
24025 8月26日 晴 稍重 （29札幌2）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

810 ラヴバインド 牝2鹿 54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 468－ 81：01．0 13．8�
33 グランエクシト 牡2黒鹿54 内田 博幸迎 徹氏 高橋 文雅 新ひだか 飯岡牧場 460＋ 2 〃 クビ 33．4�
78 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± 01：01．1クビ 2．0�
22 レベルスリー 牡2栗 54 丸山 元気山口 裕介氏 松永 康利 日高 日西牧場 448＋ 6 〃 ハナ 7．1�
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 432＋ 41：01．31� 12．0	
55 クリノモリゾ 牝2鹿 54 中野 省吾栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 424＋ 41：01．4クビ 29．2


（船橋）

89 ダンツコンフォート 牡2鹿 54 池添 謙一山元 哲二氏 池添 兼雄 日高 三輪 幸子 462－ 41：01．61� 4．3�
11 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 458＋121：01．7� 41．3�
77 ドナキンバリー 牝2栗 54

51 ▲横山 武史小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 442－ 61：01．91 26．4
66 パ ス ポ ー ト 牝2黒鹿54 松岡 正海�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 432＋ 21：02．64 27．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 20，010，100円 複勝： 73，588，200円 枠連： 6，194，300円
馬連： 30，567，500円 馬単： 19，714，200円 ワイド： 22，023，500円
3連複： 42，934，400円 3連単： 74，061，400円 計： 289，093，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，380円 複 勝 � 210円 � 530円 � 110円 枠 連（3－8） 4，750円

馬 連 �� 16，800円 馬 単 �� 35，030円

ワ イ ド �� 3，730円 �� 490円 �� 950円

3 連 複 ��� 7，170円 3 連 単 ��� 96，740円

票 数

単勝票数 計 200101 的中 � 12251（5番人気）
複勝票数 計 735882 的中 � 28690（5番人気）� 8709（8番人気）� 550662（1番人気）
枠連票数 計 61943 的中 （3－8） 1010（14番人気）
馬連票数 計 305675 的中 �� 1410（33番人気）
馬単票数 計 197142 的中 �� 422（63番人気）
ワイド票数 計 220235 的中 �� 1418（35番人気）�� 12377（4番人気）�� 5920（9番人気）
3連複票数 計 429344 的中 ��� 4487（25番人気）
3連単票数 計 740614 的中 ��� 555（233番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．9―12．1―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．7―23．7―35．6―47．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．3
3 2（4，10）1（5，7，9）8－3，6 4 2（4，10）－1（5，7）（8，9）3＝6

勝馬の
紹 介

ラヴバインド �
�
父 ショウナンカンプ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2017．6．17 函館3着

2015．6．1生 牝2鹿 母 ラヴァリーフリッグ 母母 ユウワプリテイー 4戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 クリノモリゾ号の騎手中野省吾は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24026 8月26日 晴 良 （29札幌2）第3日 第2競走 ��1，500�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：29．1
1：29．1

良
良

58 レッドレグナント 牝2鹿 54 J．モレイラ �東京ホースレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：30．3 2．0�
（香港）

34 カシノデジール 牝2鹿 54
51 ▲横山 武史柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 440＋ 21：31．04 107．3�

57 ヤマニンヌヌース 牝2鹿 54 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 424＋ 61：31．31� 14．3�
610 ペイシェンス 牝2栗 54

53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 小笠 倫弘 平取 赤石牧場 466＋ 8 〃 アタマ 174．0�
711 サヤカチャン 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 448＋ 81：31．51� 5．2	
712 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 448－ 21：31．6� 7．0�
33 シホノキラメキ 牝2鹿 54 藤岡 康太村瀬 寛紀氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 420－ 41：31．92 54．0�
69 リ ズ ロ ン 牝2黒鹿54 戸崎 圭太安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 448－101：32．32� 29．6
813 ネオヴォイス 牝2鹿 54 古川 吉洋山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 436＋ 2 〃 クビ 56．1�
45 ココロストライク 牝2栗 54

53 ☆城戸 義政
服部牧場 牧 光二 浦河 フクオカファーム 456＋ 21：32．61� 26．5�
46 マイラティーシャ 牝2鹿 54 福永 祐一 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 434＋ 21：32．7� 12．6�
11 トーセンアスター 牝2黒鹿54 黛 弘人島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 434－141：32．91� 71．1�
22 レディオブザレイク 牝2鹿 54 松岡 正海
ミルファーム 石毛 善彦 新冠 オリエント牧場 450＋ 61：34．28 363．6�
814 エムケイフローラル 牝2青鹿54 藤岡 佑介 
丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 428± 01：34．3クビ 13．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，395，100円 複勝： 39，529，500円 枠連： 12，220，300円
馬連： 35，238，100円 馬単： 19，237，000円 ワイド： 26，423，800円
3連複： 52，084，600円 3連単： 63，978，800円 計： 273，107，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 1，170円 � 340円 枠 連（3－5） 3，140円

馬 連 �� 10，470円 馬 単 �� 12，310円

ワ イ ド �� 3，190円 �� 510円 �� 8，580円

3 連 複 ��� 21，140円 3 連 単 ��� 91，300円

票 数

単勝票数 計 243951 的中 � 99462（1番人気）
複勝票数 計 395295 的中 � 126717（1番人気）� 5807（11番人気）� 24384（6番人気）
枠連票数 計 122203 的中 （3－5） 3016（10番人気）
馬連票数 計 352381 的中 �� 2608（28番人気）
馬単票数 計 192370 的中 �� 1172（37番人気）
ワイド票数 計 264238 的中 �� 2043（32番人気）�� 14684（4番人気）�� 749（57番人気）
3連複票数 計 520846 的中 ��� 1847（61番人気）
3連単票数 計 639788 的中 ��� 508（276番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―17．8―29．2―41．8―54．3―1：06．4―1：17．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

レッドレグナント �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．6．11 東京3着

2015．2．3生 牝2鹿 母 エンプレスティアラ 母母 ゴールドティアラ 2戦1勝 賞金 6，800，000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。

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３日



24027 8月26日 晴 稍重 （29札幌2）第3日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10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
1：40．9
1：40．9

重
重

58 メイショウラクエン 牡3黒鹿 56
55 ☆城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 446－ 21：46．4 119．6�

57 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 460－ 21：46．61� 37．2�

813 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 490＋ 41：46．81� 1．9�
（香港）

711 ガクチカキッズ 牡3黒鹿 56
53 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 464＋ 81：47．0� 3．8�

33 リネンスカッシュ 牝3栗 54 丹内 祐次戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 沖田 博志 482＋101：47．21� 11．6�
22 レッドアランダ 牝3青鹿54 田辺 裕信 	東京ホースレーシング 角居 勝彦 日高 下河辺牧場 402－ 21：48．37 6．7

45 メイクミーハッピー 牡3栗 56 戸崎 圭太大塚 亮一氏 千田 輝彦 新ひだか 橋本牧場 B456＋ 41：48．4クビ 7．9�
712 ブラックシンデレラ 牝3鹿 54 内田 博幸 Him Rock Racing 荒川 義之 浦河 �川 啓一 442＋ 81：49．14 59．8�
610 テイエムキャラバン 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 486＋ 21：49．31� 120．4
814 テイエムセイント 牡3栗 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新ひだか 静内坂本牧場 472＋ 61：49．62 333．6�
34 ヒルノコートドール 牝3青鹿 54

53 ☆坂井 瑠星	ヒルノ 北出 成人 新ひだか 小河 豊水 434－ 21：50．34 235．9�
46 ディアヴイーバル 牡3栗 56 横山 和生ディアレストクラブ	 新開 幸一 浦河 桑田 正己 454＋ 21：50．61� 178．2�
11 ユメノカガヤキ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田ファーム 460＋10 〃 アタマ 46．1�
69 リープスプラウト 牡3栗 56 中野 省吾多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 480－ 2 （競走中止） 39．3�

（船橋）

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，774，900円 複勝： 44，961，200円 枠連： 7，921，200円
馬連： 35，025，800円 馬単： 21，694，600円 ワイド： 23，967，100円
3連複： 43，742，400円 3連単： 68，139，800円 計： 270，227，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 11，960円 複 勝 � 1，830円 � 560円 � 110円 枠 連（5－5） 33，360円

馬 連 �� 63，420円 馬 単 �� 123，260円

ワ イ ド �� 10，710円 �� 2，870円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 38，230円 3 連 単 ��� 504，090円

票 数

単勝票数 計 247749 的中 � 1657（10番人気）
複勝票数 計 449612 的中 � 2956（11番人気）� 10651（7番人気）� 241420（1番人気）
枠連票数 計 79212 的中 （5－5） 184（31番人気）
馬連票数 計 350258 的中 �� 428（57番人気）
馬単票数 計 216946 的中 �� 132（112番人気）
ワイド票数 計 239671 的中 �� 563（51番人気）�� 2138（23番人気）�� 5140（12番人気）
3連複票数 計 437424 的中 ��� 858（77番人気）
3連単票数 計 681398 的中 ��� 98（645番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―11．6―11．8―12．3―12．8―13．4―13．0―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．6―41．4―53．7―1：06．5―1：19．9―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．7―3F39．9
1
3
3，8（1，10）（2，13）11（7，14）9－4，5，6－12
3－8（1，13）10（14，2）11（9，7）5－4－6－12

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

勝馬の
紹 介

メイショウラクエン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．6．25 阪神12着

2014．3．6生 牡3黒鹿 母 ミヤコレッドローズ 母母 ミヤコサンライズ 9戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 リープスプラウト号は，4コーナーで前の馬に触れ，転倒したため競走中止。
〔制裁〕 リープスプラウト号の騎手中野省吾は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について過怠金100，000円。（被害馬：1番・

4番・6番・12番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クールモンスター号・トモノセンス号
※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。

24028 8月26日 晴 良 （29札幌2）第3日 第4競走 ��
��1，500�サラブレッド系3歳

発走11時25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
1：27．4
1：27．4

良
良

813 アイアムビューティ 牝3鹿 54 四位 洋文堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 442＋ 61：29．8 5．1�
56 ヴェリタブル 牝3栗 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 424－ 2 〃 クビ 4．3�

（香港）

69 ラーゴブルー 牝3栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510± 01：29．9� 13．0�
711� ス カ イ フ 牝3鹿 54 内田 博幸吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mr Hubert

Honore 466＋101：30．11	 85．7�
812 ミ ラ ド ー ル 牝3青 54 丹内 祐次水上 行雄氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B442± 01：30．2クビ 42．3�
44 ファヴォーラ 牝3栗 54 戸崎 圭太寺田 寿男氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 460± 0 〃 クビ 9．6	
22 オーロラエンブレム 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 430＋ 41：30．51� 4．8

57 ブラウンローズ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 452＋ 6 〃 クビ 5．6�
33 ピエナトビーズ 牝3青鹿 54

53 ☆城戸 義政本谷 兼三氏 奥村 豊 浦河 岡本牧場 404＋ 61：30．6� 45．2�
11 ピ ン ギ ッ ト 牝3鹿 54 荻野 琢真�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 416＋ 61：30．91
 51．3
45 サツキチャン 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹スリースターズレーシング 西橋 豊治 新ひだか 山際牧場 410－ 21：31．32� 142．4�
710 サウンドラブリー 牝3芦 54 藤岡 康太増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 438± 01：31．61
 5．6�
68 ア カ イ バ ラ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史�和田牧場 和田 正道 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 444＋201：32．13 223．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，267，200円 複勝： 41，728，300円 枠連： 10，320，500円
馬連： 45，901，300円 馬単： 21，914，400円 ワイド： 31，932，200円
3連複： 60，674，100円 3連単： 76，149，700円 計： 315，887，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 200円 � 260円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 640円 �� 840円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 23，910円

票 数

単勝票数 計 272672 的中 � 42179（3番人気）
複勝票数 計 417283 的中 � 74246（1番人気）� 55830（4番人気）� 35611（6番人気）
枠連票数 計 103205 的中 （5－8） 15159（1番人気）
馬連票数 計 459013 的中 �� 24463（6番人気）
馬単票数 計 219144 的中 �� 4920（16番人気）
ワイド票数 計 319322 的中 �� 13211（10番人気）�� 9776（11番人気）�� 6905（18番人気）
3連複票数 計 606741 的中 ��� 9713（19番人気）
3連単票数 計 761497 的中 ��� 2309（89番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．2―29．6―41．6―53．6―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4F48．2―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

アイアムビューティ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．12．24 中山2着

2014．2．19生 牝3鹿 母 アイアムエンジェル 母母 アイアムザウィナー 8戦1勝 賞金 14，800，000円
※出走取消馬 スペランツァ号（疾病〔左前肢跛行〕のため）
※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。



24029 8月26日 晴 稍重 （29札幌2）第3日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走12時15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
1：44．9
1：44．9

稍重
稍重

11 コンダクトレス 牝2黒鹿54 M．デムーロ �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 452 ―1：49．7 5．7�
77 ア ビ ー ム 牝2青鹿54 C．ルメール �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 454 ― 〃 ハナ 3．6�
22 イザベルローズ 牝2栗 54 福永 祐一林 正道氏 栗田 徹 新ひだか 米田牧場 442 ― 〃 ハナ 2．6�
33 ディーズファクター 牝2青鹿54 戸崎 圭太秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458 ―1：50．55 7．9�
44 ド ロ テ ー ア 牝2黒鹿54 A．クラストゥス 吉田 和美氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412 ―1：50．92� 10．5	
（仏）

88 アーススターリング 牝2黒鹿54 勝浦 正樹松山 増男氏 粕谷 昌央 浦河 アイオイファーム 434 ―1：52．17 44．0

89 ハッピーテーラー 牡2鹿 54 内田 博幸中西 浩一氏 黒岩 陽一 青森 マルシチ牧場 502 ―1：52．63 25．8�
55 ペイシャレイズ 牡2芦 54

53 ☆木幡 初也北所 直人氏 本間 忍 様似 林 時春 460 ―1：53．45 104．1�
66 デルママンハッタン 牡2栗 54

53 ☆坂井 瑠星浅沼 廣幸氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 446 ―1：54．46 14．5
（9頭）

売 得 金
単勝： 24，264，000円 複勝： 23，590，200円 枠連： 5，230，100円
馬連： 26，762，200円 馬単： 17，027，900円 ワイド： 16，441，600円
3連複： 34，378，600円 3連単： 63，025，200円 計： 210，719，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 120円 � 120円 枠 連（1－7） 880円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 300円 �� 280円 �� 190円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 3，880円

票 数

単勝票数 計 242640 的中 � 35709（3番人気）
複勝票数 計 235902 的中 � 32152（4番人気）� 53072（1番人気）� 53022（2番人気）
枠連票数 計 52301 的中 （1－7） 4604（3番人気）
馬連票数 計 267622 的中 �� 25819（3番人気）
馬単票数 計 170279 的中 �� 7838（6番人気）
ワイド票数 計 164416 的中 �� 13118（3番人気）�� 14363（2番人気）�� 23888（1番人気）
3連複票数 計 343786 的中 ��� 44062（1番人気）
3連単票数 計 630252 的中 ��� 11762（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―30．8―43．6―56．9―1：09．9―1：23．1―1：36．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コンダクトレス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ジャングルポケット 初出走

2015．1．19生 牝2黒鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 コンダクトレス号の騎手M．デムーロは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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。

24030 8月26日 曇 良 （29札幌2）第3日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時45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

36 ミ ナ ミ 牝3黒鹿54 戸崎 圭太ユアストーリー 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 470± 02：02．7 8．4�
714 オーシャンセブン 牡3鹿 56 藤岡 佑介髙嶋 祐子氏 中内田充正 浦河 有限会社

吉田ファーム 472－ 42：02．8� 5．4�
47 ブリシンガメン 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 446± 02：03．22� 8．3�
35 ラストプライドワン 牡3黒鹿56 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 466± 02：03．51� 24．6�
815 メイプルストロング 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 504＋ 4 〃 クビ 20．7�
59 ビートフォーセール 牝3鹿 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468－ 42：03．6� 36．0	
24 ノルナゲスト 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 468＋ 22：03．7� 29．9

611 フェアリーパウダー 牝3黒鹿54 横山 和生寺田千代乃氏 松永 幹夫 日高 下河辺牧場 472－ 6 〃 ハナ 43．9�
11 ロ キ 牡3黒鹿56 池添 謙一野嶋 祥二氏 松下 武士 浦河 林 孝輝 466＋ 22：03．8クビ 8．3�
48 サトノジーガー 牡3鹿 56 中野 省吾里見 治氏 国枝 栄 日高 下河辺牧場 414＋ 22：04．01� 19．6

（船橋）

816 モダンハート 牝3黒鹿54 M．デムーロ下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 522＋ 62：04．32 4．5�
510 ロイヤルアイザック 牡3栗 56 松田 大作保坂 義貞氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B456＋ 42：04．4クビ 117．9�
612 オーロファイン 牝3黒鹿54 J．モレイラ�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 436＋102：04．61� 4．7�

（香港）

23 ハクシュカッサイ 牡3栗 56
55 ☆井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 426＋10 〃 ハナ 114．6�

12 ショウナンタロット 牡3青 56 T．クウィリー国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 460＋102：05．23� 39．2�
（英）

713 ラ リ ュ ー ル 牝3鹿 54
53 ☆城戸 義政�下河辺牧場 池上 昌和 日高 下河辺牧場 436－ 42：06．58 151．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，403，400円 複勝： 38，001，500円 枠連： 11，138，500円
馬連： 42，790，500円 馬単： 19，372，900円 ワイド： 31，829，700円
3連複： 59，182，300円 3連単： 67，539，600円 計： 296，258，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 280円 � 180円 � 220円 枠 連（3－7） 1，810円

馬 連 �� 3，020円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 1，160円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 7，860円 3 連 単 ��� 41，850円

票 数

単勝票数 計 264034 的中 � 25117（6番人気）
複勝票数 計 380015 的中 � 31548（6番人気）� 59684（2番人気）� 43632（5番人気）
枠連票数 計 111385 的中 （3－7） 4767（10番人気）
馬連票数 計 427905 的中 �� 10956（13番人気）
馬単票数 計 193729 的中 �� 2305（27番人気）
ワイド票数 計 318297 的中 �� 6882（13番人気）�� 7027（12番人気）�� 8137（10番人気）
3連複票数 計 591823 的中 ��� 5640（20番人気）
3連単票数 計 675396 的中 ��� 1170（106番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―12．3―12．8―12．7―12．3―12．4―12．3―12．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―36．0―48．8―1：01．5―1：13．8―1：26．2―1：38．5―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ミ ナ ミ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．7．22 函館12着

2014．1．28生 牝3黒鹿 母 マハービスタ 母母 マ ハ ー ブ 3戦1勝 賞金 5，500，000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） 1頭 サワヤカフェスタ号
（非抽選馬） 1頭 マジックバラード号
※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。



24031 8月26日 曇 良 （29札幌2）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000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
1：07．5
1：06．5

良
良

612 ク ロ ー ソ ー 牝5鹿 55 池添 謙一大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 424＋121：10．2 8．5�
59 サクラヴィオーラ 牝6栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 484＋161：10．51� 126．3�
713 マ カ レ ア 牝4黒鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 418＋14 〃 ハナ 37．2�
12 コロラトゥーレ 牝3鹿 52 福永 祐一廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 438－ 4 〃 ハナ 2．5�
24 ヴィーナスフローラ 牝3栗 52 藤岡 康太大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 8 〃 クビ 22．9	
510 ジャスティンラヴ 牝3黒鹿 52

49 ▲横山 武史前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 408－ 41：10．6� 16．7

47 ニシノヒナマツリ 牝3栗 52 丸山 元気西山 茂行氏 根本 康広 新ひだか 本桐牧場 468－ 2 〃 クビ 14．5�
611 ジェイケイオジョウ 牝3鹿 52 国分 恭介小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 458－ 2 〃 同着 21．3�
11 ホッコーモモタン 牝4黒鹿55 田辺 裕信北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 430＋ 81：10．81� 59．3
815 アマルティア 牝4黒鹿 55

54 ☆井上 敏樹�ターフ・スポート作田 誠二 日高 幾千世牧場 462＋ 21：10．9クビ 208．1�
816 リルティングインク 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 8 〃 ハナ 65．3�
35 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 482＋ 21：11．32� 8．3�

（香港）

23 ファミーユボヌール 牝3黒鹿52 武 豊原 	子氏 松永 幹夫 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 61：11．62 11．6�
36 ペイシャマリヤ 牝4栗 55 C．ルメール 北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 462＋ 2 〃 ハナ 5．1�
48 ミンナノプリンセス 牝5黒鹿55 内田 博幸�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B462＋12 〃 アタマ 29．3�
714 パワフルヒロコ 牝3黒鹿52 古川 吉洋三宅 勝俊氏 飯田 雄三 浦河 丸幸小林牧場 436－ 41：12．13 52．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，648，300円 複勝： 46，430，400円 枠連： 13，661，100円
馬連： 46，642，600円 馬単： 21，660，300円 ワイド： 36，748，600円
3連複： 68，162，200円 3連単： 81，738，400円 計： 347，691，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 250円 � 2，450円 � 940円 枠 連（5－6） 3，380円

馬 連 �� 36，810円 馬 単 �� 54，510円

ワ イ ド �� 8，900円 �� 2，830円 �� 20，260円

3 連 複 ��� 216，610円 3 連 単 ��� 1，039，650円

票 数

単勝票数 計 326483 的中 � 30394（4番人気）
複勝票数 計 464304 的中 � 60220（3番人気）� 4359（15番人気）� 11959（11番人気）
枠連票数 計 136611 的中 （5－6） 3131（15番人気）
馬連票数 計 466426 的中 �� 982（77番人気）
馬単票数 計 216603 的中 �� 298（130番人気）
ワイド票数 計 367486 的中 �� 1061（69番人気）�� 3402（29番人気）�� 464（99番人気）
3連複票数 計 681622 的中 ��� 236（332番人気）
3連単票数 計 817384 的中 ��� 57（1742番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．3―11．9―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．6―46．5―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ク ロ ー ソ ー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．12．20 阪神1着

2012．3．8生 牝5鹿 母 ブリトマルティス 母母 アマートベン 18戦3勝 賞金 32，775，000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 タカミツサクラ号・ツキミチャン号
※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。

24032 8月26日 晴 稍重 （29札幌2）第3日 第8競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50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

68 � キセキノケイフ 牡4鹿 57 古川 吉洋 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 474＋ 2 59．0 4．3�

56 タイセイラビッシュ 牡5鹿 57 丸山 元気田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 59．1	 18．3�
812 クリノレオノール 牝3鹿 52

51 ☆城戸 義政栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 444＋ 8 〃 クビ 6．3�
11 � グレートブレス 牡5栗 57 J．モレイラ �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 516＋ 2 59．2
 4．2�
（香港）

55 テンプルツリー 牝4鹿 55 勝浦 正樹山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 454± 0 59．41 11．1�
22 シェヴェルニー 牝4黒鹿 55

54 ☆井上 敏樹	ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 430＋10 59．61	 128．6

811 セイウンアワード 牡5鹿 57 内田 博幸西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B532± 0 59．7
 45．2�
44 サクセスライン 牝3黒鹿52 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 452－20 59．8クビ 55．0
33 ビップフウマ 牡4鹿 57

56 ☆坂井 瑠星鈴木 邦英氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 516－ 2 59．9	 48．1�
67 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 480＋ 2 〃 クビ 3．5�
79 ゼットフーリ 牝4鹿 55 藤岡 康太	フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B494＋ 61：00．11� 12．9�
710 ダブルミステリー 牝3栗 52 国分 恭介西山 昌彦氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 434－ 81：00．52	 17．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，117，000円 複勝： 30，065，800円 枠連： 12，171，300円
馬連： 40，741，300円 馬単： 21，587，400円 ワイド： 26，159，500円
3連複： 53，832，600円 3連単： 76，604，700円 計： 287，279，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 190円 � 360円 � 190円 枠 連（5－6） 710円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 5，500円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 630円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 6，370円 3 連 単 ��� 31，480円

票 数

単勝票数 計 261170 的中 � 47915（3番人気）
複勝票数 計 300658 的中 � 43358（3番人気）� 18350（7番人気）� 45087（2番人気）
枠連票数 計 121713 的中 （5－6） 13243（3番人気）
馬連票数 計 407413 的中 �� 8777（17番人気）
馬単票数 計 215874 的中 �� 2942（21番人気）
ワイド票数 計 261595 的中 �� 5608（14番人気）�� 11140（7番人気）�� 5001（16番人気）
3連複票数 計 538326 的中 ��� 6337（25番人気）
3連単票数 計 766047 的中 ��� 1764（108番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―11．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．5―35．0―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�キセキノケイフ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ

2013．5．31生 牡4鹿 母 カーリーエンジェル 母母 ダイナカール 8戦1勝 賞金 10，500，000円
初出走 JRA

※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 ジャンダラリン号・ジュラーレ号
※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。



24033 8月26日 晴 良 （29札幌2）第3日 第9競走 ��
��2，600�

しゃこたん

積 丹 特 別
発走14時25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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

78 エクセレントミスズ 牡4鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 むかわ 上水牧場 464± 02：44．8 17．9�
44 マイネルクラフト 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム 488＋ 62：44．9� 5．0�
33 ホウオウドリーム 牡3鹿 54 福永 祐一小笹 芳央氏 矢作 芳人 洞	湖 レイクヴィラファーム 492± 0 〃 ハナ 3．2�
79 ラッシュアワー 牡4黒鹿57 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 2 〃 クビ 4．5�
55 サンホッブズ 牡4鹿 57 松岡 正海 �加藤ステーブル 中舘 英二 浦河 日の出牧場 478＋ 22：45．11� 8．4�
811 フォーラウェイ 牡4鹿 57 古川 吉洋 	フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444± 02：45．2クビ 16．2

11 ドルフィンマーク 
4黒鹿57 K．マカヴォイ 大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B496－ 62：45．41� 11．3�

（豪）

66 ピッツィカート 
4鹿 57 丸山 元気 	シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 470－ 22：45．93 12．0�
810 エ ー ル 
3黒鹿54 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 B422－142：46．0クビ 25．1
67 ハイドロフォイル 牡4鹿 57 藤岡 康太 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B496＋ 22：46．21� 14．7�
22 ナンヨーテンプル 牡5黒鹿57 黛 弘人中村 德也氏 奥平 雅士 新ひだか 桜井牧場 490－ 42：48．2大差 73．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 33，765，200円 複勝： 48，214，500円 枠連： 11，637，700円
馬連： 57，375，000円 馬単： 27，370，700円 ワイド： 35，939，800円
3連複： 73，159，600円 3連単： 105，274，800円 計： 392，737，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，790円 複 勝 � 310円 � 150円 � 150円 枠 連（4－7） 1，070円

馬 連 �� 4，510円 馬 単 �� 11，690円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 950円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，990円 3 連 単 ��� 45，000円

票 数

単勝票数 計 337652 的中 � 15049（9番人気）
複勝票数 計 482145 的中 � 29677（7番人気）� 92519（2番人気）� 97861（1番人気）
枠連票数 計 116377 的中 （4－7） 8360（5番人気）
馬連票数 計 573750 的中 �� 9840（22番人気）
馬単票数 計 273707 的中 �� 1756（55番人気）
ワイド票数 計 359398 的中 �� 6376（23番人気）�� 9339（10番人気）�� 25342（2番人気）
3連複票数 計 731596 的中 ��� 13745（11番人気）
3連単票数 計1052748 的中 ��� 1696（166番人気）

ハロンタイム 13．4―12．8―13．1―12．9―12．6―13．1―13．5―13．1―12．4―11．9―11．7―12．0―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�
13．4―26．2―39．3―52．2―1：04．8―1：17．9―1：31．4―1：44．5―1：56．9―2：08．8―2：20．5―2：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F47．9―3F36．0
1
�
5，10－（1，8）（2，6）7（11，4）3，9
5（10，8，4）（1，7）（6，11，9）（2，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクセレントミスズ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2016．1．24 中京4着

2013．3．27生 牡4鹿 母 アスクレピアス 母母 リザーブシート 14戦2勝 賞金 28，841，000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。

24034 8月26日 曇 良 （29札幌2）第3日 第10競走 ��
��1，200�2017ワールドオールスタージョッキーズ第1戦

発走15時00分 （国際騎手招待） （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下28．8．27以降29．8．20まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る；負担重量は，3
歳56�4歳以上58�，牝馬2�減

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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

34 � パラダイスガーデン 牝5栗 56 福永 祐一岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads
Farm, LLC 480－ 21：10．4 7．0�

711 マイネルパラディ 牡3芦 56 中野 省吾 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 三村 卓也 454± 0 〃 ハナ 4．9�

（船橋）

814 ジ ェ イ ラ ー 牝4栗 56 田辺 裕信岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 434± 01：10．71	 30．0�
813 マ ユ キ 牝6栗 56 C．ルメール 稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 486＋ 2 〃 アタマ 37．3�
69 キャンディバローズ 牝4鹿 56 内田 博幸猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 412－ 4 〃 クビ 7．9�
33 レヴァンタール 
8鹿 58 戸崎 圭太岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 458± 01：10．8クビ 99．2	
58 クラウンアイリス 牝6栗 56 J．モレイラ�クラウン 天間 昭一 大分 クラウンファーム 408± 0 〃 クビ 5．7


（香港）

45 ドゥモワゼル 牝3鹿 54 T．クウィリー小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 454＋ 21：10．9クビ 35．4�
（英）

610 ラホーヤビーチ 牝5青鹿56 A．クラストゥス �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 470－ 2 〃 クビ 9．0�

（仏）

46 テーオーソルジャー 牡6栗 58 E．ダシルヴァ 小笹 公也氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 480－ 81：11．0� 38．2
（加）

57 クリノスイートピー 牝5黒鹿56 K．マカヴォイ 栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 450＋ 4 〃 クビ 34．1�
（豪）

22 サ ル ド ナ 牝4栗 56 M．デムーロ寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 アタマ 4．0�
11 ヴァッフシュテルケ 牡6青鹿58 K．マリヨン �宮内牧場 岩元 市三 浦河 宮内牧場 474± 01：11．2	 30．1�

（豪）

712 キッズライトオン 牡5栗 58 武 豊瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424＋ 61：11．51	 15．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，891，700円 複勝： 53，852，400円 枠連： 22，137，100円
馬連： 98，879，600円 馬単： 42，378，400円 ワイド： 53，215，300円
3連複： 136，305，700円 3連単： 169，570，900円 計： 616，231，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 230円 � 200円 � 740円 枠 連（3－7） 1，440円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 3，660円

ワ イ ド �� 680円 �� 3，300円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 13，910円 3 連 単 ��� 72，830円

票 数

単勝票数 計 398917 的中 � 45390（4番人気）
複勝票数 計 538524 的中 � 66501（4番人気）� 78786（2番人気）� 15102（10番人気）
枠連票数 計 221371 的中 （3－7） 11865（8番人気）
馬連票数 計 988796 的中 �� 43347（5番人気）
馬単票数 計 423784 的中 �� 8684（11番人気）
ワイド票数 計 532153 的中 �� 21235（5番人気）�� 4003（39番人気）�� 6369（24番人気）
3連複票数 計1363057 的中 ��� 7349（44番人気）
3連単票数 計1695709 的中 ��� 1688（245番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．8―11．9―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―35．1―47．0―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�パラダイスガーデン �
�
父 Closing Argument �

�
母父 Chineur デビュー 2015．1．25 中山8着

2012．4．7生 牝5栗 母 Forbidden Paradise 母母 Villa Nova 25戦3勝 賞金 48，436，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 マイネルパラディ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 テーオーソルジャー号の騎手E．ダシルヴァは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：12番・7

番）
ラホーヤビーチ号の騎手A．クラストゥスは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：8
番）

〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイネルパラディ号は，平成29年8月27日から平成29年9月18日まで出走停止。停止期間の満了
後に発走調教再審査。

※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。



24035 8月26日 曇 良 （29札幌2）第3日 第11競走 ��
��2，000�2017ワールドオールスタージョッキーズ第2戦

発走15時35分 （国際騎手招待） （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下28．8．27以降29．8．20まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る，除未出走馬お
よび未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

712 クロコスミア 牝4黒鹿56 戸崎 圭太大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 416－ 22：01．0 2．7�
22 ゲ ッ カ コ ウ 牝4黒鹿56 K．マリヨン �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 462－ 22：01．53 16．8�
（豪）

58 ショウナンマルシェ �6青鹿58 E．ダシルヴァ 国本 哲秀氏 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－102：01．6	 33．7�

（加）

610 ウインフェニックス 牡6鹿 58 田辺 裕信�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 476± 02：01．7
 8．5�
46 ケンホファヴァルト 牡4鹿 58 K．マカヴォイ 中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 452－10 〃 クビ 8．4�
（豪）

33 エトルディーニュ 牡3青鹿56 C．ルメール 柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 484＋142：01．91� 5．6	
69 ハ ツ ガ ツ オ 牝6鹿 56 福永 祐一江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 502－ 82：02．11� 39．7

57 サトノスティング 牡6青鹿58 T．クウィリー里見 治氏 的場 均 千歳 社台ファーム 460－ 62：02．31 11．3�

（英）

34 メイクアップ 牡6栗 58 J．モレイラ岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 470－ 82：02．4	 15．1�
（香港）

813 ベ ル ニ ー ニ 牡8鹿 58 武 豊 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 468＋ 22：02．5
 80．3

814 トミケンスラーヴァ 牡7鹿 58 中野 省吾冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 504＋ 6 〃 アタマ 24．0�
（船橋）

45 � ダイヤモンドダンス 牡8鹿 58 内田 博幸坪野谷和平氏 勢司 和浩 むかわ 片山 幹雄 498＋ 22：02．92
 106．4�
711 デルマサリーチャン 牝6鹿 56 M．デムーロ浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 486＋ 2 〃 ハナ 7．9�
11 レインボーソング 牝5鹿 56 A．クラストゥス 吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490－ 22：04．17 49．0�

（仏）

（14頭）

売 得 金
単勝： 62，502，600円 複勝： 82，461，100円 枠連： 46，404，100円
馬連： 192，722，200円 馬単： 78，071，500円 ワイド： 87，147，500円
3連複： 262，611，200円 3連単： 355，825，600円 計： 1，167，745，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 390円 � 810円 枠 連（2－7） 1，960円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，360円

ワ イ ド �� 890円 �� 2，070円 �� 5，480円

3 連 複 ��� 18，390円 3 連 単 ��� 66，840円

票 数

単勝票数 計 625026 的中 � 179919（1番人気）
複勝票数 計 824611 的中 � 188752（1番人気）� 48074（7番人気）� 20478（11番人気）
枠連票数 計 464041 的中 （2－7） 18275（9番人気）
馬連票数 計1927222 的中 �� 64823（8番人気）
馬単票数 計 780715 的中 �� 17393（9番人気）
ワイド票数 計 871475 的中 �� 26401（8番人気）�� 10742（27番人気）�� 3970（57番人気）
3連複票数 計2626112 的中 ��� 10707（64番人気）
3連単票数 計3558256 的中 ��� 3859（233番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―35．9―48．2―1：00．5―1：12．9―1：24．8―1：36．8―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロコスミア �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2015．6．27 函館5着

2013．5．17生 牝4黒鹿 母 デヴェロッペ 母母 ショウエイミズキ 18戦4勝 賞金 103，304，000円
〔制裁〕 ゲッカコウ号の騎手K．マリヨンは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番・3番）
※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。

24036 8月26日 晴 稍重 （29札幌2）第3日 第12競走 ��1，700�ニ セ コ 特 別
発走16時15分 （ダート・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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

33 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 B508＋ 61：44．9 2．3�
811 キングラディウス 牡4栗 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B472＋121：45．0� 9．5�
22 レ イ ダ ー 牡3鹿 54 J．モレイラ石川 達絵氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 510－101：45．63� 3．9�

（香港）

55 アシャカリブラ 牡3黒鹿54 K．マカヴォイ 吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B510＋ 2 〃 クビ 18．2�
（豪）

44 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 480＋ 61：45．92 3．7�
812 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± 01：46．64 17．5�
710 ギンザマトリックス 牡4栗 57 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 浦河 高昭牧場 452＋161：46．7� 50．8	
11 オトコギマサムネ 牡6鹿 57 E．ダシルヴァ 塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B496－ 41：47．33� 83．9


（加）

68 � バークレアヴィガ 牝4鹿 55 内田 博幸鈴木 義孝氏 吉田 直弘 日高 賀張三浦牧場 422± 01：47．93� 190．2�
79 エレクトリイオネ 牝3黒鹿52 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 474± 01：48．11 55．8
56 グロリアスメーカー 牝4鹿 55 城戸 義政 �フジワラ・ファーム 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 450＋10 〃 クビ 33．6�
67 � ラブオールミー 牝4鹿 55 小林 徹弥栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 456＋ 21：53．0大差 309．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 43，041，200円 複勝： 48，660，700円 枠連： 21，384，600円
馬連： 80，937，300円 馬単： 46，382，000円 ワイド： 49，158，300円
3連複： 116，439，500円 3連単： 220，687，500円 計： 626，691，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 190円 � 150円 枠 連（3－8） 690円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 1，740円

ワ イ ド �� 430円 �� 220円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 8，550円

票 数

単勝票数 計 430412 的中 � 147784（1番人気）
複勝票数 計 486607 的中 � 177528（1番人気）� 45548（4番人気）� 68189（3番人気）
枠連票数 計 213846 的中 （3－8） 23927（3番人気）
馬連票数 計 809373 的中 �� 50673（4番人気）
馬単票数 計 463820 的中 �� 19916（5番人気）
ワイド票数 計 491583 的中 �� 27809（4番人気）�� 67326（2番人気）�� 14845（9番人気）
3連複票数 計1164395 的中 ��� 45444（5番人気）
3連単票数 計2206875 的中 ��� 18692（22番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．1―42．4―54．6―1：06．8―1：19．4―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リヴァイアサン �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2016．10．9 東京3着

2014．2．8生 牡3鹿 母 ゴーオンマイウェイ 母母 シーキングロイヤル 9戦2勝 賞金 24，386，000円
〔発走状況〕 オトコギマサムネ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 レイダー号の騎手J．モレイラは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：6番・11番）
〔調教再審査〕 オトコギマサムネ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブオールミー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月26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。



（29札幌2）第3日 8月26日（土曜日） 晴時々曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

192，770，000円
7，590，000円
16，780，000円
1，910，000円
25，570，000円
37，210，000円
63，778，000円
17，302，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
385，080，700円
571，083，800円
180，420，800円
733，583，400円
356，411，300円
440，986，900円
1，003，507，200円
1，422，596，400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 5，093，670，500円

総入場人員 13，608名 （有料入場人員 11，770名）
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