
24001 8月19日 晴 良 （29札幌2）第1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

22 ディバインブリーズ 牡2黒鹿54 J．モレイラ杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B486－ 21：51．7 1．4�
（香港）

11 ネ ル 牡2黒鹿54 内田 博幸ユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 480＋ 21：51．91 5．2�
33 クリノカポネ 牡2鹿 54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452－ 41：52．53� 118．0�
44 ヒデノトパーズ 牝2黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也大石 秀夫氏 庄野 靖志 浦河 グラストレーニ
ングセンター 436± 01：52．6� 132．6�

66 ハピネスメーカー 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 422± 01：53．02� 11．4�

55 ラベンデュラン 牡2鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 430＋ 81：53．63� 17．9	
77 パワースピネル 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 増本牧場 432＋ 21：54．13 7．2

88 ソングオブローラン 牡2鹿 54 黛 弘人 �コスモヴューファーム 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 508＋ 21：54．42 44．7�
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売 得 金
単勝： 20，595，300円 複勝： 65，246，700円 枠連： 発売なし
馬連： 30，102，100円 馬単： 23，054，400円 ワイド： 19，332，400円
3連複： 35，416，900円 3連単： 95，895，300円 計： 289，643，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 100円 � 120円 � 860円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 320円

ワ イ ド �� 130円 �� 1，490円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 3，830円 3 連 単 ��� 7，980円

票 数

単勝票数 計 205953 的中 � 117356（1番人気）
複勝票数 計 652467 的中 � 526529（1番人気）� 46302（2番人気）� 2620（7番人気）
馬連票数 計 301021 的中 �� 94193（1番人気）
馬単票数 計 230544 的中 �� 53152（1番人気）
ワイド票数 計 193324 的中 �� 60493（1番人気）�� 2351（14番人気）�� 1431（18番人気）
3連複票数 計 354169 的中 ��� 6924（11番人気）
3連単票数 計 958953 的中 ��� 8707（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―37．0―50．0―1：02．0―1：14．3―1：26．8―1：39．5

コーナー
通過順位

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

2
4
6（2，8）（4，7）1－5，3
5（6，8）2，1（7，4）3

勝馬の
紹 介

ディバインブリーズ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 More Than Ready デビュー 2017．6．3 阪神3着

2015．5．3生 牡2黒鹿 母 スズカモンスーン 母母 ファッションアンドスタイル 5戦1勝 賞金 12，800，000円
〔制裁〕 ネル号の騎手内田博幸は，調整ルームへの入室が遅れたことについて戒告。
※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。

24002 8月19日 晴 良 （29札幌2）第1日 第2競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走10時20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
1：09．5
1：07．8

良
良

11 リンシャンカイホウ 牡2鹿 54 松田 大作�KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ
ファーム 436－ 41：10．1 2．8�

89 キングキングキング 牡2黒鹿54 蛯名 正義嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 460＋ 61：10．63 3．4�
77 ディアジラソル 牝2鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 土田農場 422＋ 21：11．23� 27．6�
22 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 432＋ 81：11．3� 2．6�
44 スギノアルテミス 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 412± 0 〃 アタマ 15．1�
88 パ ス ポ ー ト 牝2黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹	ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 430＋ 21：11．51� 28．5

66 クリノモリゾ 牝2鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 420－ 21：11．7� 113．0�
55 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 418－ 81：11．91� 65．3�

33 ビジョナデシコ 牝2鹿 54 中井 裕二谷 賢臣氏 中野 栄治 新ひだか 矢野牧場 426－ 41：14．1大差 137．2
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売 得 金
単勝： 15，898，500円 複勝： 19，354，900円 枠連： 4，871，700円
馬連： 24，116，000円 馬単： 17，295，400円 ワイド： 14，255，200円
3連複： 36，636，100円 3連単： 66，460，100円 計： 198，887，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 270円 枠 連（1－8） 380円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 240円 �� 690円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，950円 3 連 単 ��� 4，950円

票 数

単勝票数 計 158985 的中 � 46435（2番人気）
複勝票数 計 193549 的中 � 55275（2番人気）� 36527（3番人気）� 12456（4番人気）
枠連票数 計 48717 的中 （1－8） 9933（2番人気）
馬連票数 計 241160 的中 �� 41571（3番人気）
馬単票数 計 172954 的中 �� 18564（2番人気）
ワイド票数 計 142552 的中 �� 17542（3番人気）�� 4769（10番人気）�� 5680（8番人気）
3連複票数 計 366361 的中 ��� 14067（7番人気）
3連単票数 計 664601 的中 ��� 9717（13番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．4―11．5―11．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．7―46．2―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．4
3 1（8，9）（6，7，4）（2，5）3 4 1，9，8，7－（6，4）2，5，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

リンシャンカイホウ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Theatrical デビュー 2017．6．18 東京2着

2015．4．26生 牡2鹿 母 トリプルアクト 母母 Multiply 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔その他〕 ビジョナデシコ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ビジョナデシコ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年9月19日まで出走できない。

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２回 札幌競馬 第１日



24003 8月19日 晴 良 （29札幌2）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 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
1：40．9
1：40．9

重
重

57 ペイシャオブワキア 牝3鹿 54 J．モレイラ北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 456＋ 21：45．4 4．7�
（香港）

610 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 522＋ 2 〃 クビ 2．2�
813 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 462－ 81：46．78 59．5�
711 サウンドベティ 牝3鹿 54 勝浦 正樹増田 雄一氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 B426－ 41：46．91� 11．2�
712 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 444＋ 6 〃 ハナ 9．1�
22 シェリーカスク 牝3鹿 54 C．ルメール 水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 418＋ 4 〃 クビ 5．7	
58 キーポップス 牝3青鹿54 原田 和真北前孔一郎氏 池上 昌弘 新冠 中本牧場 490± 01：47．53� 209．3

45 エアセリーナ 牝3栗 54 福永 祐一 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 470＋ 21：48．13� 26．4�
11 ピンクスター 牝3鹿 54 菱田 裕二チームユッキレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B456± 0 〃 クビ 25．6�
46 ト コ シ エ 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 510＋ 61：48．2クビ 96．5
33 エンパイアスタイル 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史吉田 千津氏 新開 幸一 新冠 村上 欽哉 420－16 〃 ハナ 18．6�
69 サンチャゴボラーレ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹�ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 510＋161：48．3� 295．2�
34 パワーフレーズ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 450＋121：48．72� 146．7�
814 ブリスアンドラック 牝3鹿 54 内田 博幸 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 494－121：49．87 21．9�
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売 得 金
単勝： 22，657，700円 複勝： 36，983，400円 枠連： 8，843，900円
馬連： 37，670，800円 馬単： 19，607，100円 ワイド： 26，584，500円
3連複： 55，783，900円 3連単： 69，108，000円 計： 277，239，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 110円 � 680円 枠 連（5－6） 550円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 290円 �� 2，680円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 19，960円

票 数

単勝票数 計 226577 的中 � 38515（2番人気）
複勝票数 計 369834 的中 � 45864（3番人気）� 131754（1番人気）� 8116（10番人気）
枠連票数 計 88439 的中 （5－6） 12417（2番人気）
馬連票数 計 376708 的中 �� 53537（1番人気）
馬単票数 計 196071 的中 �� 12893（3番人気）
ワイド票数 計 265845 的中 �� 27617（1番人気）�� 2301（28番人気）�� 3478（21番人気）
3連複票数 計 557839 的中 ��� 7156（21番人気）
3連単票数 計 691080 的中 ��� 2509（60番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―12．2―12．4―12．6―12．9―12．4―12．0―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．1―42．5―55．1―1：08．0―1：20．4―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペイシャオブワキア �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2016．12．25 中山4着

2014．4．11生 牝3鹿 母 スズカクエーサー 母母 スズカグレイス 9戦1勝 賞金 12，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 マダムストーリー号・マヤノオラティオ号
※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。

24004 8月19日 晴 良 （29札幌2）第1日 第4競走 ��
��1，000�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
57．5
56．9

良
重

67 ノボミリオンヌ 牝3鹿 54 内田 博幸�LS.M 小野 次郎 浦河 高昭牧場 442－ 2 59．9 13．2�
11 ペイシャデック 牝3鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 472－ 6 〃 ハナ 6．8�
55 クラシカルレディ 牝3黒鹿54 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 新ひだか 幌村牧場 424＋ 2 〃 クビ 41．5�
710 オシノイッテ 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 444－ 41：00．0クビ 10．9�
22 タイセイブリット 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 アラキフアーム 464＋ 41：00．21� 5．9�
44 サンシャーロット 牝3栗 54

51 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 444－10 〃 クビ 30．0	
68 アラタマクリスエス 牝3鹿 54 中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 432＋101：00．3� 80．7

811 パルクリール 牝3黒鹿54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 21：00．4クビ 27．8�
812 カゼノアスリート 牡3栗 56

55 ☆井上 敏樹深井 孟氏 中舘 英二 新ひだか 株式会社U・M・A 406－ 81：00．5� 40．3�
79 ノヴァルーナ 牝3鹿 54 J．モレイラ林 正道氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458－ 41：00．6� 2．2
（香港）

33 ハクサンステラ 牝3鹿 54 横山 和生河﨑 五市氏 古賀 史生 浦河 谷口牧場 B422＋ 81：00．8� 117．3�
56 コウセイキャサリン 牝3黒鹿54 小島 太一杉安浩一郎氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー

クスタツド 430± 01：01．01	 5．3�
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売 得 金
単勝： 23，255，200円 複勝： 28，583，900円 枠連： 7，126，200円
馬連： 32，937，200円 馬単： 19，846，400円 ワイド： 24，458，900円
3連複： 44，187，500円 3連単： 65，356，200円 計： 245，751，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 350円 � 270円 � 1，020円 枠 連（1－6） 3，840円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 11，400円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 4，940円 �� 4，190円

3 連 複 ��� 44，780円 3 連 単 ��� 236，910円

票 数

単勝票数 計 232552 的中 � 14053（6番人気）
複勝票数 計 285839 的中 � 22020（6番人気）� 31148（4番人気）� 6364（10番人気）
枠連票数 計 71262 的中 （1－6） 1435（14番人気）
馬連票数 計 329372 的中 �� 5757（16番人気）
馬単票数 計 198464 的中 �� 1305（36番人気）
ワイド票数 計 244589 的中 �� 4656（14番人気）�� 1259（41番人気）�� 1488（34番人気）
3連複票数 計 441875 的中 ��� 740（103番人気）
3連単票数 計 653562 的中 ��� 200（541番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．1―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．8―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ノボミリオンヌ �
�
父 ノボジャック �

�
母父 Dayjur デビュー 2016．8．6 札幌10着

2014．5．4生 牝3鹿 母 ライズキッス 母母 Take Lady Anne 14戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 マイアミトロピカル号
※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。



24005 8月19日 晴 良 （29札幌2）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
1：29．1
1：29．1

良
良

45 ダノングレース 牝2鹿 54 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 422 ―1：30．5 4．0�
58 ミカリーニョ 牝2黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 428 ― 〃 クビ 2．8�
57 ドラゴンハート 牡2栗 54

53 ☆木幡 初也スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 444 ―1：31．03 33．3�
813 イルーシヴグレイス 牝2鹿 54 J．モレイラ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 406 ―1：31．21� 6．1�

（香港）

610 トーセンクリーガー 牡2栗 54 横山 和生島川 	哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 464 ― 〃 ハナ 76．0


711 ジュリーハーツ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介林 正道氏 池上 昌和 浦河 �川 啓一 474 ―1：31．41� 44．8�
69 トラヴィアータ 牝2栗 54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 514 ―1：31．61� 4．4�
33 グランエクシト 牡2黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹迎 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飯岡牧場 458 ―1：32．02� 164．3
（メガチャンス）

34 メイショウアドリア 牡2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 474 ―1：32．42� 34．0�
46 フェアリーソング 牝2鹿 54 菱田 裕二髙橋 正雄氏 加藤 征弘 むかわ 市川牧場 422 ―1：32．61� 102．8�
22 ネオブラスト 牡2黒鹿54 内田 博幸杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 430 ―1：32．7クビ 17．8�
814 ミ テ ル テ 牝2鹿 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 日高 モリナガファーム 450 ―1：33．33� 222．2�
11 ドナジェイダ 牝2青鹿 54

51 ▲横山 武史小川眞査雄氏 作田 誠二 新ひだか 下屋敷牧場 402 ―1：33．51� 71．4�
712 タオルデスカーフ 牝2鹿 54 藤岡 康太山際 辰夫氏 大竹 正博 日高 山際 辰夫 470 ―1：33．6� 38．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，073，700円 複勝： 33，548，900円 枠連： 9，185，700円
馬連： 39，440，500円 馬単： 22，481，100円 ワイド： 26，893，400円
3連複： 48，457，700円 3連単： 67，543，700円 計： 278，624，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 130円 � 510円 枠 連（4－5） 600円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，550円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 17，630円

票 数

単勝票数 計 310737 的中 � 63973（2番人気）
複勝票数 計 335489 的中 � 65911（2番人気）� 84802（1番人気）� 10615（8番人気）
枠連票数 計 91857 的中 （4－5） 11853（1番人気）
馬連票数 計 394405 的中 �� 52626（1番人気）
馬単票数 計 224811 的中 �� 11956（4番人気）
ワイド票数 計 268934 的中 �� 29634（1番人気）�� 4035（17番人気）�� 4273（15番人気）
3連複票数 計 484577 的中 ��� 8772（9番人気）
3連単票数 計 675437 的中 ��� 2777（44番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―11．8―12．1―12．1―12．4―12．1―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．2―30．0―42．1―54．2―1：06．6―1：18．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノングレース �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Oratorio 初出走

2015．1．6生 牝2鹿 母 チェリーコレクト 母母 Holy Moon 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ドラゴンハート号の騎手木幡初也は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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 フレネシー号
※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。

24006 8月19日 晴 良 （29札幌2）第1日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走12時40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
1：40．9
1：40．9

重
重

46 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 B474－ 61：45．9 4．2�

45 ワールドヴィジョン 牡3鹿 56 J．モレイラ河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 多田 善弘 486－ 21：46．75 2．7�
（香港）

34 ニシノリヒト 牡3鹿 56
53 ▲横山 武史西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 436＋ 21：47．55 10．2�

57 クリスタルバブルス 牡3黒鹿56 内田 博幸 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B452＋ 21：47．71 14．5�
814 シ ロ イ バ ラ 牡3栗 56 勝浦 正樹	和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 482＋ 91：47．91� 112．4

610 ミ カ ー ド 牡3芦 56 中井 裕二嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 454－ 61：48．32� 18．1�
813 シャーロック 牡3鹿 56 池添 謙一薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 456＋ 2 〃 ハナ 3．1�
33 パ ム ッ カ レ 牡3栗 56 丹内 祐次 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B456－ 41：48．5� 30．3
711 クモノカヨイジ 牡3栗 56

55 ☆城戸 義政江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 444＋ 21：48．92� 118．4�
69 リーゼントシャルフ 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 472± 01：49．21� 151．2�
11 ダイワアジール 牡3栗 56

55 ☆井上 敏樹大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 468－ 6 〃 クビ 393．4�
712 タイキリアリティ 牡3芦 56 松田 大作	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 476＋ 2 〃 アタマ 324．6�
58 ベイローレル 牡3栗 56 菱田 裕二杉山 一穂氏 高橋 義忠 浦河 三嶋牧場 462－141：49．94 68．6�
22 キャノンショット 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也 	キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 574± 01：50．54 35．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，835，300円 複勝： 24，661，600円 枠連： 9，512，200円
馬連： 33，701，900円 馬単： 17，662，900円 ワイド： 22，106，600円
3連複： 44，967，500円 3連単： 63，522，400円 計： 237，970，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 120円 � 140円 枠 連（4－4） 520円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 260円 �� 510円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 5，720円

票 数

単勝票数 計 218353 的中 � 41522（3番人気）
複勝票数 計 246616 的中 � 39599（3番人気）� 66427（1番人気）� 39192（4番人気）
枠連票数 計 95122 的中 （4－4） 14043（2番人気）
馬連票数 計 337019 的中 �� 54832（1番人気）
馬単票数 計 176629 的中 �� 11551（3番人気）
ワイド票数 計 221066 的中 �� 23883（2番人気）�� 10188（6番人気）�� 13392（4番人気）
3連複票数 計 449675 的中 ��� 24242（3番人気）
3連単票数 計 635224 的中 ��� 8038（9番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―11．9―12．1―12．3―12．2―12．5―12．7―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．1―42．2―54．5―1：06．7―1：19．2―1：31．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．2
1
3
・（6，8）（10，13）（4，5，12）9，3（7，11）1，14－2
6－（4，10）（8，5，13）－（9，12）－（3，11）14－7－1，2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フュージョンロック �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Kornado デビュー 2016．6．12 東京3着

2014．2．2生 牡3栗 母 シ ャ ピ ー ラ 母母 Semplice 6戦1勝 賞金 9，300，000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。
（非当選馬） 2頭 トウケイホクト号・ビバジャンティ号
（非抽選馬） 1頭 タイキブリジャール号
※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。



24007 8月19日 晴 良 （29札幌2）第1日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時10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
1：58．6
1：56．1

良
良

611 リリックドラマ 牝3鹿 54 国分 恭介 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444－ 82：03．4 4．9�

47 シンボリブーケ 牝3鹿 54 蛯名 正義シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 470－ 82：03．82� 7．0�
23 キ ク ノ デ ア 牝3青鹿 54

51 ▲横山 武史菊池 五郎氏 松田 国英 新ひだか 矢野牧場 416＋10 〃 アタマ 27．8�
816 パルフェクォーツ 牡3栗 56 C．ルメール �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 530± 02：04．01� 1．9�
36 カパルチャルシュ 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 452＋ 2 〃 ハナ 185．1�
35 エスコフィオン 牝3鹿 54 J．モレイラ吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 414＋ 6 〃 アタマ 3．9	

（香港）

713 ナリタトップスター 牝3黒鹿54 福永 祐一
オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 400＋ 22：04．21� 36．3�
815 スキッピングハート 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 上原 博之 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 22：04．3� 173．4�

510 ロ ザ ン ジ ェ 牡3青鹿56 内田 博幸西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 462＋142：04．62 89．5
48 マックスハート 牡3栗 56

55 ☆城戸 義政スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 平野牧場 432＋ 82：04．81 62．5�
714 トーアツキヒカリ 牡3鹿 56 横山 和生高山ランド
 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 466＋102：04．9� 422．4�
612 エ ミ ー リ オ 牡3鹿 56 丸山 元気加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 500＋202：05．0	 53．0�
24 マスカルポーネ 牝3鹿 54 勝浦 正樹古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 富田牧場 452－122：05．1クビ 348．3�
12 リードアゲン 牡3栗 56 菱田 裕二浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 480＋ 42：05．31� 276．1�
11 カフジリバー 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 486－122：05．4クビ 198．8�

59 モズアムール 牝3鹿 54
53 ☆坂井 瑠星 
キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 B454＋162：05．5� 243．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，823，500円 複勝： 39，989，200円 枠連： 10，371，300円
馬連： 38，914，000円 馬単： 21，777，800円 ワイド： 25，640，100円
3連複： 52，236，200円 3連単： 79，794，100円 計： 295，546，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 250円 � 260円 � 740円 枠 連（4－6） 1，590円

馬 連 �� 1，680円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 510円 �� 2，550円 �� 2，570円

3 連 複 ��� 15，920円 3 連 単 ��� 64，560円

票 数

単勝票数 計 268235 的中 � 43038（3番人気）
複勝票数 計 399892 的中 � 45062（3番人気）� 43348（4番人気）� 12078（6番人気）
枠連票数 計 103713 的中 （4－6） 5036（7番人気）
馬連票数 計 389140 的中 �� 17945（6番人気）
馬単票数 計 217778 的中 �� 5402（12番人気）
ワイド票数 計 256401 的中 �� 14018（6番人気）�� 2473（21番人気）�� 2457（22番人気）
3連複票数 計 522362 的中 ��� 2460（39番人気）
3連単票数 計 797941 的中 ��� 896（152番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―36．7―49．4―1：01．9―1：14．4―1：26．8―1：38．8―1：50．8

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

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

勝馬の
紹 介

リリックドラマ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．26 京都6着

2014．5．7生 牝3鹿 母 ヴェルヴェットクイーン 母母 Velvet Moon 8戦1勝 賞金 10，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サウスシュネル号・ハクシュカッサイ号
※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。

24008 8月19日 晴 良 （29札幌2）第1日 第8競走 ��
��2，400�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

811 スズカロング 牡3鹿 54 J．モレイラ永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 474＋ 22：33．8 2．2�
（香港）

68 サイドチェンジ 牡3黒鹿54 丹内 祐次大塚 亮一氏 高橋 義忠 新ひだか 平野牧場 B498＋ 42：34．75 21．4�
67 レッドゼノン 牡3黒鹿54 太宰 啓介 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B458＋ 62：34．9� 6．2�
710 ブランニューカップ 牝3青鹿52 内田 博幸吉田 千津氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 434－ 4 〃 クビ 17．3�
22 セイカエドミザカ 牡4栗 57 C．ルメール 久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 482－102：35．11	 3．6�
56 
 ホワイトドラゴン 牡3白 54 藤岡 康太窪田 康志氏 �島 一歩 米 Patchen Wilkes

Farm, LLC 510＋ 62：35．2クビ 7．2	
812 スズカガルチ 牡3栗 54

53 ☆城戸 義政永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B508± 0 〃 クビ 34．5

44 サンレイフローラ 牝7鹿 55

54 ☆井上 敏樹永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B456－ 22：35．51� 88．0�
55 トウカイハッピー 牡4鹿 57

56 ☆小崎 綾也内村 正則氏 野中 賢二 新ひだか 佐藤 陽一 492＋ 22：36．45 87．5�
11 シ ナ ジ ー 牝3青鹿 52

51 ☆木幡 初也 フジワラ・ファーム 相沢 郁 新ひだか フジワラフアーム 450－ 22：36．93 119．2�
33 ダンツブロケード 牝3栗 52 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 482＋ 22：37．75 22．2�
79 ディーエスアクシス 牡3芦 54 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B494＋ 42：38．55 53．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，707，200円 複勝： 29，817，800円 枠連： 8，920，500円
馬連： 37，804，000円 馬単： 22，452，500円 ワイド： 24，315，800円
3連複： 51，666，900円 3連単： 82，488，500円 計： 281，173，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 400円 � 180円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，170円

ワ イ ド �� 870円 �� 300円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 17，560円

票 数

単勝票数 計 237072 的中 � 85705（1番人気）
複勝票数 計 298178 的中 � 99798（1番人気）� 12227（7番人気）� 38003（3番人気）
枠連票数 計 89205 的中 （6－8） 13373（2番人気）
馬連票数 計 378040 的中 �� 13348（8番人気）
馬単票数 計 224525 的中 �� 5304（11番人気）
ワイド票数 計 243158 的中 �� 6802（10番人気）�� 23678（2番人気）�� 3118（21番人気）
3連複票数 計 516669 的中 ��� 10546（12番人気）
3連単票数 計 824885 的中 ��� 3405（50番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．2―37．7―50．4―1：03．2―1：16．4―1：29．2―1：41．9―1：54．6―2：07．4―2：20．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F51．9―3F39．2
1
�
・（2，8）（11，10）－（3，6）（4，9）12－（1，7）－5・（2，8）（11，10）－6（4，12，7）3－9，1，5

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

勝馬の
紹 介

スズカロング �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．6．26 阪神10着

2014．5．4生 牡3鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 13戦2勝 賞金 20，650，000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。



24009 8月19日 晴 良 （29札幌2）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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：40．9
1：40．9

重
重

610 タガノアニード 牝3黒鹿 52
49 ▲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 B472＋ 21：46．2 4．0�
57 ゼロカラノキセキ 牝4鹿 55 J．モレイラ広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 480± 01：46．52 3．7�

（香港）

813 ダンツチェック 牝4鹿 55 藤岡 佑介山元 哲二氏 山内 研二 新冠 中本 隆志 506± 01：46．71 3．6�
69 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 456＋ 81：47．02 28．1�
45 アルマレイモミ 牝4鹿 55 福永 祐一コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 452－ 2 〃 クビ 8．5�
58 � アートオブダムール 牝3鹿 52

51 ☆城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 444± 01：47．53 267．5	
34 ショーカノン 牝3鹿 52 藤岡 康太吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム B500± 0 〃 アタマ 16．2

712 ノーフェイト 牝5栗 55 丹内 祐次ディアレストクラブ� 栗田 徹 浦河 小島牧場 470－ 21：47．7� 231．6�
711� ペンタプリズム 牝5青鹿 55

54 ☆木幡 初也吉川 朋宏氏 堀井 雅広 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 ハナ 80．6�
46 エンドレスコール 牝3黒鹿52 菱田 裕二 キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476＋161：47．8� 18．8�
33 トミケンチャダル 牝5鹿 55 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田 正道 新ひだか 服部 牧場 502± 01：48．01	 24．0�
11 � ゴールデンティアラ 牝4栗 55 丸山 元気菅原 広隆氏 土田 稔 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 41：48．21 36．9�
22 キタノユーリン 牝3鹿 52 古川 吉洋北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 472± 01：48．3� 10．0�
814 マ ー ヤ 牝4鹿 55

54 ☆坂井 瑠星中田 和宏氏 小笠 倫弘 平取 船越 伸也 474＋161：48．93� 153．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，483，700円 複勝： 37，645，300円 枠連： 11，825，200円
馬連： 47，786，000円 馬単： 24，255，000円 ワイド： 32，119，300円
3連複： 63，593，800円 3連単： 93，313，100円 計： 336，021，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 140円 � 120円 枠 連（5－6） 780円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 340円 �� 260円 �� 250円

3 連 複 ��� 860円 3 連 単 ��� 4，900円

票 数

単勝票数 計 254837 的中 � 50287（3番人気）
複勝票数 計 376453 的中 � 70663（2番人気）� 64792（3番人気）� 84641（1番人気）
枠連票数 計 118252 的中 （5－6） 11692（3番人気）
馬連票数 計 477860 的中 �� 42611（3番人気）
馬単票数 計 242550 的中 �� 11329（5番人気）
ワイド票数 計 321193 的中 �� 22878（3番人気）�� 31693（2番人気）�� 33309（1番人気）
3連複票数 計 635938 的中 ��� 55032（1番人気）
3連単票数 計 933131 的中 ��� 13787（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．4―42．7―54．8―1：07．1―1：20．0―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．1
1
3

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

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 10戦2勝 賞金 21，050，000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。

24010 8月19日 晴 良 （29札幌2）第1日 第10競走 ��
��1，800�

ふ ら の

富 良 野 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

34 � ミスズダンディー 牡5鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 472－ 21：48．9 48．2�
33 クィーンズベスト 牝4鹿 55 J．モレイラ林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 508＋ 8 〃 クビ 1．7�

（香港）

712 スパイクナード 牝3黒鹿52 藤岡 康太前田 幸治氏 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 436＋ 61：49．0クビ 11．0�

69 プレイヤーサムソン 牡4鹿 57 四位 洋文嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 470＋ 8 〃 ハナ 29．7�
711	 フローラデマリポサ 牝3鹿 50 内田 博幸吉田 和美氏 堀 宣行 豪 Cressfield 472－ 21：49．1
 5．5�
45 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 442＋ 41：49．2
 40．8	
11 ロ ラ イ マ �4鹿 57 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 444± 0 〃 アタマ 4．3

57 ユノディエール 牡3鹿 54 池添 謙一�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 438－ 41：50．05 68．9�
46 マイネルサグラ 牡4栗 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム 484＋ 2 〃 クビ 202．3
610 ゼニステレスコープ 牡3鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 430－ 6 〃 アタマ 25．3�
58 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 450＋ 21：50．31� 41．2�
814 ティアドーロ 牝3芦 52 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 470－ 21：50．4
 110．4�
22 メイショウアンカー �4黒鹿57 小島 太一松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 498－ 81：50．71
 228．8�
813 ス ピ リ ア 牝3鹿 52 田野 豊三�アクティブ 川島 洋人 日高 株式会社カ

ネツ牧場 470＋ 21：51．87 322．1�
（北海道） （北海道）

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，985，800円 複勝： 87，580，700円 枠連： 17，624，600円
馬連： 67，724，800円 馬単： 41，480，100円 ワイド： 43，080，500円
3連複： 103，647，800円 3連単： 172，291，200円 計： 572，415，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，820円 複 勝 � 520円 � 110円 � 200円 枠 連（3－3） 3，330円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 9，990円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 3，000円 �� 300円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 78，360円

票 数

単勝票数 計 389858 的中 � 6464（9番人気）
複勝票数 計 875807 的中 � 14736（7番人気）� 560302（1番人気）� 52200（4番人気）
枠連票数 計 176246 的中 （3－3） 4100（10番人気）
馬連票数 計 677248 的中 �� 15199（11番人気）
馬単票数 計 414801 的中 �� 3112（24番人気）
ワイド票数 計 430805 的中 �� 10381（9番人気）�� 3301（29番人気）�� 42719（3番人気）
3連複票数 計1036478 的中 ��� 11320（21番人気）
3連単票数 計1722912 的中 ��� 1594（193番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．1―11．7―11．5―11．6―12．4―12．4―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．3―48．0―59．5―1：11．1―1：23．5―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．8
1
3
2，3，6（1，5，10，11）（4，9）7－（8，12）14－13
2（3，11）1，6（5，10）4，9，7（8，12）－14＝13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ミスズダンディー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 サツカーボーイ

2012．2．13生 牡5鹿 母 ティコティコタック 母母 ワンアイドバンブー 24戦1勝 賞金 28，067，000円
初出走 JRA

※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



24011 8月19日 晴 良 （29札幌2）第1日 第11競走 ��
��2，600�札幌日刊スポーツ杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．8．20以降29．8．13まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道日刊スポーツ新聞社賞（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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

57 � リ ッ ジ マ ン 牡4鹿 55 蛯名 正義�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 448＋ 62：40．9 9．0�
610 ウインヴォラーレ 牡4黒鹿57 C．ルメール�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 42：41．21� 5．5�
814 アドマイヤウイナー 牡3黒鹿54 J．モレイラ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：41．3	 2．7�

（香港）

22 レジェンドセラー 牡3鹿 53 内田 博幸�G1レーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 514± 0 〃 クビ 7．6�
813 マイネルヴンシュ 牡3鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 446－102：41．72	 16．2	
58 タケルラムセス 牡5鹿 54 勝浦 正樹森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 480－ 82：42．33	 27．7

33 メイショウガーデン 牝4黒鹿53 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 522＋ 2 〃 クビ 9．9�
69 ロードアルバータ 牡3青鹿53 池添 謙一 �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 452－ 42：42．4クビ 6．1�
11 � ケージーキンカメ 牡6黒鹿54 太宰 啓介岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 480＋ 82：43．03	 52．1
712 ダノンアローダ 牡4鹿 57 藤岡 康太�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 532－ 42：44．17 32．6�
45 サブライムカイザー 牡5鹿 56 藤岡 佑介 �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 498± 02：44．2クビ 24．1�
34 
 ヌ ー ナ 牝5黒鹿50 原田 和真岡田 牧雄氏 小島 茂之 米

Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

534－ 42：45．79 249．8�
711� レイトライザー 牡7黒鹿54 丸山 元気中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 476± 02：45．8	 172．5�
46 � ラルプデュエズ 牡7黒鹿53 坂井 瑠星吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 498± 02：46．33 223．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 66，957，700円 複勝： 104，000，700円 枠連： 43，713，100円
馬連： 193，364，100円 馬単： 79，160，400円 ワイド： 97，640，800円
3連複： 288，563，100円 3連単： 396，944，400円 計： 1，270，344，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 190円 � 150円 � 130円 枠 連（5－6） 850円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 4，880円

ワ イ ド �� 560円 �� 500円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 16，070円

票 数

単勝票数 計 669577 的中 � 58933（5番人気）
複勝票数 計1040007 的中 � 110377（4番人気）� 175613（2番人気）� 260207（1番人気）
枠連票数 計 437131 的中 （5－6） 39672（2番人気）
馬連票数 計1933641 的中 �� 77360（6番人気）
馬単票数 計 791604 的中 �� 12161（20番人気）
ワイド票数 計 976408 的中 �� 42473（5番人気）�� 48375（4番人気）�� 85921（1番人気）
3連複票数 計2885631 的中 ��� 102534（3番人気）
3連単票数 計3969444 的中 ��� 17898（32番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．7―12．8―12．4―12．8―12．5―12．2―12．0―12．1―12．4―12．1―12．4

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�
12．8―24．5―37．2―50．0―1：02．4―1：15．2―1：27．7―1：39．9―1：51．9―2：04．0―2：16．4―2：28．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．0―3F36．9
1
�
12－（5，6）（10，3）－（1，4，13）9（2，14，7）8－11
12（5，6，3）（10，13）（9，7）（1，14）2－（4，8）＝11

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

勝馬の
紹 介

�リ ッ ジ マ ン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Caerleon （3戦0勝 賞金 5，262，000円）

2013．5．25生 牡4鹿 母 アドマイヤモンロー 母母 Steady 12戦3勝 賞金 43，647，000円
地方デビュー 2015．6．25 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラルプデュエズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月19日まで平地
競走に出走できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スズカヴァンガード号・ワイルドダンサー号
（非抽選馬） 3頭 エリモジパング号・オリエントワークス号・プティットクルール号
※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。

24012 8月19日 晴 良 （29札幌2）第1日 第12競走 ��1，500�
い し か り

石 狩 特 別
発走16時05分 （芝・右）

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

本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．4
1：27．4

良
良

46 スターオブペルシャ �4栗 57 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502－ 21：29．2 3．2�
610 キングリッド 牡3鹿 54 丸山 元気吉田 安惠氏 池上 昌弘 安平 追分ファーム 448＋ 81：29．62� 7．6�
22 � キタアルプス 牡3栗 54 井上 幹太�橋 一美氏 山中 静治 様似 様似堀牧場 460＋ 61：29．7クビ 17．1�

（北海道） （北海道）

34 サフランハート 牡4鹿 57 福永 祐一海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 452＋ 4 〃 アタマ 2．7�
33 コスモスピード 牡3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 登別 青藍牧場 B438－ 81：30．23 11．2	
813 ハーツブライト 牝3黒鹿52 勝浦 正樹伊東 純一氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 498＋141：30．51	 113．2

57 
 ビッグランチ 牡4栗 57 池添 謙一 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 470＋ 8 〃 ハナ 33．4�
814 ラントシャフト 牝3栗 52 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 41：30．6クビ 206．2
11 ブロウユアマインド �5鹿 57 小崎 綾也 �シルクレーシング 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 452＋ 21：30．7� 224．5�
58 サトノオニキス 牝4黒鹿55 坂井 瑠星里見 治氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 428± 0 〃 アタマ 17．3�
45 ゲイルバローズ 牡3鹿 54 J．モレイラ猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 442＋ 61：30．8� 5．6�

（香港）

712 リトルプリンス 牡3黒鹿54 藤岡 佑介本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 502－ 81：31．01� 255．0�
69 メイショウバーズ 牝4鹿 55 古川 吉洋松本 好�氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 470－ 61：31．42� 199．3�
711� センコーファースト 牡3栗 54 阪野 学門別 善男氏 堂山 芳則 新冠 ビッグレッドファーム B444－ 21：31．82� 82．5�

（北海道） （北海道）

（14頭）

売 得 金
単勝： 47，052，800円 複勝： 60，820，500円 枠連： 23，119，300円
馬連： 95，492，100円 馬単： 46，490，600円 ワイド： 57，212，700円
3連複： 137，951，600円 3連単： 207，043，600円 計： 675，183，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 250円 � 340円 枠 連（4－6） 860円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 600円 �� 690円 �� 1，640円

3 連 複 ��� 5，080円 3 連 単 ��� 17，560円

票 数

単勝票数 計 470528 的中 � 115488（2番人気）
複勝票数 計 608205 的中 � 161697（1番人気）� 53420（5番人気）� 36420（6番人気）
枠連票数 計 231193 的中 （4－6） 20611（2番人気）
馬連票数 計 954921 的中 �� 51757（5番人気）
馬単票数 計 464906 的中 �� 15603（7番人気）
ワイド票数 計 572127 的中 �� 25455（7番人気）�� 21638（9番人気）�� 8489（18番人気）
3連複票数 計1379516 的中 ��� 20345（17番人気）
3連単票数 計2070436 的中 ��� 8545（56番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．6―30．4―42．1―53．7―1：05．5―1：17．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

スターオブペルシャ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2015．6．7 東京4着

2013．3．2生 �4栗 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 16戦3勝 賞金 49，909，000円
〔発走状況〕 ゲイルバローズ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。馬体検査。危険防止のため外枠から発走。発走時刻5分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ゲイルバローズ号は，平成29年8月20日から平成29年9月10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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アオイソラ号・ヒマワリノヤクソク号・ヒルダ号・ルノートル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



（29札幌2）第1日 8月19日（土曜日） 晴 馬場 （芝C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

167，700，000円
6，330，000円
15，720，000円
1，560，000円
18，500，000円
63，159，000円
4，030，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
364，326，400円
568，233，600円
155，113，700円
679，053，500円
355，563，700円
413，640，200円
963，109，000円
1，459，760，600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 4，958，800，700円

総入場人員 13，634名 （有料入場人員 12，225名）
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