
24049 8月31日 晴 良 （1札幌2） 第5日 第1競走 ��
��2，000�2歳未勝利

発走9時50分 （芝・右）
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� 基準タイム

中央レコード
2：04．2
1：59．6

稍重
良

12 ミヤマザクラ 牝2芦 54 藤岡 佑介金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 452＋ 42：02．1レコード 2．6�

714 ナスノフォルテ 牝2黒鹿54 三浦 皇成�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 472＋ 22：02．95 135．0�

59 メリディアンローグ 牡2黒鹿54 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 464－10 〃 ハナ 1．9�
510 ア ベ ル ゴ ー 牡2鹿 54 松岡 正海臼井義太郎氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 494＋ 22：03．43 225．5�
23 エピファレーヌ 牝2黒鹿54 松田 大作広尾レース� 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 502－ 22：03．72 11．0	
713 アピテソーロ 牡2青鹿 54

53 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス� 奥平 雅士 安平 追分ファーム 486＋ 62：03．8� 25．7


48 シャーベットフィズ 牡2黒鹿54 川島 信二橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 456－ 4 〃 ハナ 605．5�
47 サイモンルグラン 牡2鹿 54 勝浦 正樹澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 486＋ 42：03．9� 99．8�
815 サンシャインキッド 牡2栗 54 菱田 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 元茂牧場 436＋ 42：04．11� 29．0
816 ジョーアドヴァンス 牡2黒鹿54 池添 謙一上田けい子氏 中竹 和也 新冠 ハシモトフアーム 486－122：04．52	 264．5�
612 ブルークレール 牝2黒鹿54 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 450± 02：04．71� 300．5�
11 ゴールデンゴール 牡2鹿 54 古川 吉洋井高 義光氏 武 英智 新ひだか 井高牧場 498± 02：05．02 461．9�
36 チ ャ ン ス 牡2青鹿54 荻野 極�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 422＋ 42：05．1クビ 370．7�
24 レディトゥラン 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 日高 天羽牧場 418＋ 8 〃 アタマ 57．0�
35 ヴィクトワールボス 牡2黒鹿54 武 豊小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 506＋ 42：05．95 13．6�
611 ギ ン ジ 牡2青鹿54 石川裕紀人本間 茂氏 相沢 郁 むかわ 上水牧場 456＋ 62：06．11	 382．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，334，100円 複勝： 85，830，600円 枠連： 9，236，200円
馬連： 39，164，800円 馬単： 24，688，000円 ワイド： 35，334，200円
3連複： 66，636，400円 3連単： 100，737，900円 計： 396，962，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 790円 � 110円 枠 連（1－7） 3，360円

馬 連 �� 7，150円 馬 単 �� 11，090円

ワ イ ド �� 2，050円 �� 150円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 3，210円 3 連 単 ��� 27，400円

票 数

単勝票数 計 353341 的中 � 113002（2番人気）
複勝票数 計 858306 的中 � 157069（2番人気）� 5486（8番人気）� 548495（1番人気）
枠連票数 計 92362 的中 （1－7） 2126（10番人気）
馬連票数 計 391648 的中 �� 4245（16番人気）
馬単票数 計 246880 的中 �� 1669（25番人気）
ワイド票数 計 353342 的中 �� 3358（20番人気）�� 88699（1番人気）�� 4840（15番人気）
3連複票数 計 666364 的中 ��� 15543（9番人気）
3連単票数 計1007379 的中 ��� 2665（76番人気）

ハロンタイム 12．7―10．5―11．7―12．7―13．1―13．1―12．5―12．5―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．2―34．9―47．6―1：00．7―1：13．8―1：26．3―1：38．8―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3

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

勝馬の
紹 介

ミヤマザクラ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2019．8．18 札幌4着

2017．5．2生 牝2芦 母 ミスパスカリ 母母 ブルーアヴェニュー 2戦1勝 賞金 6，100，000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 ジェッティー号・トーセンソワレ号

24050 8月31日 曇 稍重 （1札幌2） 第5日 第2競走 ��
��1，700�2歳未勝利

発走10時25分 （ダート・右）
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
1：44．9
1：44．9

稍重
稍重

712 デルマオニキス 牡2芦 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 456－ 21：47．7 39．9�
57 � ク レ パ ト 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星小川眞査雄氏 矢作 芳人 米
William Duignan
& Tranquility In-
vestments Limited

466－ 21：47．8� 11．1�
22 バ カ ラ 牡2栗 54 C．ルメール 杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 小泉牧場 520± 01：47．9� 1．3�
814 ディーエスプルーフ 牡2鹿 54 三浦 皇成秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 440＋ 81：48．43 25．2�
46 ウインアクティーボ 牡2鹿 54 松岡 正海�ウイン 高木 登 浦河 宮内牧場 492＋ 21：48．93 8．0�
11 ヤマノマタカ 牡2鹿 54 岩田 康誠澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 458＋ 41：49．21	 20．1	
45 ラフリッグフェル 牝2栗 54 藤岡 佑介 
社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 422－ 6 〃 アタマ 17．1�
69 ワンダーカムラング 牡2黒鹿54 石川 倭山本 能成氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 454－ 8 〃 ハナ 39．7�

（北海道）

33 フェイバリット 牡2黒鹿54 原田 和真島川 哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 448－ 2 〃 クビ 108．2�

813 ディーエスサンダー 牡2青鹿54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 飛渡牧場 456＋141：49．41
 170．6�
34 ディーププレザント 牡2栗 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 502＋101：49．61� 38．5�
610 ワイルドキャット 牝2黒鹿54 城戸 義政岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 434－ 41：50．23� 241．4�
58 ゴラッソゴール 牡2鹿 54

53 ☆横山 武史東海林貴大氏 武市 康男 新冠 松本 信行 454－ 61：50．3� 178．9�
711 サンモンテベロ 牝2黒鹿54 黛 弘人 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 賀張三浦牧場 450± 01：52．4大差 291．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，503，100円 複勝： 115，770，500円 枠連： 9，606，600円
馬連： 33，423，900円 馬単： 26，086，800円 ワイド： 30，562，600円
3連複： 49，168，800円 3連単： 87，920，600円 計： 379，042，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，990円 複 勝 � 380円 � 200円 � 100円 枠 連（5－7） 15，310円

馬 連 �� 16，930円 馬 単 �� 47，250円

ワ イ ド �� 2，940円 �� 590円 �� 320円

3 連 複 ��� 4，620円 3 連 単 ��� 117，380円

票 数

単勝票数 計 265031 的中 � 5628（9番人気）
複勝票数 計1157705 的中 � 14659（7番人気）� 35238（3番人気）� 940651（1番人気）
枠連票数 計 96066 的中 （5－7） 486（22番人気）
馬連票数 計 334239 的中 �� 1530（30番人気）
馬単票数 計 260868 的中 �� 414（65番人気）
ワイド票数 計 305626 的中 �� 2364（29番人気）�� 13038（6番人気）�� 27750（3番人気）
3連複票数 計 491688 的中 ��� 7965（19番人気）
3連単票数 計 879206 的中 ��� 543（236番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．7―29．8―43．2―56．8―1：09．7―1：22．3―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．0
1
3
・（7，10）14，13，6，5（3，8）（2，9，12）（1，4）11
7（14，6）10（13，5，1）（8，12，9）（3，2）－（11，4）

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

勝馬の
紹 介

デルマオニキス �
�
父 オンファイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．28 札幌6着

2017．4．30生 牡2芦 母 デルマトモエゴゼン 母母 シルバーネックレス 2戦1勝 賞金 5，000，000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 ダンブルドア号
※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。

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５日



24051 8月31日 雨 稍重 （1札幌2） 第5日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

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

812 フ ァ ロ 牝3黒鹿54 松田 大作�三嶋牧場 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 462＋ 4 59．2 3．8�
811 テイエムダイリン 牝3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 466± 0 59．83� 6．2�
44 グランデオーロラ 牡3栗 56 丹内 祐次 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 日高 長谷部牧場 474－ 21：00．01� 6．2�
33 モエレコネクター 牡3鹿 56 池添 謙一中村 時子氏 大竹 正博 新冠 有限会社 大

作ステーブル 502－ 41：00．31� 22．2�
11 エルマスフエルテ 牡3鹿 56 荻野 琢真増山 武志氏 羽月 友彦 浦河 �川 啓一 458＋ 21：00．4� 27．5	
79 ビービーアライヴ 牝3鹿 54 三浦 皇成�坂東牧場 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 448± 01：00．5� 3．0

710 タカラチーター 牡3鹿 56 黛 弘人村山 義男氏 藤原 辰雄 日高 原田牧場 456＋101：00．7� 115．2�
55 ローマノキュウジツ 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成フェニックスレーシング 牧浦 充徳 新ひだか 幌村牧場 B486－ 41：00．91� 20．0�
68 サウンドシュリット 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星増田 雄一氏 高橋 康之 様似 髙村 伸一 456± 01：01．21� 81．1
67 デ ィ ノ ー ラ 牝3黒鹿54 武 豊�G1レーシング 中竹 和也 千歳 社台ファーム 452＋ 81：02．05 9．1�
22 サンマルエトワール 牝3黒鹿54 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 458－12 〃 クビ 306．2�
56 シゲルアパライト 牡3鹿 56 横山 和生森中 蕃氏 石毛 善彦 新冠 大林ファーム 460－ 61：02．31� 12．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，855，700円 複勝： 36，183，300円 枠連： 9，589，900円
馬連： 33，423，200円 馬単： 17，175，100円 ワイド： 27，730，200円
3連複： 45，419，900円 3連単： 58，647，900円 計： 251，025，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 130円 � 180円 � 180円 枠 連（8－8） 830円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 310円 �� 500円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，790円 3 連 単 ��� 8，020円

票 数

単勝票数 計 228557 的中 � 47693（2番人気）
複勝票数 計 361833 的中 � 84405（1番人気）� 44825（4番人気）� 47730（3番人気）
枠連票数 計 95899 的中 （8－8） 8914（3番人気）
馬連票数 計 334232 的中 �� 35481（2番人気）
馬単票数 計 171751 的中 �� 9778（3番人気）
ワイド票数 計 277302 的中 �� 24516（2番人気）�� 13863（5番人気）�� 9079（7番人気）
3連複票数 計 454199 的中 ��� 19018（3番人気）
3連単票数 計 586479 的中 ��� 5297（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．9―35．8―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フ ァ ロ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．7．7 福島9着

2016．3．23生 牝3黒鹿 母 メイショウカガリビ 母母 チアズグレイス 12戦1勝 賞金 10，600，000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 アイファーアクター号

24052 8月31日 雨 稍重 （1札幌2） 第5日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

36 レッドクレオス 牡3栗 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470± 01：11．2 1．9�
815 ドゥシャンパーニュ 牝3青鹿 54

51 ▲団野 大成大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 422＋ 81：11．73 12．5�
510 ソルパシオン 牡3栗 56 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 41：11．8� 12．7�
816 マイネルカゲツ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 新冠 ビッグレッドファーム 452－ 2 〃 ハナ 27．2�
612 フェニアンサイクル 牝3鹿 54 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 日高 高山牧場 426± 0 〃 ハナ 13．9�
59 ボ ナ セ ー ラ 牡3鹿 56 武 豊山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B462－ 2 〃 アタマ 8．3	
47 マ カ リ カ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 438＋ 6 〃 ハナ 10．9

611 マ ル ニ 牝3青鹿54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 堀 宣行 日高 戸川牧場 428－ 81：11．9� 13．7�
23 マルカノーベル �3黒鹿56 藤岡 康太日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 486＋ 6 〃 アタマ 59．9
714 ペイシャマキアージ 牝3黒鹿54 加藤 祥太北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 B480＋101：12．0� 18．1�
48 ツクバハナコ 牝3鹿 54 横山 典弘荻原 昭二氏 上村 洋行 安平 追分ファーム 428± 01：12．21� 25．3�
12 トモジャナイト 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星吉冨 学氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 B514－ 21：12．41� 55．0�
35 ライトアップゼア 牝3鹿 54 江田 照男岡田 牧雄氏 大江原 哲 伊達 高橋農場 B462＋121：12．61� 152．7�
713 エイカイボルト 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史二木 英德氏 藤原 英昭 安平 追分ファーム 416－101：12．7� 51．2�
11 フォーピンクカフェ 牝3鹿 54 松田 大作西川 恭子氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 404－101：12．8� 500．1�
24 ヤマカツルビー 牝3黒鹿54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 472＋121：15．2大差 46．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，131，100円 複勝： 44，181，100円 枠連： 11，229，800円
馬連： 36，476，500円 馬単： 20，068，400円 ワイド： 35，520，100円
3連複： 56，154，600円 3連単： 68，464，800円 計： 300，226，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 260円 � 240円 枠 連（3－8） 970円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 600円 �� 570円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 5，490円 3 連 単 ��� 17，620円

票 数

単勝票数 計 281311 的中 � 117169（1番人気）
複勝票数 計 441811 的中 � 151539（1番人気）� 31604（5番人気）� 36620（3番人気）
枠連票数 計 112298 的中 （3－8） 8917（4番人気）
馬連票数 計 364765 的中 �� 18393（4番人気）
馬単票数 計 200684 的中 �� 7365（5番人気）
ワイド票数 計 355201 的中 �� 15641（4番人気）�� 16400（3番人気）�� 5094（20番人気）
3連複票数 計 561546 的中 ��� 7661（15番人気）
3連単票数 計 684648 的中 ��� 2817（33番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．4―12．0―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．4―46．4―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レッドクレオス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Selkirk デビュー 2019．4．20 東京12着

2016．2．7生 牡3栗 母 サ セ ッ テ ィ 母母 My Potters 5戦1勝 賞金 9，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマカツルビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月30日まで平地競

走に出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ヤマカツルビー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月31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 バームブラック号
（非抽選馬） 2頭 クリノカリビアン号・ハーモニーソード号



24053 8月31日 晴 稍重 （1札幌2） 第5日 第5競走 ��
��1，500�2歳新馬

発走12時15分 （芝・右）
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

711 アイスシェルフ 牡2黒鹿54 丸山 元気吉田 勝己氏 稲垣 幸雄 安平 ノーザンファーム 506 ―1：34．7 8．7�
710 テイストオブハニー 牝2鹿 54 勝浦 正樹�フクキタル �島 一歩 新冠 パカパカ

ファーム 542 ―1：34．8� 8．3�
56 ミ ネ ル バ 牝2栗 54 C．ルメール 新谷 正子氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 442 ―1：35．01� 6．6�
813 デルマトパーズ 牝2芦 54 松岡 正海浅沼 廣幸氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 440 ― 〃 アタマ 117．1�
11 	 オーロラフラッシュ 牝2鹿 54 柴山 雄一嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm 452 ―1：35．1
 6．8�
812 ダノンオスカル 牝2鹿 54 藤岡 佑介�ダノックス 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448 ―1：35．41
 11．1	
68 アースレイナ 牝2鹿 54 丹内 祐次松山 増男氏 清水 英克 新ひだか チャンピオンズファーム 414 ―1：35．5� 246．1

22 ピエナファリア 牡2黒鹿54 武 豊本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456 ―1：35．6クビ 36．4�
33 ダンツイノーバ 牝2栗 54 石川 倭山元 哲二氏 谷 潔 浦河 高岸 順一 450 ― 〃 クビ 293．9�

（北海道）

69 スペラメント 牡2鹿 54 古川 吉洋吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 494 ― 〃 アタマ 106．8
45 ムーンショット 牡2鹿 54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 452 ― 〃 ハナ 2．0�
57 モンサンイルベント 牡2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星山下 新一氏 飯田 祐史 新冠 川島牧場 502 ―1：36．45 60．8�
44 ウラワザテクニック 牡2芦 54

53 ☆横山 武史薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 オリオンファーム 480 ―1：36．72 137．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 34，147，400円 複勝： 33，590，000円 枠連： 8，734，700円
馬連： 35，040，500円 馬単： 20，438，200円 ワイド： 29，688，300円
3連複： 46，974，300円 3連単： 65，927，000円 計： 274，540，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 230円 � 210円 � 200円 枠 連（7－7） 2，400円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 5，180円

ワ イ ド �� 830円 �� 670円 �� 760円

3 連 複 ��� 4，840円 3 連 単 ��� 28，000円

票 数

単勝票数 計 341474 的中 � 33074（5番人気）
複勝票数 計 335900 的中 � 35854（5番人気）� 42921（4番人気）� 44482（3番人気）
枠連票数 計 87347 的中 （7－7） 2814（11番人気）
馬連票数 計 350405 的中 �� 11188（12番人気）
馬単票数 計 204382 的中 �� 2959（26番人気）
ワイド票数 計 296883 的中 �� 9052（14番人気）�� 11550（6番人気）�� 9944（10番人気）
3連複票数 計 469743 的中 ��� 7277（20番人気）
3連単票数 計 659270 的中 ��� 1707（112番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．1―19．4―32．3―45．4―58．8―1：11．4―1：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．3―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

アイスシェルフ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 キャプテンスティーヴ 初出走

2017．5．9生 牡2黒鹿 母 アイスドール 母母 ビスクドール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24054 8月31日 晴 稍重 （1札幌2） 第5日 第6競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走12時45分 （ダート・右）
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 マーベラスアゲン 牡3鹿 56
53 ▲団野 大成浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 笠松牧場 462－ 81：47．0 24．5�

57 � サ ン ド ル 牡3栗 54 C．ルメール 吉田 和美氏 中内田充正 豪 Miss K Stephens,
Mr D Griffin 528－ 81：47．21� 4．8�

11 マーブルサニー 牝3芦 54 池添 謙一下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下
ファーム 482－ 2 〃 アタマ 10．5�

46 ヤークトボマー 牡3栗 56 横山 典弘西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム 470＋ 41：47．3	 2．7�
712 ジューンハルジオン 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B450＋ 41：47．4	 3．9�
711 チェンマイルージュ 牝3鹿 54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 456± 01：47．5
 25．3	
34 トライゲッター �3黒鹿56 竹之下智昭畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 中島牧場 498＋ 21：48．13
 17．6

814� マレキアーレ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星吉田 和美氏 池添 学 米 Dixiana
Farms LLC B486－ 41：48．2クビ 18．2�

813 ニシノビアンカ 牝3芦 54 丹内 祐次西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか ヒサイファーム B466＋10 〃 ハナ 46．2�
58 エルデリュミエール 牝3栗 54 国分 恭介 �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 B478＋ 81：48．41
 74．8
610 ユキエチャン 牝3黒鹿54 荻野 琢真大野 剛嗣氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478－ 21：48．6	 23．6�
45 タイムファクター 牡3栗 56 菱田 裕二高橋 文男氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 480－ 41：48．92 306．7�
69 ラストマンボ 牝3黒鹿54 武 豊�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 492－ 21：49．53
 22．6�
33 トゥインクルリーフ 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新ひだか ウエスタンファーム 442－ 21：51．09 69．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，231，000円 複勝： 32，220，500円 枠連： 8，409，200円
馬連： 33，912，600円 馬単： 17，608，000円 ワイド： 30，152，200円
3連複： 52，937，300円 3連単： 62，645，700円 計： 262，116，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 550円 � 200円 � 250円 枠 連（2－5） 5，810円

馬 連 �� 4，030円 馬 単 �� 11，720円

ワ イ ド �� 1，360円 �� 1，530円 �� 850円

3 連 複 ��� 10，940円 3 連 単 ��� 76，840円

票 数

単勝票数 計 242310 的中 � 7892（9番人気）
複勝票数 計 322205 的中 � 12718（7番人気）� 47582（3番人気）� 34053（4番人気）
枠連票数 計 84092 的中 （2－5） 1121（20番人気）
馬連票数 計 339126 的中 �� 6515（17番人気）
馬単票数 計 176080 的中 �� 1126（45番人気）
ワイド票数 計 301522 的中 �� 5650（15番人気）�� 4981（18番人気）�� 9337（7番人気）
3連複票数 計 529373 的中 ��� 3627（34番人気）
3連単票数 計 626457 的中 ��� 591（251番人気）

ハロンタイム 6．8―10．6―12．4―13．5―13．2―12．8―12．6―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．4―29．8―43．3―56．5―1：09．3―1：21．9―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マーベラスアゲン �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2019．2．2 東京4着

2016．1．22生 牡3鹿 母 ゴールドレリック 母母 Gold Bust 7戦1勝 賞金 11，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 タイムファクター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月31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） 4頭 インターロード号・シービークラーケン号・ラキウラ号・レッツゴームーチョ号
（非抽選馬） 1頭 カガストロング号



24055 8月31日 晴 稍重 （1札幌2） 第5日 第7競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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

33 タイトロープウィン 牝3栗 52 三浦 皇成浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 430＋101：45．3 1．9�
69 ショウナンマシェリ 牝6鹿 55 岩田 康誠�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 470－ 21：45．51� 8．6�
814 カ グ ラ ヒ メ 牝3青鹿 52

51 ☆横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 シンボリ牧場 458－ 81：45．6クビ 4．6�

34 ゴーインピース 牝3栗 52
51 ☆坂井 瑠星下河辺俊行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 444＋ 21：46．02� 5．3�

45 ドヒョウギワ 牝4栗 55 江田 照男芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 B496＋ 41：46．1クビ 31．6	
46 フ ク キ タ ル 牝4黒鹿55 横山 和生佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム B462－ 2 〃 クビ 33．1

610 ラ ヴ ノ ッ ト 牝4鹿 55 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 浦河 大北牧場 488＋ 41：46．2� 69．9�
22 クリノイヴァンカ 牝3鹿 52 古川 吉洋栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか タイヘイ牧場 462± 01：46．51� 26．0�
711 ダイヤレイジング 牝3栗 52 石川裕紀人三浦 勝仁氏 小崎 憲 日高 浜本牧場 452＋ 81：46．6� 25．2
712� ホウオウサマンサ 牝4栗 55

52 ▲団野 大成小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 61：46．7� 52．6�
58 � エスケーアタランタ 牝3黒鹿52 竹之下智昭菅藤 宗一氏 作田 誠二 森 笹川大晃牧場 474＋221：48．18 146．2�
11 アスカリアン 牝4黒鹿55 菱田 裕二上野 武氏 谷 潔 新ひだか 藤原牧場 494－121：48．2� 188．1�
57 メイショウサガノ 牝3鹿 52 城戸 義政松本 好雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三木田 明仁 512± 01：48．41	 231．7�
813 アイネバーフェイル 牝4黒鹿55 国分 恭介飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 464－ 61：48．71� 29．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，505，100円 複勝： 25，299，600円 枠連： 8，614，200円
馬連： 29，816，000円 馬単： 18，158，100円 ワイド： 23，851，600円
3連複： 43，588，800円 3連単： 61，841，900円 計： 233，675，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 160円 � 150円 枠 連（3－6） 470円

馬 連 �� 790円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 290円 �� 250円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 4，800円

票 数

単勝票数 計 225051 的中 � 91865（1番人気）
複勝票数 計 252996 的中 � 70648（1番人気）� 34694（4番人気）� 37489（3番人気）
枠連票数 計 86142 的中 （3－6） 14169（3番人気）
馬連票数 計 298160 的中 �� 29130（2番人気）
馬単票数 計 181581 的中 �� 12473（2番人気）
ワイド票数 計 238516 的中 �� 21616（3番人気）�� 26702（2番人気）�� 11795（4番人気）
3連複票数 計 435888 的中 ��� 27429（3番人気）
3連単票数 計 618419 的中 ��� 9334（6番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―11．9―12．7―12．6―12．3―12．2―12．5―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．0―42．7―55．3―1：07．6―1：19．8―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3

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

勝馬の
紹 介

タイトロープウィン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2018．7．14 福島14着

2016．4．25生 牝3栗 母 プリモウェイ 母母 Preeminence 11戦2勝 賞金 22，900，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 コンソラトゥール号
（非抽選馬） 3頭 カーヴィー号・ティーフルムーン号・フェアザスピリッツ号

24056 8月31日 曇 稍重 （1札幌2） 第5日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （芝・右）
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

24 ブ ラ ヴ ァ ス 牡3鹿 54 武 豊佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋162：03．6 3．0�
23 アリスブルー 牝3鹿 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 浦河 大北牧場 452－ 22：03．92 8．3�
47 ワセダインブルー 牡4鹿 57 C．ルメール 大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 438－ 22：04．0� 2．8�
611 ウインラナキラ 牝4鹿 55 藤岡 佑介�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 410－ 4 〃 アタマ 3．8�
816 ウインプライマリー 牝4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 426－ 62：04．1� 74．1�
612 メガディスカバリー 	3鹿 54 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 450－ 42：04．2� 136．9	
59 ナ ミ ブ 牡3鹿 54 松岡 正海
ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 452＋122：04．3� 22．7�
12 ジ ン 牡3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星田畑 勝彦氏 林 徹 浦河 笹島 政信 462＋ 2 〃 クビ 119．2�
48 ジュブリーユ 牝5芦 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B492＋ 42：04．4� 41．5
510 トゥービーシック 牝3黒鹿52 古川 吉洋西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 440± 02：04．61� 263．6�
35 コスモレリア 牡4栗 57

56 ☆横山 武史 
ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 466± 02：04．91
 22．3�
714 ハ イ チ ー ズ 牡4鹿 57 岩田 康誠 �ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 500＋ 2 〃 クビ 66．7�
36 � ト ッ プ ギ ア 牡4鹿 57 原田 和真 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 454± 02：05．0クビ 480．8�
815 メイショウイフウ 牡3黒鹿54 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 492－ 4 〃 クビ 40．1�
11 � ヒロノオウカン 牡4青鹿57 石川裕紀人小野 博郷氏 蛯名 利弘 清水 小野瀬 竜馬 B438－ 42：05．1クビ 456．9�
713 ウォーターミリオン 牡6栗 57 国分 恭介山岡 正人氏 田所 秀孝 日高 山際 辰夫 448± 02：06．59 359．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，246，800円 複勝： 30，548，400円 枠連： 10，698，400円
馬連： 41，627，700円 馬単： 21，644，100円 ワイド： 31，827，000円
3連複： 57，153，600円 3連単： 78，150，300円 計： 296，896，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 170円 � 140円 枠 連（2－2） 1，290円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 500円 �� 230円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 5，580円

票 数

単勝票数 計 252468 的中 � 66960（2番人気）
複勝票数 計 305484 的中 � 63014（1番人気）� 39930（4番人気）� 60082（3番人気）
枠連票数 計 106984 的中 （2－2） 6403（4番人気）
馬連票数 計 416277 的中 �� 24809（5番人気）
馬単票数 計 216441 的中 �� 7988（7番人気）
ワイド票数 計 318270 的中 �� 14899（6番人気）�� 39043（1番人気）�� 19005（5番人気）
3連複票数 計 571536 的中 ��� 37038（2番人気）
3連単票数 計 781503 的中 ��� 10147（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．7―49．1―1：01．4―1：13．9―1：26．1―1：38．5―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．5
1
3
10，11（3，8，15，13）（4，9，5）1（2，6，7）－（12，14）－16
10，11（3，8，15，13）（9，5，7）4（1，6）2（12，14）16

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

勝馬の
紹 介

ブ ラ ヴ ァ ス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．7．8 中京3着

2016．1．22生 牡3鹿 母 ヴィルシーナ 母母 ハルーワスウィート 5戦2勝 賞金 18，352，000円
〔制裁〕 ブラヴァス号の騎手武豊は，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100，000円。（被害馬：8番・15番・5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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クライベイビー号



24057 8月31日 曇 稍重 （1札幌2） 第5日 第9競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走14時15分 （500万円以下） （ダート・右）
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

610 ペプチドバンブー 牡4黒鹿57 松田 大作沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 B512＋ 61：45．4 3．4�
712� ブロッコリー 牡4鹿 57 C．ルメール 嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 478－ 21：45．61	 3．5�
813 ヒ ラ ソ ー ル 
3鹿 54 荻野 極阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 464＋141：45．81� 4．8�
57 クリノカポネ 
4鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436－ 21：46．33 25．3�
69 オウケンスターダム 牡5鹿 57 三浦 皇成福井 明氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 484＋ 61：46．4クビ 22．6�
22 サミットプッシュ 牡4青鹿57 丸山 元気 �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 10．3	
814� チェルシーライオン 牡3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星ライオンレースホース
 矢作 芳人 米 Spendthrift
Farm LLC 478－ 41：46．5クビ 63．0�

33 サンレイファイト 牡3栗 54
51 ▲団野 大成永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 450－ 41：46．6 15．2�

58 � ジャックナイフ 牡5鹿 57 武 豊岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 竹中牧場 460＋ 41：46．7� 33．6
711 インナーハート 牡3鹿 54 岩田 康誠ゴドルフィン 吉村 圭司 愛 Godolphin 516－ 61：46．91� 16．3�
45 リキサンゴルト 牡4鹿 57 柴山 雄一 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 490－ 21：47．0� 210．2�
34 マイネルジェンマ 牡3黒鹿54 丹内 祐次 
サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 浦河 ヒダカフアーム 468± 01：47．21	 391．4�
46 リアルモンテ 牡4鹿 57 石川 倭伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 486＋ 21：47．51 417．2�

（北海道）

11 キタサンチャンドラ 牡3鹿 54 加藤 祥太�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 41：52．0大差 9．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，645，000円 複勝： 38，473，000円 枠連： 12，157，100円
馬連： 49，005，100円 馬単： 22，648，000円 ワイド： 38，704，300円
3連複： 68，841，100円 3連単： 80，989，300円 計： 338，462，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 140円 � 160円 枠 連（6－7） 510円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 350円 �� 390円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 7，620円

票 数

単勝票数 計 276450 的中 � 63665（1番人気）
複勝票数 計 384730 的中 � 74372（1番人気）� 72276（2番人気）� 57955（3番人気）
枠連票数 計 121571 的中 （6－7） 18152（1番人気）
馬連票数 計 490051 的中 �� 40648（1番人気）
馬単票数 計 226480 的中 �� 8324（4番人気）
ワイド票数 計 387043 的中 �� 28809（1番人気）�� 24914（2番人気）�� 23630（3番人気）
3連複票数 計 688411 的中 ��� 38199（1番人気）
3連単票数 計 809893 的中 ��� 7698（6番人気）

ハロンタイム 6．7―11．1―12．3―12．9―13．2―12．6―12．4―11．9―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―30．1―43．0―56．2―1：08．8―1：21．2―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドバンブー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．1．14 京都5着

2015．5．16生 牡4黒鹿 母 シャペロンルージュ 母母 プリンセスマリー 10戦2勝 賞金 26，400，000円
〔その他〕 キタサンチャンドラ号は，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。
※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。

24058 8月31日 曇 稍重 （1札幌2） 第5日 第10競走 ��
��1，200�札幌スポニチ賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

スポーツニッポン新聞社賞（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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

23 スリーケープマンボ �4鹿 57 松田 大作永井商事� 武 英智 浦河 信岡牧場 B488＋ 41：10．4 46．8�
510 フォレブルート 牝3鹿 52 池添 謙一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432± 01：10．61	 2．3�
611
 ショウナンアリアナ 牝3鹿 52 国分 恭介国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 418＋ 21：10．7� 16．7�
12 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 C．ルメール 土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 464－ 4 〃 クビ 5．5�
11 
 デルタバローズ �4鹿 57 藤岡 康太猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C.

Oxley 510± 01：10．8� 8．9�
815 プ レ ト リ ア �4鹿 57 横山 武史多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 462＋ 21：10．9� 21．7	
713 オ フ ク ヒ メ 牝6黒鹿55 岩田 康誠山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 金成吉田牧場 466± 0 〃 ハナ 24．5

48 シンデレラメイク 牝4栗 55 菱田 裕二田島 政光氏 島 一歩 日高 モリナガファーム 492＋ 81：11．1� 14．4�
36 イ キ オ イ 牡7鹿 57 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 444－ 2 〃 ハナ 48．8�
816� プリディカメント 牝4黒鹿55 藤岡 佑介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512± 0 〃 アタマ 6．6
35 � ウインハイラント 牡5鹿 57 松岡 正海�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 456－ 21：11．31 45．7�
714 ホッコーシェルビー 牡3黒鹿54 坂井 瑠星北幸商事� 西浦 勝一 日高 川端 正博 496＋ 2 〃 ハナ 166．5�
59 ラプソディーア 牝5栗 55 三浦 皇成 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 430－ 6 〃 ハナ 49．0�
24 ラブローレル 牝7青鹿55 黛 弘人増田 陽一氏 森田 直行 新冠 北星村田牧場 432＋ 2 〃 クビ 478．4�
612 モンテヴェルデ 牡5青鹿57 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B472－ 41：11．4クビ 22．1�
47 
 デルマキセキ 牝4鹿 55 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie

Bloodstock B462± 01：11．5� 43．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，166，900円 複勝： 62，117，900円 枠連： 21，414，900円
馬連： 84，998，000円 馬単： 37，212，100円 ワイド： 66，430，600円
3連複： 128，037，200円 3連単： 144，378，900円 計： 586，756，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，680円 複 勝 � 810円 � 140円 � 370円 枠 連（2－5） 4，400円

馬 連 �� 4，680円 馬 単 �� 12，980円

ワ イ ド �� 1，900円 �� 6，290円 �� 630円

3 連 複 ��� 14，630円 3 連 単 ��� 110，060円

票 数

単勝票数 計 421669 的中 � 7194（12番人気）
複勝票数 計 621179 的中 � 14668（11番人気）� 163696（1番人気）� 37184（7番人気）
枠連票数 計 214149 的中 （2－5） 3768（17番人気）
馬連票数 計 849980 的中 �� 14067（14番人気）
馬単票数 計 372121 的中 �� 2150（43番人気）
ワイド票数 計 664306 的中 �� 8839（21番人気）�� 2594（62番人気）�� 28799（4番人気）
3連複票数 計1280372 的中 ��� 6563（43番人気）
3連単票数 計1443789 的中 ��� 951（341番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．8―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．7―47．3―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F34．7
3 ・（3，10）14（4，5）11（1，9，16）（2，8，13）（6，7，15）12 4 3，10（4，5，14）11（2，1）（9，16）（6，8，13）15－7，12

勝馬の
紹 介

スリーケープマンボ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2017．8．6 小倉7着

2015．3．27生 �4鹿 母 スリーオーシャン 母母 スリーケープ 15戦3勝 賞金 36，936，000円
※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） 3頭 アリア号・サラデコラシオン号・ワールドフォーラブ号
（非抽選馬） 4頭 オーパキャマラード号・キングキングキング号・パッションチカ号・ベリースコール号



24059 8月31日 曇 稍重 （1札幌2） 第5日 第11競走
第54回農林水産省賞典

��
��1，800�札幌2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

農林水産大臣賞・北海道知事賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：48．3
1：45．6

良
良

56 ブラックホール 牡2黒鹿54 石川裕紀人芹澤 精一氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 418－ 41：50．4 29．4�
811 サトノゴールド 牡2芦 54 武 豊 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 460＋ 21：50．61� 10．2�
11 � ダーリントンホール 牡2鹿 54 池添 謙一ゴドルフィン 木村 哲也 英 Canning

Bloodstock Ltd 512－ 41：50．91	 2．8�
55 レザネフォール 牡2黒鹿54 三浦 皇成前田 幸貴氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442－ 2 〃 ハナ 20．0�
44 
 ヨハネスボーイ 牡2栗 54 石川 倭森永 正志氏 桧森 邦夫 新冠 森永 聡 452－ 4 〃 アタマ 44．4�

（北海道） （北海道）

710 ゴ ル コ ン ダ 牡2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 524＋ 61：51．0� 1．8

33 コンドゥクシオン 牡2栗 54 丸山 元気吉田 勝己氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 500＋ 41：51．21� 71．0�
79 ディアセオリー 牡2鹿 54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 474－ 41：52．05 38．2�
68 カップッチョ 牡2鹿 54 江田 照男	ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 440＋ 21：52．42� 183．6
22 コスモインペリウム 牡2鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 502＋ 41：53．14 86．0�
67 エ イ リ ア ス 牡2鹿 54 柴山 雄一 	サンデーレーシング 浅見 秀一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 466± 01：53．2� 62．2�
812 アールクインダム 牝2黒鹿54 横山 武史前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 462－ 81：53．51� 90．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 172，418，200円 複勝： 157，672，500円 枠連： 47，700，600円
馬連： 289，755，000円 馬単： 156，988，700円 ワイド： 186，327，700円
3連複： 475，377，400円 3連単： 869，949，000円 計： 2，356，189，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，940円 複 勝 � 420円 � 290円 � 140円 枠 連（5－8） 2，220円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 20，480円

ワ イ ド �� 1，520円 �� 780円 �� 560円

3 連 複 ��� 6，720円 3 連 単 ��� 89，460円

票 数

単勝票数 計1724182 的中 � 49695（5番人気）
複勝票数 計1576725 的中 � 76833（5番人気）� 121212（3番人気）� 392269（2番人気）
枠連票数 計 477006 的中 （5－8） 16651（7番人気）
馬連票数 計2897550 的中 �� 32565（19番人気）
馬単票数 計1569887 的中 �� 5749（38番人気）
ワイド票数 計1863277 的中 �� 29948（16番人気）�� 61419（7番人気）�� 88401（5番人気）
3連複票数 計4753774 的中 ��� 52982（17番人気）
3連単票数 計8699490 的中 ��� 7050（205番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．8―36．0―48．3―1：00．6―1：13．1―1：25．6―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラックホール �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．7．7 函館2着

2017．2．16生 牡2黒鹿 母 ヴィーヴァブーケ 母母 ブルーリッジリバー 3戦2勝 賞金 39，227，000円
※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。

24060 8月31日 晴 稍重 （1札幌2） 第5日 第12競走 ��
��2，000�

ひ だ か

日 高 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

日高軽種馬共同育成公社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 750，000
750，000

円
円

付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード
中央レコード

1：58．6
1：56．1

良
良

11 ハ ウ エ バ ー 牡5栗 57 坂井 瑠星古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 420－ 42：03．0 23．5�
47 サ ン シ ロ ウ 牡5鹿 57 勝浦 正樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B498＋ 2 〃 クビ 4．0�
510 クラサーヴィツァ 牝3栗 52 三浦 皇成椎名 節氏 武井 亮 洞�湖 レイクヴィラファーム 440－ 22：03．1	 16．8�
24 
 トーセンスーリヤ 牡4栗 57 荻野 極島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 470＋102：03．2� 9．0�
611 ムーンライトナイト 牝4鹿 55 岩田 康誠 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－ 22：03．41 13．8	
816 シュバルツボンバー 牡4鹿 57 横山 武史�桑田牧場 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 522＋ 8 〃 同着 74．4

48 メイショウテンシャ 牡5芦 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 472＋ 62：03．5� 68．1�
12 スワーヴノートン 牡5鹿 57 藤岡 康太�NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 480－ 62：03．6� 29．2
612 ド ゥ オ ー モ 牡6鹿 57 藤岡 佑介広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 藤原牧場 478± 0 〃 アタマ 12．0�
713 フリージングレイン 牡5鹿 57 C．ルメール �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 522－ 22：03．91	 2．7�
35 バケットリスト 牝4鹿 55 菱田 裕二宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 476－ 2 〃 クビ 24．2�
36 ウインオルビット 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B496＋ 62：04．11� 198．8�
23 キングラディウス 牡6栗 57 丸山 元気菅原 広隆氏 南田美知雄 新冠 新冠橋本牧場 B478＋ 62：04．3	 149．8�
714 マ ハ ヴ ィ ル 牡4鹿 57 横山 典弘 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 428－ 22：04．4� 8．4�
815 ターフェルムジーク 牝4鹿 55 古川 吉洋 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 426－ 82：04．5	 28．7�
59 フレスコパスト 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 432＋102：05．03 457．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，311，900円 複勝： 74，576，100円 枠連： 25，222，200円
馬連： 102，576，800円 馬単： 42，294，400円 ワイド： 78，515，000円
3連複： 150，546，200円 3連単： 178，212，000円 計： 703，254，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，350円 複 勝 � 500円 � 150円 � 410円 枠 連（1－4） 2，240円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 9，850円

ワ イ ド �� 980円 �� 4，030円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 20，780円 3 連 単 ��� 150，760円

票 数

単勝票数 計 513119 的中 � 17466（8番人気）
複勝票数 計 745761 的中 � 31370（8番人気）� 169386（1番人気）� 40036（7番人気）
枠連票数 計 252222 的中 （1－4） 8715（9番人気）
馬連票数 計1025768 的中 �� 23040（10番人気）
馬単票数 計 422944 的中 �� 3218（36番人気）
ワイド票数 計 785150 的中 �� 21188（8番人気）�� 4862（43番人気）�� 14773（14番人気）
3連複票数 計1505462 的中 ��� 5431（69番人気）
3連単票数 計1782120 的中 ��� 857（478番人気）

ハロンタイム 13．0―11．1―12．4―12．8―13．1―11．6―12．3―12．2―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．1―36．5―49．3―1：02．4―1：14．0―1：26．3―1：38．5―1：50．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
16（5，14）6（2，9）11（1，4，15）（7，13）3（10，8）－12
8（16，14，12）（5，15）（6，9，10）13（2，11，7）（1，4，3）

2
4

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

勝馬の
紹 介

ハ ウ エ バ ー �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．12．17 中山11着

2014．4．1生 牡5栗 母 アイーンベル 母母 ミスベルベール 29戦3勝 賞金 51，636，000円
※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 イチダイ号・ウインスラーヴァ号・エニグマバリエート号・ギラーミン号・ロードプレミアム号



（1札幌2）第5日 8月31日（土曜日） 晴時々曇一時雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 173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

219，700，000円
5，180，000円
20，830，000円
1，600，000円
25，820，000円
74，321，500円
4，702，000円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
512，496，300円
736，463，500円
182，613，800円
809，220，100円
425，009，900円
614，643，800円
1，240，835，600円
1，857，865，300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 6，379，148，300円

総入場人員 15，135名 （有料入場人員 13，551名）
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