806（25番人気）
3連複票数 計 544876 的中 ��� 9259（15番人気）
3連単票数 計 909066 的中 ��� 5589（32番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―12．9―12．4―11．3―11．9―12．2―12．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―35．2―48．1―1：00．5―1：11．8―1：23．7―1：35．9―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロードアルバータ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．1．5 京都2着

2014．4．2生 牡3青鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 6戦2勝 賞金 23，782，000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。



23033 8月5日 晴 良 （29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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

46 キチロクステージ 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 476＋ 81：44．6 30．3�
610 リヴァイアサン 牡3鹿 54 C．ルメール 星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B502± 01：45．13 4．0�
57 モルゲンロート 牡4鹿 57 原田 和真武田 茂男氏 竹内 正洋 浦河 まるとみ冨岡牧場 474－ 8 〃 ハナ 4．7�
22 タイキオールブルー 牡5青鹿57 国分 恭介�大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム B450－ 41：45．31 9．6�
813 アスタリスク 牡4鹿 57 柴山 雄一石川 達絵氏 奥村 武 新ひだか 山際 智 476＋ 21：46．15 12．2�
58 トラキアンコード �5芦 57 K．ティータン 原 �子氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 498－ 41：46．2� 11．8	

（香港）

712 メイショウイッポン 牡3鹿 54 藤岡 康太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 488± 0 〃 クビ 23．7

11 クラウンロマン 牝4芦 55 横山 和生矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 448－ 41：46．3� 73．6�
34 ディーエスアクシス 牡3芦 54 酒井 学秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B490＋141：46．61	 64．5�
45 ジュアンマリエ 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 446－ 61：46．7� 111．3�

33 インザバブル 牡4鹿 57 蛯名 正義G1レーシング 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 494＋ 21：47．02 5．9�

711 シンコーマーチャン 牡3鹿 54 丸山 元気豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B480＋ 21：47．32 5．2�
814 ミュゼリバイアサン 牡4鹿 57

56 ☆木幡 初也菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B502± 01：48．25 26．2�
69 
 シャイニングカフェ 牡5黒鹿 57

54 ▲横山 武史西川 光一氏 小島 太 浦河 太陽牧場 B502－ 81：48．94 98．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，780，800円 複勝： 40，879，800円 枠連： 11，860，500円
馬連： 49，560，800円 馬単： 23，984，400円 ワイド： 33，587，600円
3連複： 65，668，400円 3連単： 86，716，300円 計： 338，038，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，030円 複 勝 � 500円 � 160円 � 160円 枠 連（4－6） 5，090円

馬 連 �� 6，950円 馬 単 �� 17，260円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 1，710円 �� 480円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 87，430円

票 数

単勝票数 計 257808 的中 � 6792（10番人気）
複勝票数 計 408798 的中 � 15244（9番人気）� 77759（1番人気）� 73732（2番人気）
枠連票数 計 118605 的中 （4－6） 1805（19番人気）
馬連票数 計 495608 的中 �� 5525（29番人気）
馬単票数 計 239844 的中 �� 1042（64番人気）
ワイド票数 計 335876 的中 �� 4266（29番人気）�� 4842（24番人気）�� 19517（1番人気）
3連複票数 計 656684 的中 ��� 6064（27番人気）
3連単票数 計 867163 的中 ��� 719（320番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．5―29．3―42．1―54．5―1：06．9―1：19．3―1：31．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．7
1
3

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

キチロクステージ �
�
父 ローレルゲレイロ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2015．7．4 福島3着

2013．2．13生 牡4鹿 母 ステージワンスモア 母母 エレガントダンサー 21戦2勝 賞金 27，450，000円
〔発走状況〕 シャイニングカフェ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬体検査。前扉が破損したため外枠から発走。発走時刻5分遅延。

シンコーマーチャン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 トラキアンコード号の騎手K．ティータンは，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：1番）
〔馬の出走停止・調教再審査〕 シャイニングカフェ号は，平成29年8月6日から平成29年8月27日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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。
（非当選馬） 1頭 ウインミストレス号
※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。

23034 8月5日 晴 良 （29札幌1）第3日 第10競走 ��1，800�
と か ち だ け

十 勝 岳 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

45 タガノアスワド 牝3黒鹿52 国分 恭介八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 506＋ 41：47．5 3．0�

610 ゴッドカリビアン 牝4鹿 55 柴山 雄一中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B452＋ 2 〃 ハナ 41．5�
58 スターファセット 牝5鹿 55 C．ルメール 吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 466＋ 81：47．71� 3．8�
34 ジャストザマリン 牝3鹿 52 丸山 元気ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 518＋121：47．8クビ 10．4�
22 リ ナ ー テ 牝3黒鹿52 K．ティータン �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 476＋16 〃 クビ 4．8	

（香港）

33 アルケミスト 牝4鹿 55 藤岡 佑介�三嶋牧場 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 448＋ 61：47．9クビ 39．0

69 ココファンタジア 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋121：48．0� 22．5�
814 ショウナンサザナミ 牝3鹿 52 池添 謙一国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B420－ 41：48．1クビ 40．3�
11 � メイショウミソラ 牝5栗 55 酒井 学松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 460＋ 21：48．73� 107．9
57 メイショウミハル 牝3栗 52 蛯名 正義松本 好雄氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：49．01� 10．5�
813 シ ナ ジ ー 牝3青鹿52 勝浦 正樹 �フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 452－ 41：49．21� 302．5�
712 ヴァルツァー 牝3栗 52 木幡 初也中村 祐子氏 小島 茂之 様似 様似堀牧場 400－101：49．3クビ 216．7�
711 コマノレジーナ 牝3黒鹿52 四位 洋文長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 430＋201：50．57 16．1�
46 ダンツペンダント 牝4黒鹿55 古川 吉洋山元 哲二氏 本田 優 浦河 谷川牧場 514＋101：51．45 16．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，657，600円 複勝： 45，973，200円 枠連： 17，097，500円
馬連： 72，020，500円 馬単： 32，930，200円 ワイド： 41，425，400円
3連複： 96，153，300円 3連単： 133，711，600円 計： 474，969，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 520円 � 140円 枠 連（4－6） 2，130円

馬 連 �� 5，240円 馬 単 �� 7，840円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 270円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 5，430円 3 連 単 ��� 35，200円

票 数

単勝票数 計 356576 的中 � 94590（1番人気）
複勝票数 計 459732 的中 � 104274（1番人気）� 14687（9番人気）� 96731（2番人気）
枠連票数 計 170975 的中 （4－6） 6216（10番人気）
馬連票数 計 720205 的中 �� 10638（17番人気）
馬単票数 計 329302 的中 �� 3149（29番人気）
ワイド票数 計 414254 的中 �� 6174（21番人気）�� 47185（1番人気）�� 6142（22番人気）
3連複票数 計 961533 的中 ��� 13266（18番人気）
3連単票数 計1337116 的中 ��� 2754（112番人気）

ハロンタイム 12．3―11．4―12．2―12．0―11．7―11．8―11．7―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．7―35．9―47．9―59．6―1：11．4―1：23．1―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F36．1
1
3
6，9（1，14）2，5，4－（10，12）－（8，11）3－13－7・（6，9）（14，5）1（2，4）10（8，11）12，3－13，7

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

勝馬の
紹 介

タガノアスワド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2017．1．16 中京1着

2014．3．28生 牝3黒鹿 母 エイシンミュー 母母 エイシンブライドル 6戦2勝 賞金 32，846，000円
〔発走状況〕 メイショウミハル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タガノアスワド号の騎手国分恭介は，決勝線手前から入線後の御法（外側に斜行し入線後に他馬と接触した）について戒

告。
〔調教再審査〕 メイショウミハル号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ジャストザマリン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジャストザマリン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年9月5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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 シグルーン号・ビレッジソング号
※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。



23035 8月5日 晴 良 （29札幌1）第3日 第11競走 ��
��2，600�札幌日経オープン

発走15時25分 （芝・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，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

78 モンドインテロ 牡5鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋182：40．6 1．7�
44 シルクドリーマー 牡8鹿 56 柴山 雄一 �シルクレーシング 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 474－ 82：40．7� 8．5�
89 ラブラドライト 	8鹿 56 酒井 学吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B504＋12 〃 クビ 7．1�
22 デルマサリーチャン 牝6鹿 54 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 484－ 42：40．8� 36．8�
33 バロンドゥフォール 	7鹿 56 丸山 元気窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472＋ 42：40．9� 42．2�
11 プレストウィック 牡6芦 56 K．ティータン �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 528＋ 42：41．22 7．1	

（香港）

810 ハ ツ ガ ツ オ 牝6鹿 54 丹内 祐次江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 510－ 42：41．3クビ 60．0

77 トウシンモンステラ 牡7黒鹿56 小崎 綾也�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 482－ 42：41．62 60．9�
55 トゥインクル 牡6栗 57 古川 吉洋畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 464＋12 〃 ハナ 7．8
66 ヒラボクディープ 牡7黒鹿57 蛯名 正義�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 516＋ 42：42．13 17．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 55，547，900円 複勝： 75，807，400円 枠連： 18，973，400円
馬連： 145，385，200円 馬単： 75，522，800円 ワイド： 68，423，700円
3連複： 189，397，300円 3連単： 391，830，700円 計： 1，020，888，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 160円 枠 連（4－7） 760円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 300円 �� 230円 �� 720円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 3，930円

票 数

単勝票数 計 555479 的中 � 260692（1番人気）
複勝票数 計 758074 的中 � 314605（1番人気）� 72361（5番人気）� 85095（3番人気）
枠連票数 計 189734 的中 （4－7） 19262（4番人気）
馬連票数 計1453852 的中 �� 156060（4番人気）
馬単票数 計 755228 的中 �� 56865（4番人気）
ワイド票数 計 684237 的中 �� 58365（3番人気）�� 84343（1番人気）�� 20861（10番人気）
3連複票数 計1893973 的中 ��� 114997（5番人気）
3連単票数 計3918307 的中 ��� 72108（10番人気）

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

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―25．6―38．3―51．1―1：03．6―1：16．2―1：29．2―1：41．9―1：53．8―2：05．1―2：16．7―2：28．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モンドインテロ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2015．1．10 中山3着

2012．2．2生 牡5鹿 母 シルクユニバーサル 母母 トロピカルサウンドⅡ 17戦7勝 賞金 171，192，000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。

23036 8月5日 晴 良 （29札幌1）第3日 第12競走 ��
��1，200�H B C 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

北海道放送賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

815� ライトフェアリー 牝5鹿 55 柴山 雄一和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B484－ 81：08．3 7．1�
11 ペイシャフェリシタ 牝4黒鹿55 C．ルメール 北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 480－ 21：08．72	 2．9�
59 ロイヤルメジャー 牝3鹿 52 城戸 義政本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 448－ 2 〃 ハナ 16．9�
814 マイネルエスパス 牡5青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 510－ 61：08．8	 13．9�
58 クラウンアイリス 牝6栗 55 四位 洋文�クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 408± 0 〃 クビ 10．2�
35 シルヴァーコード 牝5芦 55 丸山 元気田上 雅春氏 木村 哲也 新ひだか 岡田スタツド 472－ 21：08．9	 13．7	
34 イ キ オ イ 牡5鹿 57 蛯名 正義西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 442－ 6 〃 アタマ 12．6

713 デスティニーソング 牝3鹿 52 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 420－14 〃 ハナ 6．1�
22 イーグルアモン 牝6鹿 55 木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 B452－ 41：09．0クビ 101．6�
23 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿57 坂井 瑠星宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 474－ 4 〃 クビ 20．7�
46 クリノスイートピー 牝5黒鹿55 小崎 綾也栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 446＋ 4 〃 ハナ 22．2�
611 ドゥモワゼル 牝3鹿 52 勝浦 正樹小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 452＋ 4 〃 アタマ 38．9�
610 イ ア ペ ト ス 牡5鹿 57 古川 吉洋ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 480－101：09．1クビ 104．2�
47 レッドカーペット 牡4栗 57 池添 謙一 �泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 516－141：09．52	 24．6�
712 ビービーサレンダー 牡4鹿 57 藤岡 佑介坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 500＋ 21：10．67 20．3�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，794，500円 複勝： 63，349，100円 枠連： 27，474，800円
馬連： 101，179，500円 馬単： 43，839，300円 ワイド： 63，243，500円
3連複： 153，384，900円 3連単： 187，007，200円 計： 681，272，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 250円 � 160円 � 410円 枠 連（1－8） 850円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 3，000円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，870円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 5，640円 3 連 単 ��� 32，350円

票 数

単勝票数 計 417945 的中 � 46567（3番人気）
複勝票数 計 633491 的中 � 63739（3番人気）� 129031（1番人気）� 32393（8番人気）
枠連票数 計 274748 的中 （1－8） 24780（3番人気）
馬連票数 計1011795 的中 �� 67996（2番人気）
馬単票数 計 438393 的中 �� 10945（6番人気）
ワイド票数 計 632435 的中 �� 31318（2番人気）�� 8321（23番人気）�� 14708（9番人気）
3連複票数 計1533849 的中 ��� 20372（10番人気）
3連単票数 計1870072 的中 ��� 4191（62番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．1―11．3―11．1―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．2―45．5―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ライトフェアリー �
�
父 サムライハート �

�
母父 アルカセット

2012．4．9生 牝5鹿 母 フラワーフェアリー 母母 フリーフォーギブン 13戦3勝 賞金 49，376，000円
地方デビュー 2015．8．5 船橋 ［他本会外：1戦0勝］



（29札幌1）第3日 8月5日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 155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
厩務員出走奨励金

198，050，000円
6，330，000円
16，140，000円
1，330，000円
21，440，000円
62，966，000円
4，030，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
325，550，600円
489，101，600円
133，848，200円
628，772，400円
331，057，400円
383，598，000円
855，667，400円
1，350，061，500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 4，497，657，100円

総入場人員 10，733名 （有料入場人員 9，348名）
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