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色
年
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� 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

２５０４９ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第１競走 ��
��１，７００�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

１：４６．８
１：４５．９

良

重

５５ スターバリオン 牡２芦 ５４ 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 合資会社カ
ネツ牧場 ４８８＋ ２１：４６．６レコード １３．２�

３３ コスモバンディエラ 牡２栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム ４５２＋１０１：４８．４大差 ５０．３�
６６ サウンドアフリート 牡２栗 ５４ 佐々木国明増田 雄一氏 佐藤 正雄 新ひだか 三石橋本牧場 ４３６＋ ２ 〃 アタマ ３１．７�

（北海道）

２２ デルマスサノオ 牡２栗 ５４ 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４９４－ ６ 〃 アタマ １３．３�
４４ ミレニアムゴールド 牡２芦 ５４ 三浦 皇成 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム ４６４＋ ２１：４８．５� １．１�
７７ エ リ ク サ ー 牡２栗 ５４ 丸山 元気 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６４－ ４１：４８．８２ ２８．３�
１１ パレストレパング 牡２鹿 ５４ 岩部 純二坂本 肇氏 的場 均 浦河 辻 牧場 ４５２－ ６１：５１．６大差 １５７．９	
８８ クリノエルヴィス 牡２鹿 ５４ 古川 吉洋栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 斉藤スタッド ４８８＋ ４１：５５．２大差 １６３．９


（８頭）

売 得 金

単勝： ２４，７１６，５００円 複勝： ５６，７２５，９００円 枠連： 発売なし

馬連： １９，５９６，４００円 馬単： ２３，３４３，８００円 ワイド： １１，０６３，６００円

３連複： ２３，７４６，３００円 ３連単： ８７，０９７，０００円 計： ２４６，２８９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３２０円 複 勝 � ４９０円 � １，７１０円 � １，１２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ８，４１０円 馬 単 �� ２０，８４０円

ワ イ ド �� １，６００円 �� １，０１０円 �� ２，８４０円

３ 連 複 ��� １９，７４０円 ３ 連 単 ��� １５６，４００円

票 数

単勝票数 計 ２４７１６５ 的中 � １４７７８（２番人気）
複勝票数 計 ５６７２５９ 的中 � ３３０４９（３番人気）� ８３１６（６番人気）� １３０２８（５番人気）
馬連票数 計 １９５９６４ 的中 �� １７２１（１４番人気）
馬単票数 計 ２３３４３８ 的中 �� ８２７（２７番人気）
ワイド票数 計 １１０６３６ 的中 �� １７００（１３番人気）�� ２７６９（９番人気）�� ９３６（１７番人気）
３連複票数 計 ２３７４６３ 的中 ��� ８８８（２９番人気）
３連単票数 計 ８７０９７０ 的中 ��� ４１１（１４０番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．９―３０．２―４３．１―５５．８―１：０８．６―１：２１．３―１：３３．７

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スターバリオン �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２０１１．７．３ 函館６着

２００９．３．１９生 牡２芦 母 カネツプリンセス 母母 プロポーション ３戦１勝 賞金 ５，５００，０００円
〔その他〕 クリノエルヴィス号は，１着馬がレコードタイムであったため，「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。

２５０５０ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第２競走 ��
��１，２００�サラブレッド系２歳

発走１０時２０分 （芝・右）

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

中央レコード

１：０９．６
１：０７．８

良

良

５５ ストレイトガール 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗廣崎 玲子氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 ４２８± ０１：１０．９ ２１．５�

１１ ディアサルーテ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介ディアレスト 新開 幸一 浦河 市正牧場 ４１２＋１６１：１１．１１� １５．８�
７７ タガノレイヨネ 牡２栗 ５４ 藤田 伸二八木 良司氏 本田 優 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９０－ ２１：１１．２� ２．９�
２２ キボウダクリチャン 牝２栗 ５４ 古川 吉洋栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 猿橋 義昭 ４３０－ ６１：１１．３� ２．９�
４４ デルマビシャモン 牡２鹿 ５４

５１ ▲西村 太一浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム ４４０－ ２１：１１．５１ ７１．１�
７８ サンデーダンサー 牡２栗 ５４

５１ ▲菅原 隆一伊藤 誠吉氏 大和田 成 新冠 石田牧場 ４５０＋１０ 〃 クビ ２９９．２�
３３ ヴ ァ ッ プ 牝２黒鹿５４ 勝浦 正樹�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム ４３４＋ ４１：１１．６クビ ２０．０	
６６ ジュドポーム 牝２鹿 ５４ 丸山 元気 �サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ６１：１１．８１� ２．９

８１０ ラブスールド 牝２栗 ５４ 吉田 隼人増田 陽一氏 中村 均 新ひだか 佐竹 学 ４８４＋１２１：１３．５大差 ４２．９�
８９ トライスター 牡２鹿 ５４ 上村 洋行スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 三木田 尚大 ４４６＋ ２ （競走中止） ５２．１�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，０１０，０００円 複勝： １４，０２８，９００円 枠連： ４，８２１，３００円

馬連： １８，３７８，４００円 馬単： １５，６２７，５００円 ワイド： ８，４００，８００円

３連複： ２５，３１９，２００円 ３連単： ５０，７６１，９００円 計： １４８，３４８，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１５０円 複 勝 � ６３０円 � ２７０円 � １６０円 枠 連（１－５） １１，８３０円

馬 連 �� １２，７５０円 馬 単 �� ２５，９８０円

ワ イ ド �� ３，３６０円 �� １，６６０円 �� ６３０円

３ 連 複 ��� １２，１３０円 ３ 連 単 ��� １１２，８４０円

票 数

単勝票数 計 １１０１００ 的中 � ４０５２（６番人気）
複勝票数 計 １４０２８９ 的中 � ４５８９（６番人気）� １２８７２（４番人気）� ３００５３（２番人気）
枠連票数 計 ４８２１３ 的中 （１－５） ３０１（２５番人気）
馬連票数 計 １８３７８４ 的中 �� １０６４（２４番人気）
馬単票数 計 １５６２７５ 的中 �� ４４４（４９番人気）
ワイド票数 計 ８４００８ 的中 �� ５８９（２７番人気）�� １２２２（１７番人気）�� ３５３３（６番人気）
３連複票数 計 ２５３１９２ 的中 ��� １５４１（３２番人気）
３連単票数 計 ５０７６１９ 的中 ��� ３３２（２２５番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．１―１１．６―１１．８―１１．５―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．６―３５．２―４７．０―５８．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ストレイトガール 
�
父 フ ジ キ セ キ 

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１１．８．２１ 札幌１１着

２００９．３．１２生 牝２鹿 母 ネヴァーピリオド 母母 フューチャハッピー ２戦１勝 賞金 ５，０００，０００円
〔発走状況〕 トライスター号は，発進不良〔膠着〕。
〔競走中止〕 トライスター号は，発馬機内で膠着し，発走後に競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 トライスター号は，平成２３年８月２８日から平成２３年９月２６日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。

第１回　札幌競馬　第５日



２５０５１ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第３競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

６８ ゴールドルースター 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５４＋ ４１：４７．４ １．７�

５６ ジャガンナート 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B４８０－ ６１：４８．０３� ６．８�

８１２ マイネルブレス 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松山 将樹 新冠 オリエント牧場 ４６６＋ ４ 〃 ハナ ４．０�

７１０ サフランルーデンス 牝３鹿 ５４ 四位 洋文海原 聖一氏 梅田 智之 平取 高橋 啓 ４４４－ ８１：４８．１� １９．８�
３３ ファンタズミック 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ５０８＋１２１：４８．２� ２３．６�
５７ スズカレディ 牝３青鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 前田 宗将 ５１２＋２４１：５０．４大差 １９２．７�
４４ サラノブランシュ 牡３芦 ５６ 津村 明秀神田 紘爾氏 相沢 郁 新ひだか 神垣 道弘 ４７４－１０１：５０．５クビ １６９．０	
２２ ジュライザセヴンス 牡３鹿 ５６ 古川 吉洋 H.H．シェイク・ハムダン 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B４５６± ０ 〃 クビ １７．７

８１３ トウカイアタッカー �３青鹿５６ 岩部 純二内村 正則氏 萱野 浩二 新冠 長浜牧場 ４５０－ ２１：５０．７１	 ３１２．９�
１１ アメージングミノル 牡３鹿 ５６ 池添 謙一吉岡 實氏 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４７８＋ ６ 〃 アタマ ６１．１�
４５ ストライクホーク 牡３鹿 ５６ 松田 大作山上 和良氏 庄野 靖志 日高 出口牧場 ４８２＋ ２１：５１．６５ １０．７
６９ リッツクイーンラブ 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹栗山 良子氏 中野 栄治 新ひだか 棚川 光男 ４６６－ ２１：５２．２３� ３９３．１�

（１２頭）
７１１ キ ー パ ー 牡３栗 ５６ 藤田 伸二水上 行雄氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １３，６１６，３００円 複勝： ３０，００２，６００円 枠連： ７，２１４，１００円

馬連： ２２，４９１，３００円 馬単： １９，４７３，３００円 ワイド： １０，０８７，０００円

３連複： ２８，４９１，５００円 ３連単： ５４，６８０，４００円 計： １８６，０５６，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １３０円 枠 連（５－６） ４６０円

馬 連 �� ４９０円 馬 単 �� ７２０円

ワ イ ド �� １９０円 �� １５０円 �� ３３０円

３ 連 複 ��� ５４０円 ３ 連 単 ��� ２，０７０円

票 数

単勝票数 差引計 １３６１６３（返還計 ３６） 的中 � ６３１９０（１番人気）
複勝票数 差引計 ３０００２６（返還計 ７０） 的中 � １７１４２４（１番人気）� ３０２３９（３番人気）� ３７８８９（２番人気）
枠連票数 差引計 ７２１４１（返還計 １ ） 的中 （５－６） １１８２８（２番人気）
馬連票数 差引計 ２２４９１３（返還計 ２６５） 的中 �� ３３９２７（２番人気）
馬単票数 差引計 １９４７３３（返還計 ３４０） 的中 �� ２０１５５（２番人気）
ワイド票数 差引計 １００８７０（返還計 １８８） 的中 �� １３５０１（２番人気）�� ２０８３２（１番人気）�� ５９６１（３番人気）
３連複票数 差引計 ２８４９１５（返還計 １１６１） 的中 ��� ３９３８２（１番人気）
３連単票数 差引計 ５４６８０４（返還計 ２３８８） 的中 ��� １９５７２（２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．３―３０．２―４３．１―５５．８―１：０８．７―１：２１．７―１：３４．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．７
１
３

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

勝馬の
紹 介

ゴールドルースター �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１０．８．１ 函館７着

２００８．４．２７生 牡３鹿 母 フォルクローレ 母母 アンデスレディー １１戦１勝 賞金 ９，９００，０００円
〔出走取消〕 キーパー号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔発走状況〕 サラノブランシュ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の８頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ウインストラテジー号・ダーバンシチー号・ベルウッドサヴァン号・ローゼブライダル号
（非抽選馬） ４頭 テイエムオニキス号・トラファルガー号・フォースワン号・マイネルバリュー号

２５０５２ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第４競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．５
５７．１

良

稍重

１１ メリーチャン 牝３芦 ５４ 柴山 雄一ケンレーシング組合 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５６－ ２ ５９．９ １０．５�

８１１ テラノチョイス 牡３黒鹿５６ 安藤 勝己寺田 寿男氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５１８－ ２１：００．０� ２．３�

７９ マイディアソング 牝３青鹿５４ 秋山真一郎有限会社シルク野村 彰彦 日高 いとう牧場 ４６０－ ４１：００．４２� ９．８�
３３ トウカイギアー 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二内村 正則氏 的場 均 新冠 的場牧場 ４７２－ ４ 〃 クビ ２４．１�
８１２ ビコーディアナ 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�レジェンド 安田 隆行 日高 高柳 隆男 ４３０± ０１：００．５クビ １５．３�
４４ ボールドグラン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成増田 陽一氏 田島 俊明 新冠 競優牧場 ４５０＋ ４１：００．７１� １０．０�
７１０ スズカアタック 牡３青 ５６ 吉田 稔永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 ４５６± ０ 〃 クビ ５９．３	

（北海道）

５６ グランドキャニオン 牡３鹿 ５６ 松田 大作前田 晋二氏 加藤 敬二 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５８－ ６１：００．８クビ ２．９

２２ タマモビーナス 牝３栗 ５４ 川島 信二タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４２６± ０１：００．９� ２６９．７�
５５ ショウナンハトバ 牝３黒鹿５４ 池添 謙一�湘南 北出 成人 浦河 桑田牧場 ４２０＋ ４１：０１．１１� ４０．８
６７ シャインパーミット 牝３鹿 ５４ 丸山 元気皆川 博文氏 根本 康広 千歳 社台ファーム ４６２± ０ 〃 ハナ ６６．１�

（１１頭）
６８ クラウンポインター 牝３黒鹿５４ 勝浦 正樹矢野 悦三氏 菊川 正達 日高 日高大洋牧場 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １５，２３０，５００円 複勝： ２１，７４８，３００円 枠連： ７，９６７，７００円

馬連： ２６，１３２，９００円 馬単： ２１，２９７，８００円 ワイド： １３，０２６，３００円

３連複： ３６，７９２，９００円 ３連単： ６５，９３４，４００円 計： ２０８，１３０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，０５０円 複 勝 � ２４０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（１－８） ７４０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� ２，８００円

ワ イ ド �� ３８０円 �� １，５１０円 �� ４３０円

３ 連 複 ��� ２，９３０円 ３ 連 単 ��� ２２，８００円

票 数

単勝票数 差引計 １５２３０５（返還計 １１９） 的中 � １１４７０（５番人気）
複勝票数 差引計 ２１７４８３（返還計 ２２４） 的中 � ２０２６９（５番人気）� ４９９３０（２番人気）� ２５８６５（３番人気）
枠連票数 差引計 ７９６７７（返還計 ０ ） 的中 （１－８） ８０１８（３番人気）
馬連票数 差引計 ２６１３２９（返還計 ８７６） 的中 �� １９６３２（２番人気）
馬単票数 差引計 ２１２９７８（返還計 ３９０） 的中 �� ５６１５（１１番人気）
ワイド票数 差引計 １３０２６３（返還計 ４１７） 的中 �� ９１９４（２番人気）�� １９２２（１８番人気）�� ７７００（５番人気）
３連複票数 差引計 ３６７９２９（返還計 ３４３９） 的中 ��� ９２９７（８番人気）
３連単票数 差引計 ６５９３４４（返還計 ４５００） 的中 ��� ２１３５（７５番人気）

ハロンタイム １２．４―１０．９―１２．０―１１．８―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．３―３５．３―４７．１

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メリーチャン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー ２０１１．２．１９ 東京５着

２００８．２．１６生 牝３芦 母 ツーオブハート 母母 プレイアローン ７戦１勝 賞金 １０，０００，０００円
〔出走取消〕 クラウンポインター号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
※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 テイエムサウスダン号・メイショウカグヤ号
※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。



２５０５３ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第５競走 ��
��１，５００�サラブレッド系２歳

発走１１時５０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

１：２９．３
１：２９．３

良

良

２２ ロゼシャンパーニュ 牝２黒鹿５４ 池添 謙一大塚 亮一氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２６ ―１：３１．４ ３．６�

３３ トーコーレガーロ 牡２鹿 ５４ 安藤 勝己森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム ４８４ ―１：３１．７１� ５．１�
１１ ニーレンベルギア 牝２黒鹿５４ 佐藤 哲三吉田 照哉氏 西園 正都 千歳 社台ファーム ４４０ ―１：３１．９１� ３．８�
４４ タマモクララ 牝２鹿 ５４ 藤岡 佑介タマモ� 藤岡 健一 新ひだか 曾我 博 ４７０ ―１：３２．５３� ９．０�
８１２ ペニーウエイト 牝２栗 ５４ 横山 典弘石瀬 浩三氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 ４６８ ― 〃 クビ ４．４�
５５ 	 コスモベルアーム 牡２青 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 斎藤 誠 英

Cheveley Park
Stud Parry
Steele－Mortimer

５０６ ―１：３２．７１� ２８．８	
７９ ブルーイングリーン 牡２栗 ５４ 三浦 皇成青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム ４７６ ― 〃 ハナ １３．０

５６ ハルノスミエ 牝２鹿 ５４ 藤田 伸二�中山牧場 武藤 善則 浦河 中山牧場 ４２４ ―１：３２．８� ６０．３�
６７ スマートブリーザ 牝２栗 ５４ 四位 洋文大川 徹氏 小島 太 新冠 駒沢 明憲 ４６２ ―１：３３．３３ ３１．２�
８１１ アイムファイン 牡２栗 ５４ 吉田 隼人浅田 次郎氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 ４６６ ―１：３３．６１� １２２．６
７１０ ディアスピリトゥス 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一�樽さゆり氏 菊川 正達 新冠 長浜牧場 ４４８ ―１：３３．７クビ １４３．９�
６８ リュウノスケ 牡２鹿 ５４ 丸山 元気春藤 良一氏 根本 康広 新冠 津田牧場 ４３６ ―１：３３．８� １３４．５�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １６，５２０，１００円 複勝： ２２，１４０，５００円 枠連： ６，０５７，８００円

馬連： ２５，２６９，２００円 馬単： ２０，１５４，７００円 ワイド： １１，３８６，２００円

３連複： ３２，３２２，６００円 ３連単： ５９，７９４，６００円 計： １９３，６４５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３６０円 複 勝 � １５０円 � １６０円 � １５０円 枠 連（２－３） １，０３０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，７３０円

ワ イ ド �� ３５０円 �� ２５０円 �� ３８０円

３ 連 複 ��� ９８０円 ３ 連 単 ��� ５，３５０円

票 数

単勝票数 計 １６５２０１ 的中 � ３６５０３（１番人気）
複勝票数 計 ２２１４０５ 的中 � ４２２９５（１番人気）� ３５５３２（３番人気）� ４２１８２（２番人気）
枠連票数 計 ６０５７８ 的中 （２－３） ４３４８（４番人気）
馬連票数 計 ２５２６９２ 的中 �� ２３１３３（２番人気）
馬単票数 計 ２０１５４７ 的中 �� ８６０８（３番人気）
ワイド票数 計 １１３８６２ 的中 �� ７８０７（２番人気）�� １２３３８（１番人気）�� ７１６０（５番人気）
３連複票数 計 ３２３２２６ 的中 ��� ２４５６５（１番人気）
３連単票数 計 ５９７９４６ 的中 ��� ８２５９（６番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．８―１８．４―３０．８―４３．９―５６．５―１：０８．２―１：１９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．５―３F３４．９

３ ３，４（２，１２，１０）（１，６，９）７－（５，１１）－８
２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロゼシャンパーニュ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Giant’s Causeway 初出走

２００９．１．２４生 牝２黒鹿 母 アーティストチョイス 母母 Astorg １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２５０５４ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第６競走 ��
��２，０００�サラブレッド系３歳

発走１２時４０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，８００，０００円 １，９００，０００円 １，２００，０００円 ７２０，０００円 ４８０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．６
１：５６．４

良

良

２３ スマートリバティー 牡３鹿 ５６ 池添 謙一大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４５４＋１０２：０３．５ １．８�

４８ ナリタボルト 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎�オースミ 加藤 敬二 日高 白井牧場 ５００－ ４２：０３．９２� ３２．２�
８１６ アドマイヤカヤージ �３栗 ５６ 上村 洋行近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 ４８０－ ４２：０４．２２ ２０．６�
１２ ロ ッ セ 牡３芦 ５６ 四位 洋文小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４４８－ ２２：０４．３� ９．０�
３５ デットシーピサ 牡３鹿 ５６ 藤田 伸二市川 義美氏 白井 寿昭 新ひだか 前川 正美 ４３０－ ４２：０４．４クビ ９．２�
８１５ トーセンプリンセス 牝３栗 ５４ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 千歳 社台ファーム ４７８－ ２ 〃 クビ １０．２	
４７ ロジポケット 牡３黒鹿５６ 丸山 元気久米田正明氏 大竹 正博 むかわ 上水牧場 B５００＋ ６２：０４．７１� ５５．７

１１ メジロサモン 牝３鹿 ５４ 黛 弘人岩� 伸道氏 谷原 義明 洞爺湖 メジロ牧場 ４２２＋２０２：０４．９１	 １１４．０�
５９ ダ ン テ ス ク 牡３鹿 ５６ 佐藤 哲三 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 ４６０＋ ４ 〃 アタマ ５．０�
２４ ジ ャ ッ ク 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介菅波 雅巳氏 斎藤 誠 浦河 梅田牧場 B４７６－ ４ 〃 ハナ ６６．６
３６ ダイヤモンドハウス �３黒鹿５６ 吉田 稔原口 輝昭氏 武 宏平 新ひだか 三石ファーム ４２４＋ ６２：０５．０クビ １９５．５�

（北海道）

７１４ メイクハピネス 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真古賀 和夫氏 梅田 智之 浦河 金成吉田牧場 ４７０－ ８２：０５．６３� ３４５．０�
５１０ アドマイヤアクア 牡３青鹿５６ 芹沢 純一近藤 利一氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４５０± ０ 〃 クビ ２０３．２�
７１３ ハンセンロード 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲西村 太一田島榮二郎氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 ５０２＋ ６２：０５．７クビ ４１７．８�
６１１ サクラアンジェロ 牡３鹿 ５６ 吉田 隼人�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 新和牧場 ５１２＋ ６２：０６．２３ ４５．６�
６１２ シャトルベクター 牡３青鹿５６ 鈴来 直人加藤 徹氏 柴田 政人 新冠 大狩部牧場 ４９０－１０２：０７．２６ ２６０．８�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，０５６，９００円 複勝： ３７，８２１，３００円 枠連： ８，０７０，９００円

馬連： ２６，２７８，２００円 馬単： ２１，７２４，３００円 ワイド： １３，８５９，３００円

３連複： ３５，１６６，３００円 ３連単： ６８，０２４，８００円 計： ２２６，００２，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １８０円 複 勝 � １１０円 � ６６０円 � ４００円 枠 連（２－４） １，５７０円

馬 連 �� １，７３０円 馬 単 �� ２，９６０円

ワ イ ド �� ８５０円 �� ８２０円 �� ５，４２０円

３ 連 複 ��� ８，５９０円 ３ 連 単 ��� ２３，９９０円

票 数

単勝票数 計 １５０５６９ 的中 � ６９３８７（１番人気）
複勝票数 計 ３７８２１３ 的中 � ２２８９６０（１番人気）� ６５６２（７番人気）� １２０３５（６番人気）
枠連票数 計 ８０７０９ 的中 （２－４） ３８１３（５番人気）
馬連票数 計 ２６２７８２ 的中 �� １１２３７（６番人気）
馬単票数 計 ２１７２４３ 的中 �� ５４３１（１０番人気）
ワイド票数 計 １３８５９３ 的中 �� ４１３６（８番人気）�� ４２９８（７番人気）�� ５９７（３９番人気）
３連複票数 計 ３５１６６３ 的中 ��� ３０２３（２６番人気）
３連単票数 計 ６８０２４８ 的中 ��� ２０９３（６３番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２４．４―３７．１―４９．９―１：０２．８―１：１５．０―１：２７．０―１：３９．０―１：５０．７

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

スマートリバティー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 クリエイター デビュー ２０１０．１２．５ 阪神５着

２００８．３．１６生 牡３鹿 母 リザーブシート 母母 インヴァイト １０戦１勝 賞金 １３，８８０，０００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 ミネノボサツ号
（非抽選馬） ３頭 エイトプリンス号・スタニングミノル号・マイネロサリラ号
※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。



２５０５５ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第７競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時１０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

８１２� ボリュームゾーン 牡４鹿 ５７ 安藤 勝己加藤 春夫氏 村山 明 様似 堀 弘康 ５０６＋ ４１：４６．０ ３．０�

７１０ シャイニーダンディ 牡３青鹿５４ 古川 吉洋小林 昌志氏 湯窪 幸雄 平取 コアレススタッド ４６０－ ６１：４６．１� ８．８�
５７ アドマイヤツバサ 牡４青鹿５７ 横山 典弘近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４５８＋ ６１：４６．２	 ３．１�
４５ ケイアイプログレス 牡４栃栗５７ 勝浦 正樹 �啓愛義肢材料販売所 柴崎 勇 新冠 隆栄牧場 ５０２－１０ 〃 ハナ ８．４�
１１ � エルヘイロー 牡３黒鹿 ５４

５１ ▲西村 太一黒岩 晴男氏 二ノ宮敬宇 日高 �橋 耀代 ４７０＋１２１：４７．１５ ４９．２�
４４ リアルフリーダム 牡４黒鹿５７ 四位 洋文吉田 照哉氏 伊藤 正徳 千歳 社台ファーム ４６６＋ ２ 〃 クビ ４．５�
３３ ナリタチャレンジ 牡７鹿 ５７ 佐藤 哲三�オースミ 宮本 博 門別 豊郷牧場 ５０２± ０ 〃 ハナ ７２．４	
７１１ アレックスバローズ 牡４鹿 ５７ 吉田 稔猪熊 広次氏 野中 賢二 新冠 川島牧場 ４６４－ ４１：４７．７３� ２３．３


（北海道）

６９ シンワカントリー 牡３黒鹿５４ 川島 信二若尾 昭一氏 武 宏平 日高 エンドレス
ファーム ４９６± ０１：４７．９１ １０２．５�

５６ トウシンボルト 牡４黒鹿５７ 池添 謙一�サトー 浅見 秀一 千歳 社台ファーム ４８０＋ ２１：４８．１１
 ７６．１�
８１３ ドラゴンウィンズ �３芦 ５４ 丸山 元気窪田 康志氏 白井 寿昭 新冠 ハシモトフアーム ４５６－１６１：４８．２	 ２８．７
６８ � キャニオンシンザン 牡３栗 ５４ 黛 弘人谷川弘一郎氏 天間 昭一 浦河 谷川牧場 B４８２＋１０１：４８．８３� ３２３．２�
２２ カネコメスキー 牡３黒鹿５４ 宮崎 北斗�岡 義雄氏 作田 誠二 日高 白瀬 明 ４３８－ ３１：４９．２２� ２９５．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，７２１，３００円 複勝： ２４，５４８，３００円 枠連： ８，６７６，４００円

馬連： ２６，９６８，６００円 馬単： ２０，５５６，９００円 ワイド： １３，２０１，５００円

３連複： ３７，２２４，１００円 ３連単： ６８，５４８，０００円 計： ２１４，４４５，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １２０円 � １８０円 � １３０円 枠 連（７－８） ８１０円

馬 連 �� １，３５０円 馬 単 �� ２，２１０円

ワ イ ド �� ４４０円 �� ２３０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，３７０円 ３ 連 単 ��� ８，７４０円

票 数

単勝票数 計 １４７２１３ 的中 � ３９１０９（１番人気）
複勝票数 計 ２４５４８３ 的中 � ６３１６８（１番人気）� ２８９８０（４番人気）� ５２９２５（２番人気）
枠連票数 計 ８６７６４ 的中 （７－８） ７９４９（４番人気）
馬連票数 計 ２６９６８６ 的中 �� １４７５０（６番人気）
馬単票数 計 ２０５５６９ 的中 �� ６８８６（９番人気）
ワイド票数 計 １３２０１５ 的中 �� ７０２４（６番人気）�� １６５６０（１番人気）�� ５４８９（１０番人気）
３連複票数 計 ３７２２４１ 的中 ��� ２０１１２（４番人気）
３連単票数 計 ６８５４８０ 的中 ��� ５７９３（２１番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．６―１２．４―１２．５―１２．５―１２．４―１２．４―１２．１―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．５―３０．９―４３．４―５５．９―１：０８．３―１：２０．７―１：３２．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ボリュームゾーン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ヤマニンスキー

２００７．５．３生 牡４鹿 母 ヤクモアサシオ 母母 ヤクモアサカゼ １２戦１勝 賞金 ２２，７８０，０００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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 グッドカレラ号
（非抽選馬） ２頭 コスモリゾルヴ号・ランドオウジ号
※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。

２５０５６ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第８競走 ��１，５００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２７．８
１：２７．８

良

良

６９ タガノザイオン 牡４鹿 ５７ 松田 大作八木 良司氏 小原伊佐美 新冠 有限会社新冠
タガノファーム B４７４－ ４１：２８．９ １２．０�

８１３ オメガブルーハワイ 牝４黒鹿５５ 池添 謙一原 �子氏 笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４５６－ ４１：２９．２１� ２．３�
１１ ヤマニンミュゼット 牝４青鹿５５ 横山 典弘土井 肇氏 新開 幸一 新冠 錦岡牧場 ４４６± ０１：２９．４１� １１．６�
４５ ギリギリヒーロー 牡３栗 ５４ 藤岡 佑介小林けい子氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム ４１６＋ ８１：２９．７１� ２．６�
４６ � トキメキセイコー 牡４鹿 ５７ 吉田 隼人片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 ４７８＋ ６１：２９．９１	 １７８．０�
６１０ フィドルプレイヤー 牝４栗 ５５

５２ ▲西村 太一下河�行雄氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 ４８８＋ ４１：３０．１１� ７．５�
２２ � プリンセスミカ 牝５鹿 ５５ 秋山真一郎冨沢 敦子氏 増本 豊 新ひだか 高橋 誠次 ４６８＋１０１：３０．３１	 ３０５．６	
５８ � サクセスゴーランド 牝４黒鹿５５ 丸山 元気�嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４７８＋ ６１：３０．４� ６７．６

７１１ ヒカリキャピタル 牡３鹿 ５４ 上村 洋行�ヒカリクラブ 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 B４５６＋ ６１：３０．５� ２０７．７�
５７ マスターウィンド 牝４栗 ５５ 古川 吉洋谷岡牧場 岩戸 孝樹 新ひだか 谷岡牧場 ４４６＋ ４１：３０．６� ４３．８�
８１４ エステーラブ 牝４青鹿５５ 津村 明秀齋藤 宏明氏 中野 栄治 新冠 平山牧場 ４４６＋１４ 〃 アタマ ４１．６�
３３ 
 ハピネスハンター 牡３黒鹿５４ 井上 俊彦白井 岳氏 林 和弘 浦河 斉藤 政志 ４８４＋１４１：３０．７� １５２．５�

（北海道） （北海道）

３４ 
 ガ ツ ー ン 牡３芦 ５４ 坂下 秀樹鈴木 克敏氏 原 孝明 むかわ 上水牧場 ４３６＋ ４１：３１．４４ ９６．０�
（北海道） （北海道）

７１２ フミノアカデミー 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 浦河 谷口牧場 ４７２－１０１：３１．５� ２０．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １５，６２８，８００円 複勝： １６，４８１，４００円 枠連： ９，２０８，８００円

馬連： ２６，６１６，８００円 馬単： ２０，１３４，０００円 ワイド： １２，１３８，０００円

３連複： ３５，９７９，７００円 ３連単： ６６，４２８，３００円 計： ２０２，６１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，２００円 複 勝 � １９０円 � １４０円 � ２８０円 枠 連（６－８） ４８０円

馬 連 �� １，２８０円 馬 単 �� ３，８４０円

ワ イ ド �� ４７０円 �� １，２４０円 �� ７４０円

３ 連 複 ��� ４，５３０円 ３ 連 単 ��� ３２，４９０円

票 数

単勝票数 計 １５６２８８ 的中 � １０２７３（５番人気）
複勝票数 計 １６４８１４ 的中 � ２１８９７（３番人気）� ３８６３５（１番人気）� １２３５６（５番人気）
枠連票数 計 ９２０８８ 的中 （６－８） １４４２８（２番人気）
馬連票数 計 ２６６１６８ 的中 �� １５４３３（５番人気）
馬単票数 計 ２０１３４０ 的中 �� ３８７９（１２番人気）
ワイド票数 計 １２１３８０ 的中 �� ６７８４（５番人気）�� ２２８９（１３番人気）�� ４０１８（８番人気）
３連複票数 計 ３５９７９７ 的中 ��� ５８６６（１２番人気）
３連単票数 計 ６６４２８３ 的中 ��� １５０９（８８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．７―１７．９―２９．２―４０．７―５２．５―１：０４．５―１：１６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３６．４

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

勝馬の
紹 介

タガノザイオン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．１０．１０ 京都８着

２００７．５．２６生 牡４鹿 母 タガノクィーン 母母 タガノワッスル １４戦２勝 賞金 １７，９５０，０００円
〔制裁〕 タガノザイオン号の騎手松田大作は，４コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（７番への進路影響）
※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 ショウナンスマイル号
（非抽選馬） ３頭 ピエナクリスタル号・ペプチドルパン号・マーベラスビジン号
※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。



２５０５７ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第９競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１４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 ７，４００，０００円 ３，０００，０００円 １，９００，０００円 １，１００，０００円 ７４０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．４
１：４４．１

良

良

５７ アマファソン 牝４黒鹿５５ 横山 典弘吉田 勝己氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム ４６８－ ４１：４９．４ １．３�

６９ メジロオードリー 牝４鹿 ５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 大久保洋吉 洞爺湖 メジロ牧場 ４５２－ ６１：４９．６１� ７．９�
２２ エアワンピース 牝３栗 ５２ 池添 謙一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム ４８６＋ ４ 〃 アタマ １０．２�
６１０ カルトマリーヌ 牝４鹿 ５５ 吉田 稔 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 成島 英春 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４５４＋ ８１：５０．０２� ７３．７�
（北海道）

１１ ウインディーリング 牝４青鹿５５ 津村 明秀細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４４８－ ４１：５０．３１� ３３．６�
３３ ク ラ ベ ス 牝３黒鹿５２ 三浦 皇成下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 ４８６－１２１：５０．４� １３．６	
４５ トーホウカクテル 牝４栗 ５５ 秋山真一郎東豊物産� 古賀 史生 新ひだか 片山牧場 ４２６－１２ 〃 クビ ２３２．１

７１２� トーセンインディ 牝３芦 ５２ 吉田 隼人島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム ４４０＋ ６１：５０．６１� ６１．１�
８１３ ツカサリボン 牝３栗 ５２ 上野 翔中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４２４± ０１：５０．９１� ２４５．５
４６ メルヴェイユドール 牝４黒鹿５５ 古川 吉洋 �サンデーレーシング 牧田 和弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４３８＋ ４１：５１．０� ４９．７�
５８ フェリキタース 牝５鹿 ５５

５２ ▲西村 太一礒川 正明氏 松永 康利 新ひだか 嶋田牧場 ４８０－ ２１：５１．２１� １２６．１�
８１４ フローリストライフ 牝４鹿 ５５ 藤岡 佑介難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４５８＋２４１：５１．５２ ３９．４�
７１１ ボ サ ノ ヴ ァ 牝３栗 ５２ 四位 洋文吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム ４２４＋１４１：５１．７１� １８．８�
３４ アラビアータ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行吉田 照哉氏 河内 洋 千歳 社台ファーム ４３８－ ４１：５４．２大差 １８７．４�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，４９４，６００円 複勝： ６７，２８４，６００円 枠連： １０，３９１，３００円

馬連： ３９，７８５，５００円 馬単： ３４，０３３，６００円 ワイド： １９，８１５，９００円

３連複： ５０，６４７，０００円 ３連単： １２１，６６８，０００円 計： ３６４，１２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � １８０円 枠 連（５－６） ３６０円

馬 連 �� ３８０円 馬 単 �� ４６０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ２７０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ８４０円 ３ 連 単 ��� １，９３０円

票 数

単勝票数 計 ２０４９４６ 的中 � １２７５２３（１番人気）
複勝票数 計 ６７２８４６ 的中 � ４７１３０９（１番人気）� ６６０５０（２番人気）� ３６４５８（３番人気）
枠連票数 計 １０３９１３ 的中 （５－６） ２１７５０（１番人気）
馬連票数 計 ３９７８５５ 的中 �� ７７７２１（１番人気）
馬単票数 計 ３４０３３６ 的中 �� ５４６１６（１番人気）
ワイド票数 計 １９８１５９ 的中 �� ３２１９３（１番人気）�� １８５９１（２番人気）�� ５９１０（１０番人気）
３連複票数 計 ５０６４７０ 的中 ��� ４４５１３（１番人気）
３連単票数 計１２１６６８０ 的中 ��� ４６７３３（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．２―３６．７―４９．１―１：０１．６―１：１３．９―１：２５．８―１：３７．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３５．５
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

アマファソン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２００９．７．２５ 札幌３着

２００７．５．１１生 牝４黒鹿 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント ２２戦３勝 賞金 ７２，５３９，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アラビアータ号は，平成２３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４頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エムオーハンズ号・チリトテシャン号
（非抽選馬） ２頭 エルキャンディー号・ブライダルシャワー号
※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。

２５０５８ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第１０競走 ��
��１，２００�ま り も 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 ４８３，０００円 １３８，０００円 ６９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

６１１ セレスマジェスティ 牡４黒鹿５７ 柴山 雄一岡田 牧雄氏 菊川 正達 浦河 �原 敏明 B４８２－ ２１：０９．６ ３．０�

２４ アイムヒアー 牝３鹿 ５２ 川島 信二 �三石川上牧場 荒川 義之 新ひだか 三石川上牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ ４．９�
１２ タイヨウパフューム 牝３鹿 ５２ 秋山真一郎小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ３８８＋ ２１：０９．７� ９．６�
４８ � ハイエストクライム 牡４鹿 ５７ 横山 典弘前田 葉子氏 萩原 清 米 Summer

Wind Farm ５１０± ０１：０９．９１	 ２９．５�
４７ マスターグレイマン 牡３芦 ５４ 佐藤 哲三村山 卓也氏 山内 研二 浦河 小島牧場 ４６０－ ６１：１０．０� １６．６�
１１ キタサンスズラン 牝４黒鹿５５ 安藤 勝己�大野商事 須貝 尚介 新ひだか カタオカステーブル ４７６－ ２ 〃 クビ ６．４	
５９ サトノパイレーツ 牡３鹿 ５４ 藤岡 佑介里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ４９４－ ２ 〃 ハナ １４．１

３６ ヤマニンファンシー 牝６鹿 ５５ 西村 太一土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ４６２＋ ６１：１０．２１ １００．０�
５１０ ハローバニヤン 牡３芦 ５４ 丸山 元気津村 靖志氏 大竹 正博 新冠 松浦牧場 ４５４＋ ２ 〃 アタマ ２２．９�
７１３ マックスストレイン 牡４栗 ５７ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 稲葉 隆一 新冠 ビッグレッドファーム ４７２＋ ８１：１０．３� １１．２
３５ 
 ワンダフルスイート 牝６鹿 ５５ 宮崎 北斗 �丸幸小林牧場 清水 英克 浦河 丸幸小林牧場 ５００＋１０ 〃 ハナ ３１８．９�
８１５ ナチュラルライツ 牝３栗 ５２ 三浦 皇成吉田 照哉氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：１０．４� ８２．２�
８１６
 ウイニングドラゴン 牡５黒鹿５７ 松田 大作奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４３８＋ ２ 〃 ハナ １２．４�
６１２� スカイホークアイ 牝３栗 ５２ 吉田 稔原口 厚三氏 国信 満 新ひだか 三石ファーム ４４２－ ４１：１０．６１� ３０３．５�

（北海道） （北海道）

２３ � チェリーグレイス 牝３芦 ５２ 佐々木国明櫻井 悦朗氏 広森 久雄 新ひだか 中田 浩美 ４４８－ ４１：１０．８１ ３４６．０�
（北海道） （北海道）

７１４ ウ ル ル 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人 �キャロットファーム 宮本 博 安平 ノーザンファーム ４９０＋１４ 〃 ハナ １９．０�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２１，６４５，５００円 複勝： ３４，１４４，７００円 枠連： １６，３４４，３００円

馬連： ５６，４５９，９００円 馬単： ３７，５２３，４００円 ワイド： ２５，７１５，０００円

３連複： ７６，８３７，２００円 ３連単： １３５，７４５，８００円 計： ４０４，４１５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １４０円 � １７０円 � ２３０円 枠 連（２－６） ８００円

馬 連 �� ８６０円 馬 単 �� １，３９０円

ワ イ ド �� ３００円 �� ５６０円 �� ９２０円

３ 連 複 ��� ２，３３０円 ３ 連 単 ��� ７，２３０円

票 数

単勝票数 計 ２１６４５５ 的中 � ５７３２３（１番人気）
複勝票数 計 ３４１４４７ 的中 � ８５２３３（１番人気）� ５３６５８（２番人気）� ３０７７６（４番人気）
枠連票数 計 １６３４４３ 的中 （２－６） １６２６０（３番人気）
馬連票数 計 ５６４５９９ 的中 �� ５１４５６（１番人気）
馬単票数 計 ３７５２３４ 的中 �� １９９６１（１番人気）
ワイド票数 計 ２５７１５０ 的中 �� ２５１５７（１番人気）�� １１５７６（５番人気）�� ６７３９（９番人気）
３連複票数 計 ７６８３７２ 的中 ��� ２４３５２（２番人気）
３連単票数 計１３５７４５８ 的中 ��� １３８７１（２番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．４―１１．１―１１．５―１１．８―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．２―２２．６―３３．７―４５．２―５７．０

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．９
３ ・（４，１６）（１５，９，１４）１，６（７，１０）２（５，１３）－（３，８）（１２，１１） ４ ・（４，１６）９，１（１５，１４）（６，７，１０）（２，１３）１１，５，８，３，１２
市場取引馬

勝馬の
紹 介

セレスマジェスティ �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー ２００９．１１．１ 東京５着

２００７．５．５生 牡４黒鹿 母 ジェネスジェット 母母 サンシャインステラ ２４戦２勝 賞金 ３７，４４９，０００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 コアレスシルバー号・マルサンアップル号
※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。

対象レース



２５０５９ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第１１競走 ��
��１，７００�しらかばステークス

発走１５時２５分 （ダート・右）
３歳以上，２２．８．２８以降２３．８．２１まで１回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負
担重量は，ハンデキャップ

道議会議長賞（１着）
賞 品

本 賞 ２１，０００，０００円 ８，４００，０００円 ５，３００，０００円 ３，２００，０００円 ２，１００，０００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

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

４５ � メダリアビート 牡５黒鹿５４ 横山 典弘門野 重雄氏 岡田 稲男 米 Hobby Horse
Farm, Inc. ４５４－ ８１：４４．５ ４．９�

８１２ エーシンモアオバー 牡５鹿 ５７．５ 藤田 伸二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ４９２－ ６１：４４．６� ２．４�
２２ スターシップ 牡７芦 ５５ 吉田 隼人 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４８６＋１４１：４４．７� ５０．０�
７１０ ツクバホクトオー 牡５黒鹿５５ 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 浦河 酒井牧場 ４７８＋ ６１：４４．８クビ １９．３�
１１ クリールパッション 牡６鹿 ５７．５ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 ４６８－ ４１：４５．２２� ６．５�
６９ フ リ ソ 牡５鹿 ５５ 三浦 皇成藤田 孟司氏 小島 茂之 門別 モリナガファーム ４６６－１２ 〃 クビ ２０．３	
３３ シャインモーメント 牡６栗 ５２ 吉田 稔�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 ５０２－ ２１：４５．３� １５３．１


（北海道）

５６ アルトップラン 牡６栗 ５５ 藤岡 佑介�エーティー 矢作 芳人 静内 千代田牧場 ４９８＋ ４１：４５．５１� ３４．２�
７１１	 エベレストオー 牡４鹿 ５１ 宮崎 北斗栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 中川牧場 B４８０－ ８１：４５．７１� ４８．８�
８１３ ピイラニハイウェイ 牡６黒鹿５６ 秋山真一郎金子真人ホール

ディングス� 吉田 直弘 早来 ノーザンファーム ４７０＋ ２１：４６．２３ ３０．２
４４ パワーストラグル 牡５黒鹿５７ 安藤 勝己 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４７８± ０１：４６．３� ５．１�
５７ ルールプロスパー 牡６青鹿５２ 松田 大作儀賀 好子氏 北出 成人 浦河 岡崎牧場 ４７２＋ ４１：５１．０大差 ２４．９�
６８ タガノクリスエス 牝６鹿 ５２ 四位 洋文八木 良司氏 松田 博資 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４９６± ０ （競走中止） ３２．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ４２，８３４，０００円 複勝： ６６，３００，６００円 枠連： ３７，１１３，２００円

馬連： １６１，７５１，１００円 馬単： ９１，１１０，１００円 ワイド： ５５，４４３，３００円

３連複： ２０１，１０１，３００円 ３連単： ４０２，９９９，７００円 計： １，０５８，６５３，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４９０円 複 勝 � １６０円 � １３０円 � １，０５０円 枠 連（４－８） ２９０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，４１０円

ワ イ ド �� ３３０円 �� ３，１２０円 �� ２，３００円

３ 連 複 ��� ８，５００円 ３ 連 単 ��� ３５，４４０円

票 数

単勝票数 計 ４２８３４０ 的中 � ７０３１５（２番人気）
複勝票数 計 ６６３００６ 的中 � １１９７２９（２番人気）� １７９７３８（１番人気）� １０１１１（１２番人気）
枠連票数 計 ３７１１３２ 的中 （４－８） １０１３６６（１番人気）
馬連票数 計１６１７５１１ 的中 �� １９９２０８（２番人気）
馬単票数 計 ９１１１０１ 的中 �� ４７７９９（４番人気）
ワイド票数 計 ５５４４３３ 的中 �� ５１２０９（２番人気）�� ４２９０（３２番人気）�� ５８６１（２５番人気）
３連複票数 計２０１１０１３ 的中 ��� １７４７９（２４番人気）
３連単票数 計４０２９９９７ 的中 ��� ８３９３（１０１番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１１．９―１２．１―１２．１―１２．２―１２．５―１２．７―１３．２

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．８―２９．７―４１．８―５３．９―１：０６．１―１：１８．６―１：３１．３

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�メダリアビート �
�
父 Medaglia d’Oro �

�
母父 Defensive Play デビュー ２００８．７．１３ 阪神７着

２００６．３．１５生 牡５黒鹿 母 Beat the Play 母母 Bendita ２８戦６勝 賞金 １１７，６７１，０００円
〔競走中止〕 タガノクリスエス号は，競走中に疾病〔右第１指関節脱臼〕を発症したため決勝線手前で競走中止。
〔その他〕 ルールプロスパー号は，最後の直線コースで他の馬の影響を受けたため，「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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 プレシャスジェムズ号
※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。

２５０６０ ８月２７日 晴 良 （２３札幌１）第５日 第１２競走 ��
��１，５００�札幌スポニチ賞

発走１６時００分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；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 １４，７００，０００円 ５，９００，０００円 ３，７００，０００円 ２，２００，０００円 １，４７０，０００円
付 加 賞 ２１７，０００円 ６２，０００円 ３１，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２７．８
１：２７．８

良

良

５５ アキノカウンター 牡５栗 ５７ 吉田 隼人穐吉 正孝氏 中村 均 新冠 中地 義次 ４５６－１４１：２９．２ １３．１�

１１ ベストクルーズ 牝４芦 ５５ 横山 典弘飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 ４４４± ０１：２９．３� １．９�
６６ カトルズリップス 牝３黒鹿５２ 藤田 伸二山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B４７６＋ ６１：２９．４� ４．７�
２２ ウインバンディエラ 牡５栗 ５７ 安藤 勝己�ウイン 松山 康久 浦河 丸幸小林牧場 ４６８－ ４ 〃 クビ ４．５�
４４ シングンレジェンド 牡５鹿 ５７ 宮崎 北斗伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 ４６２± ０１：２９．７２ １１．４�
８９ ルナフライト 牝５黒鹿５５ 古川 吉洋小林 一成氏 南井 克巳 浦河 昭和牧場 ４８０－ ２１：２９．８クビ ３６．８�
８８ ラベンダーカラー 牝３黒鹿５２ 三浦 皇成青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム ４４４＋２４ 〃 クビ １１．９	
３３ マーブルデイビー 牡５栗 ５７ 津村 明秀下村 直氏 清水 久詞 三石 三石川上牧場 ４８０－ ４１：２９．９クビ １３５．３

７７ スマートギャング 牡６栗 ５７ 吉田 稔大川 徹氏 森 秀行 門別 いとう牧場 ４５４－ ２１：３１．１７ １４６．６�

（北海道）

（９頭）

売 得 金

単勝： ２６，０７０，７００円 複勝： ３１，０５５，２００円 枠連： １３，２４３，７００円

馬連： ５７，５４６，７００円 馬単： ４５，４５０，６００円 ワイド： ２３，２０６，１００円

３連複： ６３，６８６，５００円 ３連単： １７８，３２８，８００円 計： ４３８，５８８，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３１０円 複 勝 � ２５０円 � １１０円 � １７０円 枠 連（１－５） ９９０円

馬 連 �� ９００円 馬 単 �� ３，４２０円

ワ イ ド �� ３１０円 �� ９３０円 �� ２５０円

３ 連 複 ��� １，４７０円 ３ 連 単 ��� １３，４５０円

票 数

単勝票数 計 ２６０７０７ 的中 � １５７３３（６番人気）
複勝票数 計 ３１０５５２ 的中 � ２２４２７（６番人気）� １０９８９５（１番人気）� ４３２７５（３番人気）
枠連票数 計 １３２４３７ 的中 （１－５） １０６００（５番人気）
馬連票数 計 ５７５４６７ 的中 �� ５００５９（４番人気）
馬単票数 計 ４５４５０６ 的中 �� ９８２７（１４番人気）
ワイド票数 計 ２３２０６１ 的中 �� ２００９１（４番人気）�� ５５８４（１３番人気）�� ２７８５４（２番人気）
３連複票数 計 ６３６８６５ 的中 ��� ３１９７７（６番人気）
３連単票数 計１７８３２８８ 的中 ��� ９７８８（４７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．７―１８．１―２９．８―４１．８―５３．８―１：０５．３―１：１６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．４

３ ６，７，５，８（２，９）４，１－３
２
４

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

アキノカウンター �

父 グ ラ ン デ ラ �


母父 フ ジ キ セ キ デビュー ２００８．１０．１２ 京都２着

２００６．４．１４生 牡５栗 母 ボンナターレ 母母 ムーンライトラン ３８戦４勝 賞金 ７０，５６０，０００円
〔発走時刻の変更〕 １６時０１分に変更。
※スマートギャング号は，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，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

対象レース対象レース



（２３札幌１）第５日 ８月２７日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １４８頭 本 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 手 当

１９０，１４０，０００円
１０，２５０，０００円
１，４１０，０００円
１７，９９０，０００円
５０，２６０，０００円
３，８４８，０００円
１，４６５，２００円

勝馬投票券売得金
２３７，５４５，２００円
４２２，２８２，３００円
１２９，１０９，５００円
５０７，２７５，０００円
３７０，４３０，０００円
２１７，３４３，０００円
６４７，３１４，６００円
１，３６０，０１１，７００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 ３，８９１，３１１，３００円

総入場人員 ９，４９１名 （有料入場人員 ８，５２３名）


