
24001 8月18日 晴 良 （30札幌2）第1日 第1競走 ��1，200�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
1：09．5
1：07．8

良
良

33 イッツクール 牡2栗 54 松田 大作久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 440－ 41：10．0 2．2�

44 ファンシャン 牝2栃栗54 柴山 雄一�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 426＋ 41：10．74 5．3�

66 ファムファタル 牝2鹿 54 J．モレイラ�Shadow 栗田 徹 浦河 絵笛牧場 486± 01：11．44 2．2�
（伯刺）

77 トーセングラート 牝2鹿 54 黛 弘人島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ
スティファーム 442± 01：11．5� 15．7	

22 ハヤブサヴィーナス 牝2鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 日高 坂 牧場 418－ 41：11．71� 30．0

55 タ ナ ロ ッ ト 牝2黒鹿54 長岡 禎仁�ミルファーム 斎藤 誠 新ひだか 坂本 智広 458＋ 61：11．91� 128．0�
11 オーミマサムネ 牡2栗 54

53 ☆井上 敏樹岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新ひだか 聖心台牧場 430－ 81：13．9大差 72．0�
（7頭）

売 得 金
単勝： 20，212，900円 複勝： 21，156，300円 枠連： 発売なし
馬連： 24，292，600円 馬単： 18，801，900円 ワイド： 15，026，200円
3連複： 29，517，200円 3連単： 87，376，600円 計： 216，383，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 130円 �� 110円 �� 140円

3 連 複 ��� 170円 3 連 単 ��� 960円

票 数

単勝票数 計 202129 的中 � 75510（1番人気）
複勝票数 計 211563 的中 � 71355（1番人気）� 44030（3番人気）
馬連票数 計 242926 的中 �� 47882（2番人気）
馬単票数 計 188019 的中 �� 23416（3番人気）
ワイド票数 計 150262 的中 �� 26296（2番人気）�� 42984（1番人気）�� 23021（3番人気）
3連複票数 計 295172 的中 ��� 129311（1番人気）
3連単票数 計 873766 的中 ��� 65545（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．4―11．3―11．2―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．8―35．1―46．3―57．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．9
3 3，4，6，2，7（5，1） 4 3，4，6－2（5，7）－1
JRA育成馬

勝馬の
紹 介

イッツクール 
�
父 アルデバランⅡ 

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2018．6．16 阪神9着

2016．4．10生 牡2栗 母 タキオンメーカー 母母 タ ッ キ ー ナ 3戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 タナロット号の調教師斎藤誠は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オーミマサムネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月18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。

24002 8月18日 晴 良 （30札幌2）第1日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10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
1：48．4
1：45．6

良
良

44 シェーングランツ 牝2青鹿54 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 480－ 21：51．1 2．0�
77 ブラックウォーリア 牡2鹿 54 J．モレイラ佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 496＋ 61：52．05 2．6�

（伯刺）

33 コパノマーティン 牡2黒鹿54 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 474－ 21：52．32 19．4�
66 トーセンジェロニモ 牡2栗 54

52 △菊沢 一樹島川 �哉氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 472＋ 21：52．51� 29．7�
55 サトノサイベリー 牝2鹿 54 池添 謙一 	サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 430－ 2 〃 ハナ 4．6

22 キャリーオン 牡2鹿 54 菱田 裕二	ノースヒルズ 河内 洋 新冠 株式会社

ノースヒルズ 436＋ 41：52．92� 122．6�
11 イリュージョニスト 牡2黒鹿54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 中舘 英二 日高 坂 牧場 478± 01：53．64 179．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 24，284，900円 複勝： 19，732，600円 枠連： 発売なし
馬連： 24，707，300円 馬単： 19，563，300円 ワイド： 13，395，900円
3連複： 28，245，700円 3連単： 84，879，100円 計： 214，808，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 330円

ワ イ ド �� 140円 �� 370円 �� 410円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，150円

票 数

単勝票数 計 242849 的中 � 101640（1番人気）
複勝票数 計 197326 的中 � 64380（1番人気）� 58691（2番人気）
馬連票数 計 247073 的中 �� 87863（1番人気）
馬単票数 計 195633 的中 �� 43480（1番人気）
ワイド票数 計 133959 的中 �� 33357（1番人気）�� 7514（4番人気）�� 6554（5番人気）
3連複票数 計 282457 的中 ��� 26647（2番人気）
3連単票数 計 848791 的中 ��� 28606（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．0―36．2―48．7―1：01．5―1：13．9―1：26．3―1：38．8

コーナー
通過順位

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

2
4
7－3－6，5，1，4，2
7－3－（1，6，5，4）2

勝馬の
紹 介

シェーングランツ 
�
父 ディープインパクト 

�
母父 Monsun デビュー 2018．7．29 札幌5着

2016．1．29生 牝2青鹿 母 ス タ セ リ タ 母母 Soignee 2戦1勝 賞金 5，700，000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１日



24003 8月18日 晴 稍重 （30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55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

69 シネマソングス 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社
吉田ファーム 430＋ 81：46．6 6．8�

58 スイートレモネード 牝3鹿 54
52 △横山 武史 �キャロットファーム 武 英智 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436± 01：47．13 8．0�
814 ク イ ン チ 牝3栗 54 J．モレイラ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 21：47．31� 2．7�
（伯刺）

46 ダイヤモンドベガ 牝3栗 54 吉田 隼人佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 428＋ 81：47．4� 17．6�
610 ヴォーティブ 牝3栗 54 松田 大作佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：48．35 40．9	
33 メイショウタンゴ 牝3黒鹿54 小崎 綾也松本 好雄氏 石橋 守 浦河 山田 昇史 458± 01：48．61� 8．0

45 サンダルース 牝3鹿 54 西村 太一 �加藤ステーブル 清水 英克 新冠 石田牧場 462＋161：49．13 281．1�
11 ソ ル フ ァ 牝3鹿 54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 492＋ 41：49．2� 18．2�
813 スプレンジーナ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太�長浜牧場 大和田 成 千歳 社台ファーム 396－ 61：49．3クビ 24．6
57 ハコダテダリア 牝3栗 54 藤岡 康太河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 442－141：50．04 61．8�
34 カワキタロック 牝3鹿 54 古川 吉洋川島 吉男氏 杉山 晴紀 新ひだか 木田牧場 484－ 21：50．31� 4．0�
711 キタノタマテバコ 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹北所 直人氏 吉田 直弘 日高 シンボリ牧場 428＋101：50．51� 30．1�
712 ジュンサロマ 牝3鹿 54 柴山 雄一河合 純二氏 斎藤 誠 新冠 川上牧場 458－ 41：51．45 77．1�

（13頭）
22 ショーコーズ 牝3栗 54 丹内 祐次吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 矢野牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，755，200円 複勝： 33，341，100円 枠連： 10，217，300円
馬連： 37，277，100円 馬単： 19，104，700円 ワイド： 30，764，800円
3連複： 56，380，200円 3連単： 66，780，900円 計： 277，621，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 180円 � 190円 � 140円 枠 連（5－6） 2，020円

馬 連 �� 2，400円 馬 単 �� 5，050円

ワ イ ド �� 640円 �� 440円 �� 400円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 17，980円

票 数

単勝票数 計 237552 的中 � 27601（3番人気）
複勝票数 計 333411 的中 � 46803（3番人気）� 42141（4番人気）� 67678（1番人気）
枠連票数 計 102173 的中 （5－6） 3914（7番人気）
馬連票数 計 372771 的中 �� 12018（11番人気）
馬単票数 計 191047 的中 �� 2836（22番人気）
ワイド票数 計 307648 的中 �� 11703（7番人気）�� 17950（5番人気）�� 20390（3番人気）
3連複票数 計 563802 的中 ��� 17544（5番人気）
3連単票数 計 667809 的中 ��� 2692（46番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．6―43．3―56．1―1：08．3―1：20．7―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シネマソングス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Yonaguska デビュー 2017．12．9 中山12着

2015．3．27生 牝3黒鹿 母 アースリヴィング 母母 Etoufee 7戦1勝 賞金 9，050，000円
〔出走取消〕 ショーコーズ号は，疾病〔右前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
※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18日 晴 稍重 （30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25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

55 ミヤジサクラコ 牝3鹿 54 城戸 義政曽我 司氏 鈴木 孝志 浦河 村中牧場 440± 0 59．5 3．1�
33 シップフォクイーン 牝3鹿 54

52 △横山 武史 �グリーンファーム牧浦 充徳 新ひだか 土田 扶美子 474＋ 2 59．71� 10．0�
68 サンデンクレール 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太山田 春枝氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 466＋ 21：00．12� 69．2�
812 ダノンチェリー 牝3鹿 54 小崎 綾也�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋121：00．2� 9．2�
44 サンオデッサ 牝3黒鹿54 西村 太一 �加藤ステーブル 新開 幸一 様似 富田 恭司 460＋ 6 〃 クビ 12．9�
811 ベ リ ン ダ 牝3栗 54 柴山 雄一�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 424± 01：00．3クビ 19．2	
79 ラッキーチャンス 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 460＋ 81：00．51� 26．3

67 レッドゼノビア 牝3栗 54 丸山 元気 �東京ホースレーシング 大久保龍志 千歳 社台ファーム 454＋ 41：00．71� 19．5�
56 カレンヒップスター 牡3鹿 56 菱田 裕二鈴木 隆司氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 452＋ 61：00．8� 103．8�
22 ロードレジェンド 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 41：01．01� 23．0
710 ヴェールレガロ 牡3栗 56 C．ルメール 水谷 昌晃氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 492－ 81：01．31� 2．4�
11 ディアフェルスパー 	3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 452－ 4 〃 ハナ 30．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 25，666，100円 複勝： 29，622，700円 枠連： 8，098，100円
馬連： 37，421，500円 馬単： 19，423，800円 ワイド： 27，076，000円
3連複： 48，759，100円 3連単： 63，893，800円 計： 259，961，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 220円 � 1，110円 枠 連（3－5） 1，080円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 310円 �� 3，020円 �� 6，930円

3 連 複 ��� 21，080円 3 連 単 ��� 80，700円

票 数

単勝票数 計 256661 的中 � 64878（2番人気）
複勝票数 計 296227 的中 � 72869（1番人気）� 33703（4番人気）� 4781（11番人気）
枠連票数 計 80981 的中 （3－5） 5767（4番人気）
馬連票数 計 374215 的中 �� 28834（2番人気）
馬単票数 計 194238 的中 �� 9275（3番人気）
ワイド票数 計 270760 的中 �� 26216（2番人気）�� 2119（35番人気）�� 910（54番人気）
3連複票数 計 487591 的中 ��� 1734（72番人気）
3連単票数 計 638938 的中 ��� 574（271番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―12．0―12．0―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―23．2―35．2―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミヤジサクラコ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2017．10．14 京都3着

2015．4．12生 牝3鹿 母 ミヤジプロスパー 母母 タツノメロウ 11戦1勝 賞金 10，850，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ミヤジサクラコ号の騎手城戸義政は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・1番）
※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。
（非当選馬） 7頭 ステラストラータ号・ディオブルネッタ号・ナンヨーセゾニエ号・ペルランドール号・マイラティーシャ号・

ラヴコネクション号・ラッキーユー号



24005 8月18日 晴 良 （30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15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

66 エレナレジーナ 牝2鹿 54 藤岡 康太広尾レース� 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 408 ―1：32．8 13．6�
11 ヘ リ オ ス 牡2黒鹿54 C．ルメール �KTレーシング 友道 康夫 浦河 桑田牧場 472 ―1：32．9� 3．6�
55 マードレヴォイス 牡2栗 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 462 ―1：33．11� 17．8�
44 ピンクブロッサム 牝2栗 54 J．モレイラ H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 ハナ 1．4�

（伯刺）

22 モズコールズ 牝2鹿 54 松岡 正海 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新冠 三村 卓也 408 ―1：33．73� 11．2�
33 ヨドノミラクル 牡2栗 54 四位 洋文海原 聖一氏 鹿戸 雄一 浦河 林農場 470 ―1：33．8クビ 55．9	
77 リベラルタイプ 牝2青鹿54 柴山 雄一 
社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム 430 ― 〃 アタマ 40．2�
88 リーガルマインド 牡2鹿 54 菱田 裕二畑佐 博氏 河内 洋 浦河 高松牧場 454 ―1：35．9大差 91．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 34，815，700円 複勝： 71，056，600円 枠連： 発売なし
馬連： 33，955，200円 馬単： 24，690，900円 ワイド： 20，248，600円
3連複： 36，434，900円 3連単： 98，970，900円 計： 320，172，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 730円 � 310円 � 830円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，020円 馬 単 �� 5，700円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，180円 �� 460円

3 連 複 ��� 4，660円 3 連 単 ��� 34，980円

票 数

単勝票数 計 348157 的中 � 21714（4番人気）
複勝票数 計 710566 的中 � 24122（4番人気）� 68932（2番人気）� 21016（5番人気）
馬連票数 計 339552 的中 �� 12968（6番人気）
馬単票数 計 246909 的中 �� 3246（15番人気）
ワイド票数 計 202486 的中 �� 11856（5番人気）�� 4068（12番人気）�� 11618（7番人気）
3連複票数 計 364349 的中 ��� 5859（12番人気）
3連単票数 計 989709 的中 ��� 2051（78番人気）

ハロンタイム 7．0―12．5―12．5―12．8―12．5―12．2―11．7―11．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．0―19．5―32．0―44．8―57．3―1：09．5―1：21．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

エレナレジーナ 
�
父 ノヴェリスト 

�
母父 ファルブラヴ 初出走

2016．4．17生 牝2鹿 母 フェニーチェ 母母 エルフィンフェザー 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

24006 8月18日 晴 稍重 （30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45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

22 ディナミーデン 牡3芦 56 横山 典弘ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 462＋ 61：47．7 1．4�
11 サトノゲイル 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 468＋ 21：47．91� 7．9�
57 ホッコーエレノア 牝3芦 54 小崎 綾也北幸商事� 戸田 博文 日高 川端 正博 514＋ 61：48．32� 16．3�
34 アスールダリア 牝3栗 54 国分 恭介安原 浩司氏 西村 真幸 日高 幾千世牧場 438＋ 41：48．72� 6．3�
58 ソ ン タ ク 牡3鹿 56 古川 吉洋田頭 勇貴氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 438＋121：48．8クビ 22．1�
610 カフジデューク 牡3芦 56 川島 信二加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 448－ 21：49．01� 27．6	
814 クリノペーテルス 牝3鹿 54 松田 大作栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 春木 昭雄 476＋ 61：49．1� 271．4

69 キリンノツバサ 牡3栗 56 丸山 元気本多 敏行氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 450± 01：49．2� 10．0�
46 メイショウツヅラ 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三栄牧場 434＋ 21：50．79 196．0�
813 タイセイレーベン 牡3栗 56 勝浦 正樹田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 516＋ 2 〃 ハナ 59．1
712 ヴァリアスシチー 牡3鹿 56 柴山 雄一 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新冠 ムラカミファーム 460± 01：50．8� 146．6�
33 アマゾンチャック 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹�下河辺牧場 林 徹 日高 下河辺牧場 464＋ 21：51．01� 260．8�
711 シュネルスト 牡3栗 56

54 △菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 栗田 博憲 新ひだか 藤本牧場 B508＋ 81：51．21� 292．5�

45 メイケイフウジン 牡3芦 56 藤岡 康太名古屋競馬� 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B542＋ 81：58．0大差 59．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，061，100円 複勝： 69，235，500円 枠連： 7，852，400円
馬連： 29，791，900円 馬単： 21，493，000円 ワイド： 22，984，900円
3連複： 41，038，800円 3連単： 73，712，500円 計： 290，170，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 200円 � 370円 枠 連（1－2） 600円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 280円 �� 520円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 5，810円

票 数

単勝票数 計 240611 的中 � 128550（1番人気）
複勝票数 計 692355 的中 � 525632（1番人気）� 27353（4番人気）� 11725（7番人気）
枠連票数 計 78524 的中 （1－2） 10126（3番人気）
馬連票数 計 297919 的中 �� 36980（3番人気）
馬単票数 計 214930 的中 �� 19899（3番人気）
ワイド票数 計 229849 的中 �� 24356（3番人気）�� 11013（4番人気）�� 3018（17番人気）
3連複票数 計 410388 的中 ��� 11908（10番人気）
3連単票数 計 737125 的中 ��� 9190（15番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―12．3―12．5―12．3―12．2―12．8―13．4―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．6―30．9―43．4―55．7―1：07．9―1：20．7―1：34．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．8
1
3
4（9，12，13）2－3，7，6，10，14－（1，8）5－11
4（9，13）2－12，7，3，10（6，8）（14，1）＝11＝5

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

勝馬の
紹 介

ディナミーデン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブラックタイアフェアー デビュー 2017．7．29 新潟7着

2015．3．28生 牡3芦 母 レイナワルツ 母母 レイナロバリー 12戦1勝 賞金 15，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイケイフウジン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月18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。
（非抽選馬） 5頭 ネオテスタメント号・ハローダーリン号・ペイシャキャサリン号・ペイシャスター号・ロイヤルオペラ号



24007 8月18日 晴 良 （30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15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

816 テ ィ イ 牝3黒鹿54 J．モレイラ近藤 英子氏 大竹 正博 登別 青藍牧場 432＋ 42：03．5 3．6�
（伯刺）

714 ペイシャレイナ 牝3鹿 54
53 ☆井上 敏樹北所 直人氏 高橋 義博 日高 宝寄山 忠則 446＋ 42：03．71� 20．6�

47 クイーンズトゥルー 牝3黒鹿54 柴田 善臣 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 430± 02：04．12� 5．7�

59 ターフェルムジーク 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 422＋ 62：04．2クビ 25．9�
24 キングジョーカ 牡3鹿 56 蛯名 正義�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468－ 6 〃 ハナ 12．8	
23 ニシノフリヒメ 牝3栗 54 古川 吉洋西山 茂行氏 的場 均 浦河 谷川牧場 418± 0 〃 クビ 140．6

12 ナ ポ リ タ ン 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 472＋102：04．51	 156．8�

510 パ ス テ ィ ス 牡3青 56 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 484＋102：04．92� 2．0�

713 カシノデジール 牝3鹿 54
52 △菊沢 一樹柏木 務氏 天間 昭一 日高 藤本ファーム 426＋ 62：05．0	 18．1

36 コスモダリア 牝3鹿 54
52 △横山 武史田中 由子氏 小島 茂之 新冠 大栄牧場 410－ 22：05．21 263．1�

35 ブ ケ パ ロ ス 牡3黒鹿56 小崎 綾也小田 吉男氏 中竹 和也 新ひだか 山際セントラルスタッド 446－ 2 〃 クビ 176．2�
11 ヒロシゲセブン 牡3鹿 56 池添 謙一�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 494－ 22：05．41� 33．7�
611 バトルガニアン 牡3栗 56 丹内 祐次宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B444＋ 4 〃 ハナ 188．3�
48 ベ リ ー タ 牝3栗 54 松岡 正海 �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＋ 22：05．93 34．9�
612 シンアンドケン 牡3鹿 56 松田 大作 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 478－ 42：06．64 197．2�
815 イ ー リ ス 牝3栗 54 長岡 禎仁�谷岡牧場 菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 458－ 42：07．23� 197．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，001，600円 複勝： 29，494，000円 枠連： 12，264，900円
馬連： 35，660，100円 馬単： 17，380，600円 ワイド： 27，272，400円
3連複： 51，676，400円 3連単： 67，778，700円 計： 266，528，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 190円 � 370円 � 190円 枠 連（7－8） 1，900円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 1，140円 �� 530円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 6，700円 3 連 単 ��� 36，940円

票 数

単勝票数 計 250016 的中 � 54162（2番人気）
複勝票数 計 294940 的中 � 45221（2番人気）� 17296（6番人気）� 44171（3番人気）
枠連票数 計 122649 的中 （7－8） 4977（9番人気）
馬連票数 計 356601 的中 �� 7339（13番人気）
馬単票数 計 173806 的中 �� 2068（19番人気）
ワイド票数 計 272724 的中 �� 5987（14番人気）�� 14079（5番人気）�� 4645（15番人気）
3連複票数 計 516764 的中 ��� 5778（20番人気）
3連単票数 計 677787 的中 ��� 1330（110番人気）

ハロンタイム 13．1―11．3―12．7―12．9―12．8―12．4―11．7―12．1―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．4―37．1―50．0―1：02．8―1：15．2―1：26．9―1：39．0―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テ ィ イ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2017．11．26 東京12着

2015．4．24生 牝3黒鹿 母 ミスユニバース 母母 スリーダイメンションズ 8戦1勝 賞金 7，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 オークヒルロッジ号・マイネルテンプス号
（非抽選馬） 1頭 デルマベリーニ号
※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18日 晴 稍重 （30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45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 サトノヴィクトリー 牡4鹿 57 J．モレイラ里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 458＋102：35．8 4．4�
（伯刺）

68 ランドジュピター 牡4鹿 57 城戸 義政木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 458＋ 22：36．01 14．4�
22 � アポロリベリオン 牡5鹿 57 C．ルメール アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 米 Rabbah Blood-

stock LLC 486＋ 4 〃 ハナ 5．5�
812� イ グ レ ッ ト 牝3栗 52

50 △横山 武史前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills
Co. Ltd. B460＋ 62：36．21	 10．4�

11 ヨ シ ヒ コ 牡4黒鹿 57
56 ☆加藤 祥太菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 ノーザンファーム B484＋ 22：36．83	 3．1�

67 メ ヌ エ ッ ト 牝4芦 55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 466＋122：37．11
 17．0	
79 � リ ー ダ ー ズ 牡6鹿 57 黛 弘人平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 496＋ 4 〃 クビ 369．2

710� フ ラ テ ッ リ 牡3栗 52 池添 謙一吉田 和美氏 池添 学 豪

China Horse Club Racing Pty
Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,Worldwide Bloodstock

530－ 82：37．2
 5．3�
56 � トモジャプリマ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 452＋ 22：37．3	 66．0�
33 ペイシャジャン 牡3鹿 54 畑端 省吾北所 直人氏 吉田 直弘 様似 清水スタッド 510＋ 42：37．93	 19．3
44 フ ク キ タ ル 牝3黒鹿52 松岡 正海佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 464＋ 42：39．28 30．2�
55 サーブルノワール 牡4青鹿57 柴山 雄一 �シルクレーシング 和田 勇介 浦河 谷口牧場 502－ 8 （競走中止） 45．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，308，200円 複勝： 30，279，800円 枠連： 11，470，200円
馬連： 37，507，800円 馬単： 19，605，000円 ワイド： 28，409，600円
3連複： 53，206，100円 3連単： 68，682，100円 計： 275，468，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 200円 � 300円 � 220円 枠 連（6－8） 1，210円

馬 連 �� 3，770円 馬 単 �� 6，280円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 390円 �� 930円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 27，250円

票 数

単勝票数 計 263082 的中 � 47058（2番人気）
複勝票数 計 302798 的中 � 43491（2番人気）� 23386（6番人気）� 37634（4番人気）
枠連票数 計 114702 的中 （6－8） 7315（5番人気）
馬連票数 計 375078 的中 �� 7695（15番人気）
馬単票数 計 196050 的中 �� 2338（28番人気）
ワイド票数 計 284096 的中 �� 6189（15番人気）�� 20451（2番人気）�� 7500（13番人気）
3連複票数 計 532061 的中 ��� 8833（18番人気）
3連単票数 計 686821 的中 ��� 1827（96番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．0―37．9―50．9―1：04．0―1：17．6―1：31．1―1：43．7―1：56．2―2：09．1―2：22．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノヴィクトリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Rossini デビュー 2016．11．12 東京7着

2014．2．21生 牡4鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 8戦2勝 賞金 14，000，000円
〔競走中止〕 サーブルノワール号は，競走中に異常歩様となったため2周目3コーナーで競走中止。
〔調教再審査〕 サーブルノワール号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 オールウェイズゼア号・ゴッドスパロウ号・ステリファラス号・フォースリッチ号・リセンティート号
※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。



24009 8月18日 晴 稍重 （30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

44 クルークハイト 牝4芦 55 J．モレイラ �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 466＋ 41：45．9 3．7�
（伯刺）

57 バニーテール 牝4芦 55 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 486＋ 21：46．11 2．0�

33 ボードウォーク 牝3鹿 52 黛 弘人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B442＋ 2 〃 ハナ 5．9�

11 リュミエールドール 牝4鹿 55 丸山 元気 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 506－121：47．16 21．7�

22 ワタシノロザリオ 牝4青鹿55 菱田 裕二 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 444＋ 2 〃 アタマ 26．1	

812 アポロユッキー 牝4鹿 55 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新冠 渋谷 一郎 532＋ 21：47．31 13．1

45 タガノアニード 牝4黒鹿 55

53 △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＋ 61：47．4� 15．5�

69 サ ン ヘ レ ナ 牝5鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 496－ 21：47．61� 85．7�

710 プリエンプト 牝4栗 55 藤岡 康太 �社台レースホース斎藤 誠 千歳 社台ファーム 476＋ 61：48．02� 30．0
56 プティットクルール 牝4黒鹿55 国分 恭介首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 466＋26 〃 クビ 68．3�
68 ブルレジーナ 牝3栗 52 池添 謙一髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 450＋121：48．31� 67．8�
813 コンダクトレス 牝3黒鹿 52

50 △菊沢 一樹 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 444－ 81：48．4� 130．7�
711	 プリンセスヨウク 牝4鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B444＋ 41：48．72 53．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，523，700円 複勝： 48，685，600円 枠連： 13，086，400円
馬連： 49，087，900円 馬単： 24，868，600円 ワイド： 39，331，500円
3連複： 75，695，100円 3連単： 101，465，000円 計： 387，743，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 110円 � 130円 枠 連（4－5） 330円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 180円 �� 280円 �� 230円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 355237 的中 � 75352（2番人気）
複勝票数 計 486856 的中 � 78459（2番人気）� 174763（1番人気）� 75494（3番人気）
枠連票数 計 130864 的中 （4－5） 30155（1番人気）
馬連票数 計 490879 的中 �� 102714（1番人気）
馬単票数 計 248686 的中 �� 18303（3番人気）
ワイド票数 計 393315 的中 �� 60299（1番人気）�� 31957（3番人気）�� 42027（2番人気）
3連複票数 計 756951 的中 ��� 90319（1番人気）
3連単票数 計1014650 的中 ��� 20305（3番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．4―13．1―12．6―11．9―12．4―12．6―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．5―43．6―56．2―1：08．1―1：20．5―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クルークハイト �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アドマイヤベガ デビュー 2016．7．9 中京2着

2014．4．4生 牝4芦 母 ヴァイスハイト 母母 ソ ニ ン ク 18戦3勝 賞金 39，800，000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。

24010 8月18日 晴 良 （30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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

33 � トーセンスーリヤ 牡3栗 54 四位 洋文島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ
スティファーム 466＋ 21：49．1 6．0�

67 バールドバイ 牡3鹿 54 C．ルメールゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492－ 21：49．31	 2．8�

44 シスターフラッグ 牝3黒鹿52 丸田 恭介小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 508＋10 〃 クビ 13．7�
79 
 バ リ ン グ ラ 牡4鹿 57 J．モレイラ �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud 542＋141：49．4クビ 3．2�
（伯刺）

55 マイネルユニブラン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 524－ 21：49．82� 59．7


78 エレクトロニカ 牝4鹿 55 横山 典弘 �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 430－ 2 〃 クビ 6．6�
66 メイショウテンシャ 牡4芦 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 468－ 21：49．9クビ 6．0�
11 キョウワベルナルド 牡4鹿 57 松岡 正海�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 454－ 21：50．22 194．3
22 � ハ ナ ザ カ リ 牝3黒鹿52 蛯名 正義岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 484＋ 41：50．62� 92．1�
810 ス テ フ ィ ン 牡4鹿 57 小崎 綾也手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 470＋ 21：51．34 263．3�
811 イントゥザターフ �5鹿 57 横山 武史平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460－ 61：51．72� 278．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 44，893，400円 複勝： 50，688，000円 枠連： 15，752，300円
馬連： 74，014，800円 馬単： 36，052，700円 ワイド： 45，960，600円
3連複： 93，536，700円 3連単： 153，693，900円 計： 514，592，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 170円 � 150円 � 280円 枠 連（3－6） 630円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 370円 �� 840円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 14，120円

票 数

単勝票数 計 448934 的中 � 59453（4番人気）
複勝票数 計 506880 的中 � 82974（4番人気）� 101276（1番人気）� 37225（6番人気）
枠連票数 計 157523 的中 （3－6） 19148（2番人気）
馬連票数 計 740148 的中 �� 59477（2番人気）
馬単票数 計 360527 的中 �� 11606（8番人気）
ワイド票数 計 459606 的中 �� 34166（3番人気）�� 13297（13番人気）�� 19292（11番人気）
3連複票数 計 935367 的中 ��� 27167（12番人気）
3連単票数 計1536939 的中 ��� 7889（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―37．2―48．9―1：00．7―1：12．8―1：24．9―1：36．7

コーナー
通過順位

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

2
4

・（2，3，7）－（1，5）－（4，10）11（6，9）8・（7，3，5）（2，4）（1，9）8（6，10）－11
勝馬の
紹 介

�トーセンスーリヤ �
�
父 ローエングリン �

�
母父 デュランダル

2015．4．4生 牡3栗 母 トーセンガラシャ 母母 フェリアード 10戦1勝 賞金 29，437，000円
地方デビュー 2017．10．2 大井

※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。



24011 8月18日 晴 良 （30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，29．8．19以降30．8．12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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

66 ララエクラテール 牡6鹿 55 C．ルメールフジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 434＋122：42．1 2．6�
（法942）

11 オリエントワークス 牝5鹿 52 藤岡 康太�G1レーシング 田中 博康 安平 追分ファーム 482＋ 22：42．31� 7．9�
79 ブラックオニキス 牝4青鹿55．5 城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 422＋ 82：42．83 11．5�
67 アルムフォルツァ 牡3黒鹿53 池添 謙一﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 02：43．11� 5．2�
78 シャリオヴァルト 	5鹿 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460＋ 22：43．2� 19．1�
811 マイネルクラフト 牡5黒鹿54 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 B484＋ 82：43．3� 34．0	
810 ゴールドフラッグ 牡3黒鹿53 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B502± 02：43．51 5．0

44 アインザッツ 牡5鹿 55 J．モレイラ �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B464± 02：43．92� 6．3�

（伯刺）

55 ピッツバーグ 	5鹿 53 黛 弘人�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 B490－ 62：44．0クビ 114．8
33 エイシンミノアカ 牝5黒鹿52 丸山 元気�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 446± 02：44．63� 53．8�
22 クールエイジア 牡6鹿 54 横山 武史�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 B460± 02：45．45 267．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 58，735，700円 複勝： 74，099，900円 枠連： 29，101，400円
馬連： 164，033，300円 馬単： 73，679，100円 ワイド： 82，410，200円
3連複： 233，462，900円 3連単： 360，864，200円 計： 1，076，386，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 230円 � 240円 枠 連（1－6） 830円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 490円 �� 510円 �� 1，020円

3 連 複 ��� 3，050円 3 連 単 ��� 13，160円

票 数

単勝票数 計 587357 的中 � 176422（1番人気）
複勝票数 計 740999 的中 � 213948（1番人気）� 67828（5番人気）� 63708（6番人気）
枠連票数 計 291014 的中 （1－6） 27135（4番人気）
馬連票数 計1640333 的中 �� 98796（4番人気）
馬単票数 計 736791 的中 �� 27650（5番人気）
ワイド票数 計 824102 的中 �� 44321（4番人気）�� 42409（5番人気）�� 19596（16番人気）
3連複票数 計2334629 的中 ��� 57390（11番人気）
3連単票数 計3608642 的中 ��� 19871（41番人気）

ハロンタイム 12．9―11．1―11．9―12．9―13．0―13．3―12．9―12．6―12．1―11．8―12．5―12．8―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�
12．9―24．0―35．9―48．8―1：01．8―1：15．1―1：28．0―1：40．6―1：52．7―2：04．5―2：17．0―2：29．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ララエクラテール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ジヤツジアンジエルーチ デビュー 2015．2．22 小倉2着

2012．5．1生 牡6鹿 母 オリミツキネン 母母 ウ サ ロ マ ン 28戦4勝 賞金 73，608，000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。

24012 8月18日 晴 良 （30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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．4
1：27．4

良
良

57 ウインシャトレーヌ 牝4栗 55 J．モレイラ�ウイン 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 504＋101：30．1 2．1�
（伯刺）

44 ホッコーモモタン 牝5黒鹿55 蛯名 正義北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 424－ 2 〃 アタマ 86．1�
813 キングリッド 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 446－ 2 〃 クビ 2．6�
45 マルターズルーメン 牝3栗 52 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 420＋121：30．31 15．8�
33 � ソフトポジション 牡3鹿 54 川島 信二北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 450± 01：30．4� 125．9�
22 ステイオンザトップ 牡4栗 57 藤岡 康太 	シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 クビ 7．2

68 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿57 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476＋12 〃 クビ 7．7�
812 ジェルミナーレ 牝5鹿 55 松田 大作	ターフ・スポート松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 474＋281：30．5� 227．3�
56 � ツ キ ノ ミ チ 牝4鹿 55 松岡 正海吉井 理人氏 中野 栄治 浦河 林 孝輝 434＋101：30．6� 285．9
69 ウインストラグル 牡4黒鹿57 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 浦河 大柳ファーム 490－ 41：30．7� 85．1�
711 レセディラローナ 牝3鹿 52 丸田 恭介	下河辺牧場 奥村 武 日高 下河辺牧場 518± 0 〃 アタマ 68．1�
710� シチテンハッキ 牝4鹿 55 丹内 祐次 H.F Association 高橋 祥泰 新ひだか 大典牧場 464＋ 81：31．23 327．3�
11 クリノアスコット 牝3黒鹿52 加藤 祥太栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 宝寄山 忠則 428－ 41：31．3クビ 66．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 45，212，800円 複勝： 54，468，400円 枠連： 18，473，000円
馬連： 87，739，100円 馬単： 49，876，100円 ワイド： 52，463，000円
3連複： 122，196，600円 3連単： 223，540，400円 計： 653，969，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 700円 � 110円 枠 連（4－5） 1，180円

馬 連 �� 9，650円 馬 単 �� 11，750円

ワ イ ド �� 1，940円 �� 150円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 32，190円

票 数

単勝票数 計 452128 的中 � 169000（1番人気）
複勝票数 計 544684 的中 � 159303（2番人気）� 8731（9番人気）� 173032（1番人気）
枠連票数 計 184730 的中 （4－5） 12094（6番人気）
馬連票数 計 877391 的中 �� 7043（17番人気）
馬単票数 計 498761 的中 �� 3182（27番人気）
ワイド票数 計 524630 的中 �� 5262（18番人気）�� 133010（1番人気）�� 5542（17番人気）
3連複票数 計1221966 的中 ��� 22114（13番人気）
3連単票数 計2235404 的中 ��� 5034（73番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．5―30．4―42．3―54．1―1：06．2―1：18．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインシャトレーヌ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．2．19 東京1着

2014．5．8生 牝4栗 母 タニノハイクレア 母母 インヴァイト 13戦3勝 賞金 51，019，000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。



（30札幌2）第1日 8月18日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 137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
9，080，000円
19，060，000円
1，410，000円
17，130，000円
57，483，000円
3，562，000円
1，315，200円

勝馬投票券売得金
388，471，300円
531，860，500円
126，316，000円
635，488，600円
344，539，700円
405，343，700円
870，149，700円
1，451，638，100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 4，753，807，600円

総入場人員 14，244名 （有料入場人員 12，700名）
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