
24037 8月27日 曇 良 （29札幌2）第4日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時00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

55 トーセンアンバー 牝2鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ
スティファーム 470－ 21：51．5 4．2�

79 バ リ エ ン テ 牡2黒鹿54 勝浦 正樹畑佐 博氏 河内 洋 新ひだか 小河 豊水 438＋ 41：51．71� 26．9�
33 ラソワドール 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496＋ 21：52．01� 1．5�
812 ノーザンクリス 牡2芦 54 C．ルメール C．チェン氏 加藤 征弘 洞	湖 レイクヴィラファーム 510＋ 61：52．21� 11．4�
67 ヒ ダ ル マ 牡2鹿 54 中野 省吾冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 454± 01：52．4� 39．7	

（船橋）

44 アイキャッチング 牡2芦 54 古川 吉洋宮川 純造氏 加用 正 浦河 浦河小林牧場 466－ 41：52．82� 369．2

22 ザファーストバイオ 牡2栗 54

53 ☆坂井 瑠星バイオ� 西浦 勝一 日高 中館牧場 454－ 2 〃 アタマ 54．7�
710 タガノロッソ 牡2鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474＋ 4 〃 ハナ 167．4
11 ラティーノヒート 牡2鹿 54 三浦 皇成前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 500－ 21：53．01 23．2�
68 キタノペガサス 牡2黒鹿54 黛 弘人北所 直人氏 竹内 正洋 日高 広富牧場 446－ 41：53．31� 198．7�
811 ラクロアクリスエス 牡2鹿 54 T．クウィリー辻 高史氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 486－121：53．72� 98．9�

（英）

56 アドマイヤテンプウ 牝2黒鹿54 J．モレイラ近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 430－ 21：54．12� 8．5�
（香港）

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，624，100円 複勝： 94，040，200円 枠連： 11，806，200円
馬連： 43，869，500円 馬単： 28，828，400円 ワイド： 28，956，300円
3連複： 63，648，700円 3連単： 114，073，900円 計： 416，847，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 130円 � 250円 � 110円 枠 連（5－7） 2，700円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 5，960円

ワ イ ド �� 670円 �� 180円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 13，600円

票 数

単勝票数 計 316241 的中 � 62490（2番人気）
複勝票数 計 940402 的中 � 75443（2番人気）� 22752（6番人気）� 690721（1番人気）
枠連票数 計 118062 的中 （5－7） 3384（8番人気）
馬連票数 計 438695 的中 �� 12001（9番人気）
馬単票数 計 288284 的中 �� 3624（18番人気）
ワイド票数 計 289563 的中 �� 9241（9番人気）�� 52168（1番人気）�� 15639（6番人気）
3連複票数 計 636487 的中 ��� 34551（4番人気）
3連単票数 計1140739 的中 ��� 6078（44番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．8―49．6―1：01．6―1：14．0―1：26．7―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンアンバー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Songandaprayer デビュー 2017．6．11 東京4着

2015．1．27生 牝2鹿 母 ワルツオブキャット 母母 デルモニコキャット 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 ノーザンクリス号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内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，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

24038 8月27日 晴 良 （29札幌2）第4日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時30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

45 レッドラトナ 牝3鹿 54 K．マカヴォイ �東京ホースレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム 444＋ 41：47．3 27．0�
（豪）

610 マヤノオラティオ 牝3黒鹿54 丹内 祐次田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B462＋ 2 〃 ハナ 9．0�
57 エイシンブルーム 牝3青鹿54 国分 恭介�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 高野牧場 444－ 41：47．51� 7．7�
712 シルバーコンパス 牝3芦 54 J．モレイラ �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 542＋ 21：48．03 2．5�

（香港）

34 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± 0 〃 ハナ 9．6	
711 ブライトエピローグ 牝3栗 54 横山 和生 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 448± 01：48．21� 42．9

813 マダムストーリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹�ターフ・スポート西浦 勝一 浦河 市川フアーム 424± 01：48．52 131．1�
22 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 452＋ 81：48．71� 6．4�
814 フォーエバースカイ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 380＋101：48．8クビ 223．7
58 サンニューオリンズ 牝3栗 54 内田 博幸 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 冨岡 博一 450－ 21：49．22� 69．8�
46 ローズクイーン 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史ライオンレースホース� 木原 一良 浦河 モトスファーム 464± 01：49．51� 60．8�
69 ノアブリジット 牝3栗 54 M．デムーロ佐山 公男氏 天間 昭一 日高 千葉飯田牧場 460± 01：50．03 4．1�
33 トウケイホクト 牝3栗 54 黛 弘人木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 448＋161：52．5大差 176．9�
11 ネオレジェンド 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星嶋田 賢氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 462－ 41：54．6大差 72．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，284，200円 複勝： 28，816，300円 枠連： 9，398，000円
馬連： 36，059，700円 馬単： 19，385，600円 ワイド： 24，580，900円
3連複： 48，620，700円 3連単： 62，015，000円 計： 250，160，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，700円 複 勝 � 580円 � 260円 � 250円 枠 連（4－6） 2，370円

馬 連 �� 10，740円 馬 単 �� 22，890円

ワ イ ド �� 2，780円 �� 2，820円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 20，500円 3 連 単 ��� 178，410円

票 数

単勝票数 計 212842 的中 � 6302（7番人気）
複勝票数 計 288163 的中 � 11310（7番人気）� 30877（6番人気）� 32490（4番人気）
枠連票数 計 93980 的中 （4－6） 3061（10番人気）
馬連票数 計 360597 的中 �� 2601（27番人気）
馬単票数 計 193856 的中 �� 635（59番人気）
ワイド票数 計 245809 的中 �� 2239（25番人気）�� 2204（26番人気）�� 6539（14番人気）
3連複票数 計 486207 的中 ��� 1778（57番人気）
3連単票数 計 620150 的中 ��� 252（398番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―12．3―12．7―12．6―12．4―12．6―12．9―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．3―43．0―55．6―1：08．0―1：20．6―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドラトナ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．1．7 中山4着

2014．4．21生 牝3鹿 母 ブリトマルティス 母母 アマートベン 9戦1勝 賞金 10，200，000円
〔制裁〕 レッドラトナ号の騎手K．マカヴォイは，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トウケイホクト号・ネオレジェンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月

27日まで平地競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

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４日



24039 8月27日 晴 良 （29札幌2）第4日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走11時00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

11 デルマオフクロサン 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 初也浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 442＋ 2 59．0 11．2�

22 エーデルワイス 牝3栗 54
53 ☆井上 敏樹河原 義宏氏 高木 登 浦河 桑田フアーム 498 ―1：00．27 36．5�

44 タイキブリジャール 牡3鹿 56 福永 祐一�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 462＋ 21：00．3� 8．5�

55 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 468＋ 4 〃 アタマ 9．0�

710 ク ロ ン ヌ 牝3栗 54
51 ▲横山 武史 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 454＋ 8 〃 アタマ 22．7�

79 ア ネ ロ ワ 牝3鹿 54 中野 省吾大野 照旺氏 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 422＋ 21：00．61� 4．8	
（船橋）

68 デルマキミノナハ 牝3黒鹿54 J．モレイラ浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 ファニーヒルファーム 448＋ 61：00．7クビ 1．8

（香港）

56 シュクレビジュー 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 420＋ 61：00．91� 14．1�
812 マイアミトロピカル 牝3栗 54 荻野 琢真 �グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 原田牧場 430＋101：01．32� 165．7
67 プルーフオブトップ 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 勝己氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 438± 01：01．4クビ 135．7�
33 ピ オ ニ エ 牝3鹿 54 国分 恭介田頭 勇貴氏 崎山 博樹 新ひだか 岡田スタツド 408± 01：01．82� 60．3�
811 クインズシルエット 牝3青鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 418＋ 21：03．5大差 38．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，237，500円 複勝： 48，052，400円 枠連： 8，668，300円
馬連： 36，841，500円 馬単： 26，302，500円 ワイド： 26，478，700円
3連複： 48，448，800円 3連単： 86，119，300円 計： 307，149，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，120円 複 勝 � 480円 � 1，290円 � 410円 枠 連（1－2） 15，370円

馬 連 �� 16，660円 馬 単 �� 37，360円

ワ イ ド �� 4，100円 �� 1，210円 �� 4，340円

3 連 複 ��� 43，360円 3 連 単 ��� 315，330円

票 数

単勝票数 計 262375 的中 � 18619（5番人気）
複勝票数 計 480524 的中 � 26871（5番人気）� 9011（8番人気）� 32586（4番人気）
枠連票数 計 86683 的中 （1－2） 437（26番人気）
馬連票数 計 368415 的中 �� 1713（35番人気）
馬単票数 計 263025 的中 �� 528（61番人気）
ワイド票数 計 264787 的中 �� 1639（32番人気）�� 5808（12番人気）�� 1547（35番人気）
3連複票数 計 484488 的中 ��� 838（80番人気）
3連単票数 計 861193 的中 ��� 198（465番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．4―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．9―34．3―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F36．1
3 1（8，9，10）（4，6）－（5，11）（2，12）3－7 4 1－8（4，9，10）－6，5－（2，12）11，3，7

勝馬の
紹 介

デルマオフクロサン �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．9．3 新潟5着

2014．3．4生 牝3黒鹿 母 アルデュール 母母 ミスアルダント 11戦1勝 賞金 10，375，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クインズシルエット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月27日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ストレンジャー号
（非抽選馬） 2頭 カゼノアスリート号・ギャラクシーキング号
※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。

24040 8月27日 晴 良 （29札幌2）第4日 第4競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時30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

814� イーグルバローズ 牡3鹿 56 J．モレイラ猪熊 広次氏 堀 宣行 米 C. Kidder
& N. Cole 528－181：44．7 2．7�

（香港）

813 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± 01：47．2大差 11．2�
11 ミッキートーン 牡3鹿 56 戸崎 圭太野田みづき氏 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B544－ 4 〃 アタマ 4．9�
22 カ リ エ ラ 牝3栗 54 中野 省吾�谷岡牧場 杉山 晴紀 新ひだか 谷岡牧場 460＋ 21：47．41� 77．8�

（船橋）

58 メイショウスイグン 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 470＋101：48．35 10．4�
45 ホウオウステップ 牡3栗 56 藤岡 康太小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 クビ 17．9	
711 タマモサーティーン 牝3芦 54 国分 恭介タマモ
 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 494＋ 41：48．83 22．9�
33 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 482＋ 21：48．9クビ 13．9�
46 ニシノマッハ 牡3鹿 56 松岡 正海西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 466＋ 6 〃 クビ 5．0
69 モ ー ヴ 牝3青鹿54 K．マリヨン 原 	子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 432＋ 4 〃 アタマ 12．3�

（豪）

610 タイムレスタイム 牝3鹿 54 丹内 祐次栗坂 崇氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 472± 01：49．11 55．6�
34 ビバジャンティ 牝3芦 54 丸山 元気田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 472－ 21：49．41
 98．9�
57 � サウスシュネル 牡3栗 56 松田 大作南波 壽氏 加用 正 米 Winches-

ter Farm 448＋141：50．25 85．2�
（13頭）

712 タイキビージェイ 牡3栗 56 藤岡 佑介�大樹ファーム 森田 直行 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 524＋ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 24，520，000円 複勝： 32，956，100円 枠連： 11，976，900円
馬連： 33，110，600円 馬単： 17，088，100円 ワイド： 25，301，300円
3連複： 39，436，100円 3連単： 47，408，700円 計： 231，797，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 150円 � 220円 � 180円 枠 連（8－8） 1，620円

馬 連 �� 1，260円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 590円 �� 390円 �� 980円

3 連 複 ��� 2，850円 3 連 単 ��� 10，260円

票 数

単勝票数 差引計 245200（返還計 30631） 的中 � 71464（1番人気）
複勝票数 差引計 329561（返還計 42581） 的中 � 67042（1番人気）� 33076（5番人気）� 48281（3番人気）
枠連票数 差引計 119769（返還計 721） 的中 （8－8） 5717（8番人気）
馬連票数 差引計 331106（返還計119701） 的中 �� 20324（3番人気）
馬単票数 差引計 170881（返還計 56684） 的中 �� 6350（3番人気）
ワイド票数 差引計 253013（返還計 72232） 的中 �� 10943（6番人気）�� 17726（1番人気）�� 6200（14番人気）
3連複票数 差引計 394361（返還計225857） 的中 ��� 10377（4番人気）
3連単票数 差引計 474087（返還計284450） 的中 ��� 3349（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．0―30．7―43．1―55．4―1：07．9―1：20．8―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�イーグルバローズ �
�
父 Henny Hughes �

�
母父 Quiet American デビュー 2017．7．30 新潟5着

2014．4．29生 牡3鹿 母 Minny’s Niece 母母 Spectacular Affair 2戦1勝 賞金 5，500，000円
〔競走除外〕 タイキビージェイ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サウスシュネル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月27日まで平地競

走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ソートアフター号
（非抽選馬） 1頭 アラタマクリスエス号
※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。



24041 8月27日 晴 良 （29札幌2）第4日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時20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

44 ベ ル ー ガ 牝2青 54 J．モレイラ R．アンダーソン氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 482 ―1：11．6 1．8�
（香港）

811 トリプルキセキ 牡2鹿 54 中野 省吾�LS.M 森 秀行 新ひだか 山際牧場 444 ―1：12．34 18．4�
（船橋）

11 アスターソード 牡2鹿 54 三浦 皇成加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 436 ―1：12．4� 11．6�
710 ヴ ィ ー ダ 牡2栗 54 丸山 元気中村 広樹氏 清水 英克 日高 スマイルファーム 418 ―1：12．5クビ 36．2�
22 フ レ ネ シ ー 牡2鹿 54 福永 祐一三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 412 ―1：12．71� 4．4�
812 トミケンセーグラ 牡2栗 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 杉浦 宏昭 浦河 フクオカファーム 438 ―1：12．8クビ 112．0	
68 トーセンスティール 牡2鹿 54 藤岡 康太島川 
哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 510 ―1：12．9� 43．9�
79 ア フ オ ラ カ 牝2栗 54 戸崎 圭太 �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 460 ―1：13．21� 22．2�
33 ゴ ウ ノ モ ノ 牡2青鹿 54

51 ▲横山 武史岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 460 ―1：13．73 117．8
67 エメラルドプラバ 牝2栗 54 藤岡 佑介�大樹ファーム 寺島 良 浦河 大樹ファーム 460 ―1：13．8� 80．3�
56 スズカローレル 牝2鹿 54 C．ルメール 永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 408 ―1：14．33 6．3�
55 サカショウレオ 牝2青鹿 54

53 ☆井上 敏樹坂田 行夫氏 伊藤 正徳 青森 太田ファーム 402 ― （競走中止） 184．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，295，600円 複勝： 43，136，300円 枠連： 9，595，100円
馬連： 36，941，700円 馬単： 25，598，700円 ワイド： 23，413，200円
3連複： 46，311，700円 3連単： 84，557，300円 計： 300，849，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 340円 � 180円 枠 連（4－8） 1，940円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 750円 �� 380円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 4，390円 3 連 単 ��� 15，720円

票 数

単勝票数 計 312956 的中 � 141026（1番人気）
複勝票数 計 431363 的中 � 240961（1番人気）� 14190（6番人気）� 35910（4番人気）
枠連票数 計 95951 的中 （4－8） 3832（6番人気）
馬連票数 計 369417 的中 �� 14838（6番人気）
馬単票数 計 255987 的中 �� 7352（8番人気）
ワイド票数 計 234132 的中 �� 7881（7番人気）�� 17601（3番人気）�� 2469（20番人気）
3連複票数 計 463117 的中 ��� 7899（13番人気）
3連単票数 計 845573 的中 ��� 3898（46番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．7―12．1―11．9―12．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．0
3 ・（8，10）11，1（6，12）4，2，9－3，7＝5 4 ・（8，10）11，1（4，12）（6，2）－9，7，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ベ ル ー ガ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kris S. 初出走

2015．2．11生 牝2青 母 アドマイヤライト 母母 ホワットケイティーディド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 サカショウレオ号は，競走中に疾病〔左第4中手骨々折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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。

24042 8月27日 晴 良 （29札幌2）第4日 第6競走 ��
��2，600�サラブレッド系3歳

発走12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
2：38．7
2：37．3

良
良

712 ローズシュクレ 牝3栗 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 438－ 82：44．7 57．6�
813 キ ク ノ デ ア 牝3青鹿54 C．ルメール 菊池 五郎氏 松田 国英 新ひだか 矢野牧場 410－ 62：45．12� 7．0�
46 ブライトクォーツ 牡3鹿 56 J．モレイラ �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 464＋ 42：45．41� 2．8�

（香港）

33 レッドラフィーネ 牝3芦 54 戸崎 圭太 �東京ホースレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 434± 02：45．61� 4．7�
11 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 440＋ 82：45．91� 9．2	
610 ベストダンス 牡3黒鹿56 三浦 皇成平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492－ 22：46．0クビ 6．1

34 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 404＋ 22：46．1� 29．4�

45 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 464＋ 42：46．41� 28．0�
57 	 ビハインドクラウズ 牡3黒鹿56 松田 大作栗山 良子氏 
島 一歩 米 Christine

A. Hansen 486－122：46．5� 46．2
69 トーヨーピース 牡3鹿 56 K．マカヴォイ 中嶋 宏氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 458＋ 42：46．6クビ 7．5�

（豪）

58 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 530＋ 62：46．81� 59．3�
711 ベストベット 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星下河�行雄氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 420－ 62：47．01 214．2�
22 ポイントオブエイム 牡3青鹿56 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 築紫 洋 464± 02：47．21� 179．8�
814 ホウオウプライド 牡3鹿 56 中野 省吾小笹 芳央氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：50．2大差 86．0�

（船橋）

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，366，000円 複勝： 30，814，300円 枠連： 11，099，200円
馬連： 39，901，400円 馬単： 21，538，200円 ワイド： 28，065，000円
3連複： 55，370，900円 3連単： 71，585，100円 計： 282，740，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，760円 複 勝 � 860円 � 230円 � 150円 枠 連（7－8） 7，020円

馬 連 �� 12，370円 馬 単 �� 36，790円

ワ イ ド �� 3，960円 �� 2，350円 �� 390円

3 連 複 ��� 10，640円 3 連 単 ��� 127，200円

票 数

単勝票数 計 243660 的中 � 3382（10番人気）
複勝票数 計 308143 的中 � 6660（11番人気）� 33784（5番人気）� 70596（1番人気）
枠連票数 計 110992 的中 （7－8） 1224（21番人気）
馬連票数 計 399014 的中 �� 2499（31番人気）
馬単票数 計 215382 的中 �� 439（78番人気）
ワイド票数 計 280650 的中 �� 1697（37番人気）�� 2893（25番人気）�� 20845（2番人気）
3連複票数 計 553709 的中 ��� 3903（35番人気）
3連単票数 計 715851 的中 ��� 408（357番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―25．0―37．7―50．8―1：03．7―1：16．9―1：29．7―1：42．3―1：54．3―2：06．5―2：19．2―2：31．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→
→�」 上り4F50．4―3F38．2
1
�
7（11，14）（3，12）9（1，2，6）13（8，10）－5－4
6（7，12）（3，13）（1，14，2，10）（11，9）（8，4）5

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

勝馬の
紹 介

ローズシュクレ �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 Shirley Heights デビュー 2016．11．19 京都11着

2014．2．18生 牝3栗 母 ロ ゼ カ ラ ー 母母 ロ ー ザ ネ イ 6戦1勝 賞金 5，500，000円
〔その他〕 ホウオウプライド号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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） 3頭 スマートサクソン号・ピエナアラシ号・ベルウッドデナリ号
※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。



24043 8月27日 晴 良 （29札幌2）第4日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時20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
1：40．9
1：40．9

重
重

68 ユ ラ ノ ト 牡3栗 54 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 480－ 21：46．3 2．6�
67 ネイビーブルー 牡4鹿 57 J．モレイラ青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 496＋ 21：46．51� 2．2�

（香港）

812 スプリングフット 牡3鹿 54
53 ☆井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 492＋ 81：46．6� 33．0�
55 ウインランブル 牡4鹿 57 K．マカヴォイ �ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 470＋ 41：47．13 54．8	

（豪）

33 アルセナーレ 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 516－141：47．3� 4．9

22 � ビッグランチ 牡4栗 57

54 ▲横山 武史 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 470± 01：47．62 92．0�
56 プリンセスタイム 牝3鹿 52 中井 裕二飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 440－ 41：47．7	 30．3�
811 プログレスシチー 牡4鹿 57 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 新ひだか カタオカフアーム 482－ 61：47．91	 12．7
79 ライフトップガン 牡7鹿 57 中野 省吾谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 496＋ 81：48．0	 37．9�

（船橋）

11 ワンダーハイーニャ 牝6鹿 55 古川 吉洋山本 信行氏 河内 洋 浦河 永田 克之 478＋ 81：48．21	 66．8�
44 ギャラクシーキング 牡3芦 54

53 ☆城戸 義政田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 B454－101：49．05 175．1�
710� サンマルクラウン 牡4鹿 57 藤岡 康太相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 474＋ 41：49．31� 154．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，867，100円 複勝： 33，710，400円 枠連： 14，443，300円
馬連： 44，507，400円 馬単： 26，855，900円 ワイド： 26，705，500円
3連複： 60，526，800円 3連単： 107，115，700円 計： 341，732，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 110円 � 390円 枠 連（6－6） 230円

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 140円 �� 780円 �� 760円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 4，730円

票 数

単勝票数 計 278671 的中 � 83011（2番人気）
複勝票数 計 337104 的中 � 76009（2番人気）� 124952（1番人気）� 10664（6番人気）
枠連票数 計 144433 的中 （6－6） 48270（1番人気）
馬連票数 計 445074 的中 �� 166561（1番人気）
馬単票数 計 268559 的中 �� 40698（2番人気）
ワイド票数 計 267055 的中 �� 67707（1番人気）�� 6732（8番人気）�� 6977（7番人気）
3連複票数 計 605268 的中 ��� 31349（3番人気）
3連単票数 計1071157 的中 ��� 16403（14番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―12．0―12．5―12．7―12．4―12．5―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．4―42．9―55．6―1：08．0―1：20．5―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

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 5戦2勝 賞金 14，550，000円
※ギャラクシーキング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。

24044 8月27日 晴 良 （29札幌2）第4日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時50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 グローブシアター 牡3黒鹿54 J．モレイラ �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 442＋162：02．5 2．4�
（香港）

11 ルナーランダー 牡4栗 57 M．デムーロ 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 498＋ 62：02．92� 5．6�

59 ラ ボ ー ナ 牡3鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 532－ 62：03．0� 4．5�
48 キョウワベルナルド 牡3鹿 54 藤岡 佑介�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 470＋ 42：03．1クビ 57．9�
815 ビービーブレスユー 牡4鹿 57 福永 祐一�坂東牧場 加用 正 日高 碧雲牧場 508－ 4 〃 クビ 5．9�
23 ショワドゥロワ 牡3黒鹿54 A．クラストゥス 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 500＋102：03．31� 12．9	

（仏）

36 サンチャゴボラーレ 牝3栗 52
51 ☆井上 敏樹�ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 504－ 6 〃 ハナ 393．3


12 ドリームマジック 牝3鹿 52 丸山 元気堀口 晴男氏 中川 公成 浦河 高岸 順一 476＋222：03．61� 32．7�
510� スリープレッピー 	4黒鹿 57

56 ☆坂井 瑠星永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 440＋ 4 〃 アタマ 213．4
611 フォルシャー 牡6栗 57 内田 博幸 �社台レースホース杉山 晴紀 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 476－ 6 〃 同着 16．5�
35 メイショウサワカゼ 牡3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 438－ 22：04．02 37．9�
612 ビレッジソング 牝6鹿 55

54 ☆城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 444＋ 82：04．1� 132．0�
713� メイショウミソラ 牝5栗 55 松岡 正海松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 460± 0 〃 同着 165．1�
816 レジメンタル 牡5栗 57 戸崎 圭太�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 446＋ 62：04．52� 50．8�
24 マイネルパンドーロ 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 482＋302：05．03 33．4�
714 コアレスフェーブル 牝5鹿 55 荻野 琢真小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 432－122：05．42� 335．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，333，300円 複勝： 45，269，900円 枠連： 15，785，200円
馬連： 73，074，800円 馬単： 34，798，000円 ワイド： 37，404，500円
3連複： 85，159，200円 3連単： 126，456，600円 計： 454，281，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 150円 � 140円 枠 連（1－4） 690円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 350円 �� 260円 �� 440円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，560円

票 数

単勝票数 計 363333 的中 � 116787（1番人気）
複勝票数 計 452699 的中 � 97302（1番人気）� 68086（3番人気）� 85302（2番人気）
枠連票数 計 157852 的中 （1－4） 17674（2番人気）
馬連票数 計 730748 的中 �� 81349（2番人気）
馬単票数 計 347980 的中 �� 22874（2番人気）
ワイド票数 計 374045 的中 �� 27229（2番人気）�� 38913（1番人気）�� 20454（5番人気）
3連複票数 計 851592 的中 ��� 57860（1番人気）
3連単票数 計1264566 的中 ��� 20084（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．4―49．0―1：01．4―1：13．6―1：25．6―1：37．7―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．9
1
3
5，6（4，13）8，1－12（3，7）－15－9（2，16）－（10，14）11・（5，6）（4，13，8）1（3，7）12（15，11）（2，9）16－14，10

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

勝馬の
紹 介

グローブシアター �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．11．13 京都1着

2014．2．14生 牡3黒鹿 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 5戦2勝 賞金 33，073，000円
〔発走状況〕 ショワドゥロワ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



24045 8月27日 晴 良 （29札幌2）第4日 第9競走 ��
��1，500�

ち と せ

千 歳 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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．4
1：27．4

良
良

814 クィーンズベスト 牝4鹿 55 武 豊林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 506－ 21：29．0 2．6�
69 アルトリウス 牡3鹿 54 A．クラストゥス �G1レーシング 藤沢 和雄 安平 追分ファーム 460－141：29．1� 32．7�

（仏）

712 コ ー カ ス 牡3鹿 54 戸崎 圭太 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500＋ 4 〃 ハナ 10．7�

57 ヤマニンペダラーダ 牡3黒鹿54 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 464＋ 41：30．05 5．4�
711 モ レ ッ キ 牡3黒鹿54 J．モレイラ �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 496＋ 4 〃 アタマ 5．3	

（香港）

45 	 マ デ ィ デ ィ 
4鹿 57 三浦 皇成�ラ・メール 奥村 豊 米
Petaluma
Bloodstock &
Malbec Inc

466－ 61：30．31� 64．6

58 シンシアズブレス 牝4黒鹿55 松田 大作 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 498＋ 61：30．4クビ 10．0�
610 スズカフロンティア 牡3鹿 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 420－ 41：30．5� 30．4�
813	 コスモペリドット 牡3栗 52 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新 Chouxmaani In-

vestments Ltd 482＋28 〃 クビ 44．3
33 カンバンムスメ 牝3黒鹿52 井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 436＋ 81：30．81� 40．2�
34 	 ソニックアロー 牡3栗 54 中野 省吾大野 照旺氏 浜田多実雄 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

532＋ 81：31．54 30．6�
（船橋）

22 ニシノキララコ 牝3黒鹿52 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 446＋ 2 〃 クビ 265．0�

46 ア オ イ ソ ラ 牡4鹿 57 内田 博幸�日東牧場 高橋 文雅 浦河 日東牧場 502＋ 6 〃 ハナ 45．2�
11 シ グ ル ー ン 牝3栗 52 M．デムーロ岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 61：33．6大差 8．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，239，900円 複勝： 52，616，100円 枠連： 18，536，000円
馬連： 72，901，900円 馬単： 35，630，100円 ワイド： 43，487，700円
3連複： 97，283，200円 3連単： 136，686，400円 計： 499，381，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 150円 � 690円 � 350円 枠 連（6－8） 1，660円

馬 連 �� 3，540円 馬 単 �� 5，020円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 870円 �� 4，690円

3 連 複 ��� 12，060円 3 連 単 ��� 65，800円

票 数

単勝票数 計 422399 的中 � 127057（1番人気）
複勝票数 計 526161 的中 � 129393（1番人気）� 15075（10番人気）� 34286（6番人気）
枠連票数 計 185360 的中 （6－8） 8616（6番人気）
馬連票数 計 729019 的中 �� 15957（11番人気）
馬単票数 計 356301 的中 �� 5320（18番人気）
ワイド票数 計 434877 的中 �� 7577（14番人気）�� 13411（8番人気）�� 2302（49番人気）
3連複票数 計 972832 的中 ��� 6047（42番人気）
3連単票数 計1366864 的中 ��� 1506（223番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．8―10．9―11．5―12．3―12．0―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．1―29．9―40．8―52．3―1：04．6―1：16．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

クィーンズベスト �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．10．11 東京1着

2013．2．25生 牝4鹿 母 ラスティングソング 母母 ハルーワソング 18戦3勝 賞金 77，299，000円
〔発走状況〕 シンシアズブレス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 シンシアズブレス号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シグルーン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月27日まで平地競走に

出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 ウインペイザージュ号・サンライズサーカス号・ジュアンマリエ号・ジョイフル号・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。

24046 8月27日 晴 良 （29札幌2）第4日 第10競走 ��
��1，700�2017ワールドオールスタージョッキーズ第3戦

発走15時00分 （国際騎手招待） （ダート・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 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

711 メイショウバッハ 牡4栗 58 J．モレイラ松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 496＋ 21：45．9 4．6�
（香港）

814� ディープオーパス 牡4芦 58 武 豊深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard
Shultz B490± 01：46．32	 4．2�

69 ディアコンチェルト 牡5黒鹿58 M．デムーロディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 464－ 2 〃 ハナ 4．6�
57 ベストセラーアスク 牝6鹿 56 C．ルメール 廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 436－ 41：46．4	 9．3�
58 アナザーバージョン 
6鹿 58 A．クラストゥス 	サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 478± 0 〃 クビ 26．3


（仏）

712 エンクエントロス 牡5鹿 58 福永 祐一山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B490－101：46．82	 27．7�
22 ロックキャンディ 牝5黒鹿56 戸崎 圭太�Basic 根本 康広 新冠 佐藤 信広 B512＋ 41：46．9クビ 7．7�
11 ピントゥリッキオ 牝4鹿 56 内田 博幸大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 450－121：47．11	 21．1
45 ダイチヴュルデ 牡6鹿 58 K．マリヨン 	荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 442＋ 21：47．2クビ 62．7�

（豪）

33 ティーラウレア 牡3鹿 56 中野 省吾深見 富朗氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 540－ 41：47．3� 7．8�
（船橋）

610� ヌ ー ナ 牝5黒鹿56 E．ダシルヴァ 岡田 牧雄氏 小島 茂之 米
Frank McEn-
tee & Frank-
fort Park Farm

534± 01：47．4	 142．9�
（加）

46 ハヤブサプリプリ 牝4鹿 56 K．マカヴォイ 武田 修氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466＋ 21：48．14 26．6�
（豪）

813� ロマンホープ 牡5黒鹿58 T．クウィリー菅 實氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 466＋ 21：48．41� 197．4�
（英）

34 プティットクルール 牝3黒鹿54 田辺 裕信首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 436＋ 41：48．72 28．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，929，600円 複勝： 53，062，900円 枠連： 22，271，200円
馬連： 100，992，500円 馬単： 44，816，100円 ワイド： 53，428，000円
3連複： 134，751，400円 3連単： 177，863，600円 計： 628，115，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 180円 � 150円 枠 連（7－8） 900円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 420円 �� 390円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，230円 3 連 単 ��� 6，440円

票 数

単勝票数 計 409296 的中 � 70104（3番人気）
複勝票数 計 530629 的中 � 85280（2番人気）� 70740（3番人気）� 98916（1番人気）
枠連票数 計 222712 的中 （7－8） 19079（3番人気）
馬連票数 計1009925 的中 �� 72649（3番人気）
馬単票数 計 448161 的中 �� 15117（6番人気）
ワイド票数 計 534280 的中 �� 32122（3番人気）�� 34805（1番人気）�� 34577（2番人気）
3連複票数 計1347514 的中 ��� 81819（1番人気）
3連単票数 計1778636 的中 ��� 20017（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―19．2―32．2―45．1―57．4―1：09．4―1：21．4―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウバッハ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．2．27 阪神15着

2013．4．17生 牡4栗 母 リバーサウンド 母母 チームカラーズ 16戦4勝 賞金 40，755，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※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。



24047 8月27日 晴 良 （29札幌2）第4日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第12回キーンランドカップ（ＧⅢ）

発走15時35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53�4歳以上56�，牝馬2�
減，28．8．27以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，28．8．26以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

キーンランド協会賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

68 エ ポ ワ ス �9鹿 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 496＋201：09．0 21．2�
711 ソルヴェイグ 牝4栗 54 川田 将雅�G1レーシング 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋ 4 〃 クビ 4．7�
56 ナックビーナス 牝4青鹿54 横山 典弘小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 526＋101：09．1
 11．4�
57 フミノムーン 牡5栗 56 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 456＋ 41：09．2
 18．4�
812� ライトフェアリー 牝5鹿 54 内田 博幸和田 吉弘氏 石毛 善彦 新冠 イワミ牧場 B488＋ 41：09．3� 56．9�
69 モンドキャンノ 牡3鹿 53 戸崎 圭太ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 472± 01：09．4� 4．3	
813 メイソンジュニア 牡3鹿 53 M．デムーロ �カナヤマホールディングス 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：09．61 8．4

33 ネ ロ 牡6栗 57 中野 省吾西山 茂行氏 森 秀行 新ひだか 本桐牧場 466－121：09．7クビ 16．8�

（船橋）

22 � イ ッ テ ツ 牡5鹿 56 藤岡 佑介林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-
stown Stud 484± 01：10．01� 12．4�

45 ノ ボ バ カ ラ 牡5栗 57 田辺 裕信�LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 496－ 61：10．1
 14．5
11 ブランボヌール 牝4芦 55 三浦 皇成前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 448＋ 81：10．52
 12．7�
44 � ヒルノデイバロー 牡6黒鹿56 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 新冠 カミイスタット B524＋ 41：10．6クビ 13．1�
710 シ ュ ウ ジ 牡4鹿 58 J．モレイラ安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 492－ 81：12．5大差 8．2�

（香港）

（13頭）

売 得 金
単勝： 181，704，900円 複勝： 242，142，200円 枠連： 114，121，700円
馬連： 627，859，600円 馬単： 238，013，400円 ワイド： 294，441，900円
3連複： 1，039，541，600円 3連単： 1，513，089，100円 計： 4，250，914，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 550円 � 190円 � 340円 枠 連（6－7） 570円

馬 連 �� 4，570円 馬 単 �� 13，640円

ワ イ ド �� 1，740円 �� 3，000円 �� 860円

3 連 複 ��� 15，390円 3 連 単 ��� 114，130円

票 数

単勝票数 計1817049 的中 � 68499（12番人気）
複勝票数 計2421422 的中 � 98230（12番人気）� 402275（2番人気）� 173549（7番人気）
枠連票数 計1141217 的中 （6－7） 154680（1番人気）
馬連票数 計6278596 的中 �� 106287（17番人気）
馬単票数 計2380134 的中 �� 13087（63番人気）
ワイド票数 計2944419 的中 �� 43257（22番人気）�� 24567（49番人気）�� 91698（3番人気）
3連複票数 計10395416 的中 ��� 50654（57番人気）
3連単票数 計15130891 的中 ��� 9611（497番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．6―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―45．1―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エ ポ ワ ス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．4．2 阪神1着

2008．5．21生 �9鹿 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター 29戦7勝 賞金 202，190，000円
〔その他〕 ブランボヌール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブランボヌール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年9月27日まで出走できない。
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエポワス号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

24048 8月27日 晴 良 （29札幌2）第4日 第12競走 ��
��1，800�2017ワールドオールスタージョッキーズ第4戦

発走16時15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 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

813� ルグランフリソン 牡4鹿 58 E．ダシルヴァ 前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern
Stables, LLC 462－181：48．8 7．7�

（加）

45 ギブアンドテイク 	6栗 58 武 豊嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 470－ 4 〃 ハナ 41．9�
69 
 ケージーキンカメ 牡6黒鹿58 A．クラストゥス 岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新ひだか 松本牧場 476－ 41：49．22� 93．9�

（仏）

712 テリトーリアル 牡3栗 56 K．マカヴォイ 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 474＋ 61：49．3� 7．3�

（豪）

610 マイネルユニブラン 牡3黒鹿56 中野 省吾 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 524＋ 81：49．5� 39．7�

（船橋）

34 タイセイアプローズ 牡5鹿 58 内田 博幸田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 462＋ 2 〃 クビ 17．5	
58 アドマイヤメテオ 	6青鹿58 J．モレイラ近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：49．7� 11．1


（香港）

57 シ ャ ラ ラ 牝4鹿 56 C．ルメール Him Rock Racing 上原 博之 浦河 中島牧場 492＋ 41：49．8� 4．1�
46 オウケンブラック 牡6鹿 58 K．マリヨン 福井 明氏 田中 剛 洞湖 レイクヴィラファーム 482－ 4 〃 ハナ 15．6�

（豪）

814 ラ デ ィ ウ ス 牡6鹿 58 T．クウィリー名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 470± 01：50．11� 12．2
（英）

33 エニグマバリエート 牡5青鹿58 戸崎 圭太平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 494－ 21：50．2クビ 4．9�
711 ワイルドダンサー 牡5鹿 58 田辺 裕信草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 506＋161：50．73 9．2�
22 
 レッドベリンダ 牝5鹿 56 福永 祐一 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B468＋ 81：51．23 17．7�
11 ニシノオタケビ 牡5鹿 58 M．デムーロ西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 472－ 81：52．05 40．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 68，344，200円 複勝： 91，496，200円 枠連： 41，013，500円
馬連： 159，431，100円 馬単： 67，092，200円 ワイド： 85，818，900円
3連複： 223，457，500円 3連単： 303，198，500円 計： 1，039，852，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 330円 � 1，310円 � 2，300円 枠 連（4－8） 2，490円

馬 連 �� 32，050円 馬 単 �� 53，470円

ワ イ ド �� 9，280円 �� 11，420円 �� 21，050円

3 連 複 ��� 450，510円 3 連 単 ��� 1，962，660円

票 数

単勝票数 計 683442 的中 � 70819（4番人気）
複勝票数 計 914962 的中 � 83849（4番人気）� 17307（12番人気）� 9659（14番人気）
枠連票数 計 410135 的中 （4－8） 12731（9番人気）
馬連票数 計1594311 的中 �� 3854（69番人気）
馬単票数 計 670922 的中 �� 941（125番人気）
ワイド票数 計 858189 的中 �� 2393（75番人気）�� 1942（80番人気）�� 1050（89番人気）
3連複票数 計2234575 的中 ��� 372（358番人気）
3連単票数 計3031985 的中 ��� 112（1999番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．6―36．5―48．4―1：00．4―1：12．4―1：24．4―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ルグランフリソン �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Theatrical デビュー 2015．8．2 新潟1着

2013．3．21生 牡4鹿 母 Leaning Tower 母母 Valse Musette 20戦4勝 賞金 80，546，000円
〔その他〕 ラディウス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ラディウス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年9月27日まで出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

２レース目
４レース目



（29札幌2）第4日 8月27日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 160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

244，100，000円
2，530，000円
15，840，000円
2，410，000円
32，300，000円
33，620，000円
64，794，000円
17，653，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
556，746，400円
796，113，300円
288，714，600円
1，305，491，700円
585，947，200円
698，081，900円
1，942，556，600円
2，830，169，200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 9，003，820，900円

総入場人員 19，178名 （有料入場人員 16，910名）
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