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２１０４９ ８月４日 曇 良 （２４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 ６２５，０００
６２５，０００

円
円 � コースレコード

中央レコード

１：４６．６
１：４５．６

良

不良

６８ ディーエスコマンド 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 ４９２＋ ２１：４９．１ ２１．５�

７１１� ヤンキーソヴリン 牡２黒鹿５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.
Brilie, L. P. ４７６－ ２１：４９．４１� ３．４�

８１２ スイングタキオン 牡２栗 ５４ 藤田 伸二平井 裕氏 森 秀行 浦河 岡部牧場 ４６８＋１６１：４９．５� ６．２�
４４ ホワイトフリート 牡２芦 ５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４５８－ ６ 〃 クビ ５．１�
４５ アドマイヤコング 牡２黒鹿５４ 池添 謙一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４６４－ ４ 〃 同着 ３．３�
１１ ハブアストロール 牡２鹿 ５４ 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか マークリ牧場 ５１０－ ２１：５０．３５ ３０．７�
３３ スプリングシャトル 牡２栗 ５４ 小林 徹弥加藤 春夫氏 野村 彰彦 様似 堀 弘康 ４７０－ ２１：５０．５１� １８．２	
８１３ チ ャ ー チ ル 牡２黒鹿５４ 田面木博公多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 鎌田 正嗣 ４７４± ０１：５０．７１ １３．３

５６ ディアストライカー 牡２鹿 ５４ 丸山 元気ディアレスト 栗田 徹 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム ４８０＋ ４１：５０．９１	 ５０．７�
６９ ゴーソッキュー 牡２栗 ５４ 古川 吉洋岡 浩二氏 角田 晃一 えりも エクセルマネジメント ４６４＋ ２１：５１．７５ ３３．７�
２２ ヒカルフェアリー 牝２栗 ５４ 秋山真一郎高橋 光氏 高市 圭二 新ひだか 田中 裕之 ４３８－ ２１：５１．９１	 ３０．３
７１０ プリティーキャロル 牝２芦 ５４ 黛 弘人伊東 純一氏 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム ４４４－ ６１：５３．５１０ １８４．７�
５７ ク ラ イ バ ー 牡２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 ４７４－１０１：５３．９２	 ２９０．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ９，５３７，１００円 複勝： ２０，４５３，４００円 枠連： ６，８３３，５００円

馬連： ２１，７８４，３００円 馬単： １７，２７３，９００円 ワイド： １１，８５０，７００円

３連複： ３４，２７７，３００円 ３連単： ５３，５７７，５００円 計： １７５，５８７，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，１５０円 複 勝 � ４８０円 � １５０円 � ２１０円 枠 連（６－７） ２，８００円

馬 連 �� ４，１４０円 馬 単 �� １１，２５０円

ワ イ ド �� １，０００円 �� ２，４１０円 �� ５００円

３ 連 複 ��� ９，２５０円 ３ 連 単 ��� ６９，８６０円

票 数

単勝票数 計 ９５３７１ 的中 � ３５０８（７番人気）
複勝票数 計 ２０４５３４ 的中 � ８２９２（７番人気）� ４８７２２（２番人気）� ２６１４２（３番人気）
枠連票数 計 ６８３３５ 的中 （６－７） １８０４（９番人気）
馬連票数 計 ２１７８４３ 的中 �� ３８８６（１５番人気）
馬単票数 計 １７２７３９ 的中 �� １１３４（４１番人気）
ワイド票数 計 １１８５０７ 的中 �� ２９００（１０番人気）�� １１３９（３０番人気）�� ６３４７（４番人気）
３連複票数 計 ３４２７７３ 的中 ��� ２７３５（３３番人気）
３連単票数 計 ５３５７７５ 的中 ��� ５６６（２２０番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．２―１２．４―１３．３―１３．０―１３．３―１３．０―１２．９―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．９―３０．３―４３．６―５６．６―１：０９．９―１：２２．９―１：３５．８

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディーエスコマンド �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 クロコルージュ デビュー ２０１２．６．２３ 福島１０着

２０１０．３．６生 牡２鹿 母 トップコメット 母母 ジョイラックノート 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５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 ウインチェイサー号・コスモジュンレンカ号・フロレント号・マイネルエウロス号
（非抽選馬） １頭 ヴェイパーコーン号

２１０５０ ８月４日 曇 良 （２４札幌１）第５日 第２競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１０時２０分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００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 ケイツークロート 牝３栗 ５４ 丸田 恭介楠本 勝美氏 高橋 義博 日高 ナカノファーム ４３８＋ ６１：４８．２ ３４．８�

６９ コスモリボン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B４８４± ０１：４８．４１� ３．１�
４４ フーラブライド 牝３鹿 ５４ 藤田 伸二吉田 和子氏 木原 一良 登別 青藍牧場 ４６６＋ ８ 〃 クビ ３．０�
７１１ トゥルーマートル 牝３黒鹿５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 大久保洋吉 安平 ノーザンファーム ４３２± ０１：４８．５� ９．２�
８１３ ストレートラブ 牝３青鹿５４ 丸山 元気万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４２２＋ ２１：４８．７１� １９．７�
５６ ジャンピングタワー 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成田和 廣通氏 矢野 照正 日高 ナカノファーム ４５０－ ２１：４８．９１ １５．９�
５７ ファビラスタイム 牝３鹿 ５４ 池添 謙一吉田 和子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６４＋ ４１：４９．３２� ６．０	
１１ トラストネモフィラ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介菅波 雅巳氏 高木 登 新ひだか 千代田牧場 ４７８＋ ２１：４９．４� ２１０．５

２２ トミケンアニマード 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 新ひだか 飯岡牧場 B４６４＋ ２１：４９．６１� ２９．６�
７１０ マルヨフレンドリー 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 ４９０＋１０１：４９．８� ８８．９�
３３ リアライズラフィカ 牝３黒鹿５４ 吉田 稔工藤 圭司氏 森 秀行 浦河 宮内牧場 ４３８－ ４１：５０．１１� ８．３

（北海道）

６８ シンチノクリチャン 牝３栗 ５４ 服部 茂史栗本 博晴氏 高市 圭二 平取 コアレススタッド ４２８－ ４１：５１．２７ ２１９．３�
（北海道）

８１２ ウインラフィナート 牝３黒鹿５４ 川島 信二�ウイン 角居 勝彦 日高 オリオンファーム ４４８＋ ２１：５５．３大差 ８２．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，６０３，１００円 複勝： ２１，７１２，６００円 枠連： ６，３９９，１００円

馬連： ２１，１７２，５００円 馬単： １５，８４９，４００円 ワイド： １０，４０６，８００円

３連複： ２９，７０３，４００円 ３連単： ４９，７２５，３００円 計： １６５，５７２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，４８０円 複 勝 � ４７０円 � １３０円 � １２０円 枠 連（４－６） ３７０円

馬 連 �� ６，６７０円 馬 単 �� １５，６４０円

ワ イ ド �� ９３０円 �� ９９０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� ４，７９０円 ３ 連 単 ��� ４７，１１０円

票 数

単勝票数 計 １０６０３１ 的中 � ２４０１（９番人気）
複勝票数 計 ２１７１２６ 的中 � ６９０７（８番人気）� ５５５７９（２番人気）� ６０５１３（１番人気）
枠連票数 計 ６３９９１ 的中 （４－６） １２８６５（１番人気）
馬連票数 計 ２１１７２５ 的中 �� ２３４６（２０番人気）
馬単票数 計 １５８４９４ 的中 �� ７４８（４４番人気）
ワイド票数 計 １０４０６８ 的中 �� ２３１４（１２番人気）�� ２１６２（１５番人気）�� １９６４２（１番人気）
３連複票数 計 ２９７０３４ 的中 ��� ４５８５（１７番人気）
３連単票数 計 ４９７２５３ 的中 ��� ７７９（１４９番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１２．０―１２．９―１３．２―１３．４―１３．４―１２．７―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―２９．９―４２．８―５６．０―１：０９．４―１：２２．８―１：３５．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５２．２―３F３８．８
１
３
１２，５（６，９）１０（３，４，１１）７－（２，８）－（１，１３）・（１２，６）９（５，１１）４（１０，２）（３，７）８（１３，１）

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ケイツークロート �
�
父 オンファイア �

�
母父 スターオブコジーン デビュー ２０１１．９．３ 札幌８着

２００９．４．２５生 牝３栗 母 ジニアエレガンス 母母 シクレノンビオス １５戦１勝 賞金 ７，５５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ウインラフィナート号は，平成２４年９月４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１頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） １頭 ペッシュボンボン号
※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。

第１回 札幌競馬 第５日



２１０５１ ８月４日 曇 良 （２４札幌１）第５日 第３競走 ��
��１，５００�サラブレッド系３歳

発走１０時５０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２７．８
１：２７．８

良

良

８１３� バルダメンテ 牡３青鹿５６ 三浦 皇成前田 幸治氏 和田正一郎 米 Marion G.
Montanari ５１４＋１０１：２９．５ ４．７�

２２ アポロライダー �３鹿 ５６ 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 矢野 英一 新ひだか へいはた牧場 ４３２－ ４１：２９．７１� ７．９�
８１４ アスクマイカクテル 牝３栗 ５４ 丸山 元気 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム B４０８－ ２１：３０．２３ ３２．４�
３３ ケイトシチー 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 田所 秀孝 日高 幾千世牧場 ４４４－１０１：３０．４	 ３３．４�
４５ ヤマニンプレッジ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 ４３０－２０１：３０．５� １８．８�
４６ サーカスタウン 牡３栗 ５６ 長谷川浩大吉岡 泰治氏 増本 豊 新ひだか 増本牧場 ４９６± ０１：３０．６	 １５．０	
５８ タイキパピヨン 牝３鹿 ５４ 川島 信二�大樹ファーム 梅内 忍 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ ４２２＋ ２ 〃 ハナ １４０．５

６１０ マイネサムサラ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４２８± ０１：３０．７クビ ３６．６�
１１ ウェルトレインド �３鹿 ５６ 五十嵐冬樹岡田 牧雄氏 中村 均 新冠 村本牧場 ４５２－ ８１：３０．９１
 １９．７�

（北海道）

３４ ツキミハナミ 牡３芦 ５６ 池添 謙一木村 信彦氏 池添 兼雄 新ひだか 本桐牧場 ４６４＋ ２ 〃 クビ １．８
７１１ トーセンタイムリー 牝３青鹿５４ 横山 典弘島川 �哉氏 鈴木 康弘 日高 有限会社 エ

スティファーム ３８６－３２１：３１．０クビ ８９．５�
６９ リネンテイク 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 嶋田牧場 ４４８－ ４１：３１．２１� ４４３．０�
５７ ロッタチャン 牝３鹿 ５４ 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 米田 和子 ４６２－ ６１：３１．４１
 ３０９．０�
７１２ レーヴドマリー 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 西園 正都 新ひだか 橋本牧場 ４１４－ ４１：３１．５	 １１．２�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １１，０１８，３００円 複勝： １８，７４３，７００円 枠連： ６，９４７，１００円

馬連： １９，６８１，１００円 馬単： １６，７４３，４００円 ワイド： １０，６１１，０００円

３連複： ２９，５２７，６００円 ３連単： ５２，７４８，３００円 計： １６６，０２０，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４７０円 複 勝 � １８０円 � ２６０円 � ７３０円 枠 連（２－８） １，７９０円

馬 連 �� １，７２０円 馬 単 �� ３，０１０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� １，５２０円 �� ３，８１０円

３ 連 複 ��� １５，２７０円 ３ 連 単 ��� ６２，１９０円

票 数

単勝票数 計 １１０１８３ 的中 � １８４８６（２番人気）
複勝票数 計 １８７４３７ 的中 � ３５２９３（２番人気）� １９３２０（３番人気）� ５２７４（１０番人気）
枠連票数 計 ６９４７１ 的中 （２－８） ２８６６（７番人気）
馬連票数 計 １９６８１１ 的中 �� ８４９１（７番人気）
馬単票数 計 １６７４３４ 的中 �� ４１１５（１０番人気）
ワイド票数 計 １０６１１０ 的中 �� ５２３３（５番人気）�� １６８６（１８番人気）�� ６４９（３３番人気）
３連複票数 計 ２９５２７６ 的中 ��� １４２８（４７番人気）
３連単票数 計 ５２７４８３ 的中 ��� ６２６（１８５番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．４―１１．９―１２．１―１２．３―１２．０―１１．４―１１．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．８―１８．２―３０．１―４２．２―５４．５―１：０６．５―１：１７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．３―３F３５．０

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

勝馬の
紹 介

�バルダメンテ �
�
父 First Samurai �

�
母父 Devil His Due デビュー ２０１１．１１．１９ 東京５着

２００９．２．８生 牡３青鹿 母 Hostility 母母 Nifty Slew ６戦１勝 賞金 ７，９８０，０００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） ４頭 カルミアムーン号・メジャーコード号・ヤマノリリー号・ロータスドリーム号
※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。

２１０５２ ８月４日 曇 良 （２４札幌１）第５日 第４競走 ��１，７００�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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００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 キングモンブラン 牡３鹿 ５６ 上村 洋行沼川 一彦氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 ４２８± ０１：４７．５ ４．１�

５７ ディアボンボン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 新冠 中本 隆志 B４６０－ ６１：４７．７１� ６０．２�
８１２ オ フ シ ョ ア 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム ４４２－ ２１：４８．３３� ５．８�
４４ エクスレジェーラ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム ４５６－ ４１：４９．０４ ２５．９�
２２ ターフアクトレス 牝３鹿 ５４ 伊藤 工真千葉 正人氏 中川 公成 新ひだか 白井 吉美 ４２４－ ２１：４９．４２� １３７．０�
１１ マウントゼンノエ 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４３８＋ ２１：４９．６１� ２．９�
６９ トウカイマルシェ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一内村 正則氏 成島 英春 むかわ エスティウィンファーム ４８４＋ ４１：４９．７� １４．８	
８１３ ナリタアイル 牝３栗 ５４ 古川 吉洋�オースミ 角田 晃一 浦河 杵臼牧場 ４４８－１０１：４９．９１ ３９．７

３３ ウインバトルシップ 牡３芦 ５６ 四位 洋文�ウイン 鮫島 一歩 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５２６－ ８１：５０．２１� ４．４�
７１０ シ ア ン ナ 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 斎藤 誠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ５１０＋ ２１：５０．４１� １２．１
６８ カ ー ラ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人武田 茂男氏 柄崎 孝 新冠 大栄牧場 B４２６－１０ 〃 ハナ ２１５．０�
７１１ ベ レ ス プ リ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生吉田 和子氏 松永 幹夫 新冠 若林牧場 ４７６＋１４１：５１．５７ １９７．５�
５６ サクセスベルーナ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀�嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム B４６８＋１０ 〃 アタマ ４９．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，１４７，７００円 複勝： １８，９３９，６００円 枠連： ５，８７３，４００円

馬連： ２０，２２８，０００円 馬単： １５，８５５，０００円 ワイド： １０，５１１，０００円

３連複： ３０，２２４，３００円 ３連単： ５２，３０１，７００円 計： １６４，０８０，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � ８５０円 � １８０円 枠 連（４－５） ３，９６０円

馬 連 �� ７，１９０円 馬 単 �� １０，２００円

ワ イ ド �� ２，３１０円 �� ３６０円 �� ２，６８０円

３ 連 複 ��� ８，３３０円 ３ 連 単 ��� ４５，４７０円

票 数

単勝票数 計 １０１４７７ 的中 � １９５８８（２番人気）
複勝票数 計 １８９３９６ 的中 � ４００３８（２番人気）� ４０５１（９番人気）� ３１８１０（３番人気）
枠連票数 計 ５８７３４ 的中 （４－５） １０９６（１７番人気）
馬連票数 計 ２０２２８０ 的中 �� ２０７８（２３番人気）
馬単票数 計 １５８５５０ 的中 �� １１４８（３６番人気）
ワイド票数 計 １０５１１０ 的中 �� １０４３（２５番人気）�� ８４３４（２番人気）�� ８９５（２７番人気）
３連複票数 計 ３０２２４３ 的中 ��� ２６７９（２７番人気）
３連単票数 計 ５２３０１７ 的中 ��� ８４９（１４４番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．０―１２．３―１３．０―１３．１―１２．８―１２．９―１２．８―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．９―３０．２―４３．２―５６．３―１：０９．１―１：２２．０―１：３４．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．２―３F３８．４
１
３
１３，７，１１（２，５，９）－（８，４）－３，６，１０，１２－１・（１３，７）（５，９）（１１，４）２（８，３）（６，１２）（１，１０）

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

勝馬の
紹 介

キングモンブラン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー ２０１１．８．２０ 札幌１１着

２００９．５．２生 牡３鹿 母 ドリームスピカ 母母 マキシムドリーム ８戦１勝 賞金 ６，９５０，０００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 ギャラクティコ号



２１０５３ ８月４日 曇 良 （２４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 � コースレコード

中央レコード

１：２９．３
１：２９．３

良

良

１１ タマモコンパス 牡２黒鹿５４ 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４３８ ―１：３１．５ １．３�

２２ ツルツルトハシル 牝２鹿 ５４ 竹之下智昭國分 純氏 武市 康男 日高 ファニーフレンズファーム ４１８ ―１：３１．９２� １１．７�
３３ デルマコナキジジ 牡２栗 ５４ 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 和田 正道 日高 ファニーヒルファーム ４９２ ―１：３４．５大差 １１．１�
４４ トミケンユープ 牝２栗 ５４ 宮崎 北斗冨樫 賢二氏 牧浦 充徳 新ひだか 田原橋本牧場 ４６２ ―１：３５．０３ ３．２�

（４頭）
５５ インプレショニスト 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム ― ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，２９８，２００円 複勝： 発売なし 枠連： 発売なし

馬連： １２，０３０，１００円 馬単： １９，３７４，０００円 ワイド： １３，０２２，４００円

３連複： １１，６９３，２００円 ３連単： ８６，８３３，７００円 計： １５９，２５１，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 発売なし 枠 連 発売なし

馬 連 �� ５３０円 馬 単 �� ６９０円

ワ イ ド �� ２９０円 �� ４１０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� ５７０円 ３ 連 単 ��� ２，４７０円

票 数

単勝票数 計 １６２９８２ 的中 � ９９３２４（１番人気）
馬連票数 計 １２０３０１ 的中 �� １７００６（２番人気）
馬単票数 計 １９３７４０ 的中 �� ２０９８３（３番人気）
ワイド票数 計 １３０２２４ 的中 �� １２３４９（２番人気）�� ７８４０（３番人気）�� ５１８２（６番人気）
３連複票数 計 １１６９３２ 的中 ��� １５３４１（３番人気）
３連単票数 計 ８６８３３７ 的中 ��� ２６００８（８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
７．１―１９．３―３１．２―４３．１―５５．２―１：０７．５―１：１９．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．３

３ ２（１，４）－３
２
４
２，４，１－３
２（１，４）－３

勝馬の
紹 介

タマモコンパス �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ワイルドラッシュ 初出走

２０１０．２．２７生 牡２黒鹿 母 チャームライト 母母 ジ ャ ビ ラ バ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔出走取消〕 インプレショニスト号は，疾病〔左肩跛行〕のため出走取消。

２１０５４ ８月４日 曇 良 （２４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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：５８．６
１：５６．１

良

良

５９ コスモアウリンコ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム B４７４＋１６２：００．８ ３７．４�

２３ モンテエクリプス 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成毛利 喜昭氏 松田 国英 日高 下河辺牧場 ４４０＋ ６２：０１．０１� ２．４�
８１６ プリンチペッサ 牝３栗 ５４ 丹内 祐次�三嶋牧場 高柳 瑞樹 浦河 三嶋牧場 ４１６＋ ２ 〃 アタマ ２７．４�
３６ イ ル マ ー レ �３鹿 ５６ 宮崎 北斗岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４０６－ ２ 〃 アタマ １８．２�
８１５ ディーエスメジャー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか 前田 宗将 ５１６－ ６２：０１．６３� ６２．５�
４７ マイネルフェイブル 牡３青 ５６ 五十嵐冬樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 千歳 社台ファーム ４６８＋ ６２：０１．７� １８．２	
（北海道）

６１１ アドマイヤマグマ 牡３芦 ５６ 丸田 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４３６± ０２：０１．８� ２６．９


７１３ レッドヴォーグ 牝３鹿 ５４ 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム ５０２± ０２：０２．２２� ３．２�
１１ タマモクロステッチ 牝３芦 ５４ 丸山 元気タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ３９２＋ ８２：０２．６２� ２０．２�
２４ ビコーワンダフル 牝３栗 ５４ 小林慎一郎�レジェンド 鹿戸 明 新ひだか 山口 修二 ４３４＋ ６ 〃 クビ ４２．４
４８ スギノアンフィニー 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４７８－ ４２：０３．２３� ２１７．１�
１２ ディジェスティフ 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人 �グリーンファーム 栗田 博憲 安平 ノーザンファーム ４２８－ ８２：０３．６２� ５５．７�
７１４ トーセンシーザー 牡３黒鹿５６ 柴山 雄一島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B４８４± ０２：０３．８１ １１．０�
６１２ ハ ル カ 牝３芦 ５４ 黛 弘人松尾 正氏 嶋田 潤 浦河 丸幸小林牧場 ４５２＋ ２２：０４．３３ １７９．５�
３５ ホワイトクレマチス 牝３芦 ５４ 荻野 琢真�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 ４２８－ ６２：０６．１大差 ２７５．４�
５１０ コ ロ ン ブ �３青 ５６ 横山 典弘吉田 和美氏 金成 貴史 洞爺湖 メジロ牧場 ４７２－ ４ （競走中止） １０．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，１８５，９００円 複勝： ２２，３８８，２００円 枠連： ９，４７０，０００円

馬連： ２６，３１１，５００円 馬単： １７，４２７，２００円 ワイド： １３，８５９，０００円

３連複： ３７，７６０，９００円 ３連単： ５６，８０１，１００円 計： １９８，２０３，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３，７４０円 複 勝 � ６８０円 � １６０円 � ５１０円 枠 連（２－５） ８００円

馬 連 �� ５，５１０円 馬 単 �� １２，１００円

ワ イ ド �� １，６７０円 �� ６，２５０円 �� １，０４０円

３ 連 複 ��� ２３，２１０円 ３ 連 単 ��� １７３，９４０円

票 数

単勝票数 計 １４１８５９ 的中 � ２９８９（１０番人気）
複勝票数 計 ２２３８８２ 的中 � ７０１１（１０番人気）� ５１５４６（１番人気）� ９８０９（８番人気）
枠連票数 計 ９４７００ 的中 （２－５） ８７４２（３番人気）
馬連票数 計 ２６３１１５ 的中 �� ３５３０（１８番人気）
馬単票数 計 １７４２７２ 的中 �� １０６３（４１番人気）
ワイド票数 計 １３８５９０ 的中 �� ２０５０（１８番人気）�� ５２９（５９番人気）�� ３４１１（１０番人気）
３連複票数 計 ３７７６０９ 的中 ��� １２０１（７９番人気）
３連単票数 計 ５６８０１１ 的中 ��� ２４１（５０５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．１―３４．７―４７．３―５９．８―１：１２．１―１：２４．５―１：３６．５―１：４８．５

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモアウリンコ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Caerleon デビュー ２０１１．１０．３０ 東京１１着

２００９．５．３生 牡３鹿 母 ニシノブルーライト 母母 Baiser Vole １０戦１勝 賞金 ８，７００，０００円
〔競走中止〕 コロンブ号は，競走中に疾病〔右肩跛行〕を発症したため１コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホワイトクレマチス号は，平成２４年９月４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 イブニングスカイ号・オースミムーン号・コーディリア号・サングヒーロー号・ハッピーユーゲント号・

ビップシャイン号・ルミナスレッド号
※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。



２１０５５ ８月４日 曇 良 （２４札幌１）第５日 第７競走 ��１，０００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．５
５７．１

良

稍重

６８ メイショウフォロー 牡３鹿 ５４
５１ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 本田 優 日高 原田牧場 ４６２－１８ ５９．８ １９．５�

３３ キンショーユウジャ 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹礒野日出夫氏 田島 俊明 新ひだか 藤本牧場 ４９６－ ２ 〃 アタマ ２．３�
７１０ シンボリエクレール 牡３黒鹿５４ 川島 信二シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 ５３８－ ２１：００．０１� ５．６�
７９ サクラティアモ 牝５青 ５５ 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 ４３４＋ ４１：００．１クビ １６．８�
１１ サクラベッシー 牝５鹿 ５５ 黛 弘人�さくらコマース奥平 雅士 新ひだか 山田牧場 ５０８＋ ２１：００．４１� ９５．６�
２２ ジ ェ ノ ア 牝３鹿 ５２ 丸田 恭介大社 聡氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 ４６０＋１０１：００．５� ９７．５�
５５ ニシノコハク 牝３栗 ５２ 吉田 稔西山 茂行氏 藤原 英昭 新ひだか 岡田牧場 ４７４± ０ 〃 クビ １５．１	

（北海道）

８１１ フ レ イ ヤ 牝６鹿 ５５ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 静内 岡田スタツド ５３０＋ ６１：００．６� ２４．６

８１２ キタサンハヤブサ 牡４芦 ５７ 三浦 皇成�大野商事 鹿戸 雄一 新ひだか 木田牧場 B５２０－ ８１：００．７クビ ４．７�
６７ ゲーリックストーム 牡４鹿 ５７ 五十嵐冬樹 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム ４９６－１０１：００．８� １９．８

（北海道）

５６ � キクノベリータ 牡５鹿 ５７ 藤岡 佑介菊池 五郎氏 吉田 直弘 新ひだか フクダファーム ４５８－ ２ 〃 アタマ １４．０�
４４ エムケージャック 牡３鹿 ５４ 吉田 隼人紺野 光彦氏 高橋 裕 浦河 ガーベラパー

クスタツド ４７６－ ２１：０１．６５ １３．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １３，６５８，８００円 複勝： ２４，０１７，２００円 枠連： ８，６０１，２００円

馬連： ２３，４６０，１００円 馬単： １７，７４７，２００円 ワイド： １３，６６３，３００円

３連複： ３７，２６２，６００円 ３連単： ６３，１２５，４００円 計： ２０１，５３５，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，９５０円 複 勝 � ４５０円 � １３０円 � ２２０円 枠 連（３－６） １，２９０円

馬 連 �� １，９４０円 馬 単 �� ５，０１０円

ワ イ ド �� ８１０円 �� ２，２９０円 �� ３６０円

３ 連 複 ��� ５，１２０円 ３ 連 単 ��� ４１，３１０円

票 数

単勝票数 計 １３６５８８ 的中 � ５５３１（８番人気）
複勝票数 計 ２４０１７２ 的中 � ９８４０（８番人気）� ７１８７２（１番人気）� ２６５６２（３番人気）
枠連票数 計 ８６０１２ 的中 （３－６） ４９５２（７番人気）
馬連票数 計 ２３４６０１ 的中 �� ８９７０（７番人気）
馬単票数 計 １７７４７２ 的中 �� ２６１９（１９番人気）
ワイド票数 計 １３６６３３ 的中 �� ４０９０（８番人気）�� １３４５（３０番人気）�� １０４５５（２番人気）
３連複票数 計 ３７２６２６ 的中 ��� ５３８０（１８番人気）
３連単票数 計 ６３１２５４ 的中 ��� １１２８（１３８番人気）

ハロンタイム １２．４―１１．１―１１．４―１１．９―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．４―２３．５―３４．９―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウフォロー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 シャーディー デビュー ２０１１．１２．１８ 阪神６着

２００９．３．１７生 牡３鹿 母 ココニサチアリ 母母 マ リ キ ー タ ８戦２勝 賞金 １２，２００，０００円
〔制裁〕 シンボリエクレール号の騎手川島信二は，最後の直線コースでの御法（鞭の不適切な使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 カプリースレディー号・シャトルアップ号・ダイキチチョウナン号・タイセイクライマー号・デステニーアロー号・

ヤマニンラレーヌ号
※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。

２１０５６ ８月４日 晴 良 （２４札幌１）第５日 第８競走 ��１，８００�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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．４
１：４４．１

良

良

１１ メイショウヤタロウ 牡４鹿 ５７ 藤田 伸二松本 好雄氏 白井 寿昭 浦河 日の出牧場 ４８８－ ２１：４９．４ ２．５�

６９ マイネアロマ 牝５黒鹿５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４８０＋１６ 〃 アタマ ３２．１�

４５ エアジェルブロワ 牝３黒鹿５２ 池添 謙一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム ４８４＋ ８ 〃 クビ ４．０�
２２ � モルフェソングエル 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生並河賢一郎氏 本間 忍 むかわ ヤマイチ牧場 ４７４－ ４１：４９．５� ７１．４�
６１０ キョウエイマイン 牝３鹿 ５２ 丸田 恭介田中 晴夫氏 石毛 善彦 新冠 小泉牧場 ４１８＋ ６１：４９．６� ６４．９�
５８ ア ロ ヒ ラ ニ 牡３黒鹿５４ 吉田 隼人 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム ４５２＋ ８ 〃 ハナ ４．２	
７１２ サ ン グ ッ プ 牡４栗 ５７ 上野 翔加藤 信之氏 佐々木晶三 日高 加藤ステーブル ４８４± ０１：４９．７クビ １１８．４

３４ マイネアルナイル 牝３青鹿５２ 五十嵐冬樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中村 均 新冠 ビッグレッドファーム ４５６－１０１：４９．９１� ８．４�
（北海道）

８１３ マツリダジャパン �５青 ５７ 宮崎 北斗�橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド ４６２－ １１：５０．０	 ２９．７�
３３ � サクラカノン 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋�さくらコマース金成 貴史 新冠 川上牧場 ４８０－ ８１：５０．１クビ １４２．０
５７ マイネルアウストロ 牡６栗 ５７ 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 B５００± ０ 〃 ハナ ２０．４�
７１１ ダノンフェニックス 牡４黒鹿５７ 四位 洋文�ダノックス 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４５０－１６１：５０．２	 １９．４�
８１４ デラコリーナ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行 �サンデーレーシング 鈴木 康弘 安平 追分ファーム ４６８－ ８１：５０．６２� ３２．３�

（１３頭）
４６ ヤマニンアーシー 牡５鹿 ５７ 柴山 雄一土井 肇氏 池上 昌弘 浦河 廣田 伉助 ― （出走取消）

売 得 金

単勝： １６，０８１，５００円 複勝： ２０，５９３，２００円 枠連： ８，２８０，４００円

馬連： ２７，１２３，９００円 馬単： ２１，６０９，５００円 ワイド： １２，９７０，５００円

３連複： ３４，８７７，５００円 ３連単： ６３，５５９，６００円 計： ２０５，０９６，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １５０円 � ５９０円 � １８０円 枠 連（１－６） ２，２６０円

馬 連 �� ２，９３０円 馬 単 �� ３，９６０円

ワ イ ド �� １，１３０円 �� ３００円 �� ２，３４０円

３ 連 複 ��� ４，９００円 ３ 連 単 ��� ３０，０７０円

票 数

単勝票数 差引計 １６０８１５（返還計 １５） 的中 � ５２７０３（１番人気）
複勝票数 差引計 ２０５９３２（返還計 １９） 的中 � ４８５２６（１番人気）� ６３２５（９番人気）� ３２８５１（２番人気）
枠連票数 差引計 ８２８０４（返還計 ０ ） 的中 （１－６） ２７１３（８番人気）
馬連票数 差引計 ２７１２３９（返還計 ８１） 的中 �� ６８４４（９番人気）
馬単票数 差引計 ２１６０９５（返還計 ４０） 的中 �� ４０３１（１３番人気）
ワイド票数 差引計 １２９７０５（返還計 ５１） 的中 �� ２６５４（１３番人気）�� １２４７０（１番人気）�� １２３５（３０番人気）
３連複票数 差引計 ３４８７７５（返還計 ５３１） 的中 ��� ５２６２（１６番人気）
３連単票数 差引計 ６３５５９６（返還計 ４８３） 的中 ��� １５６０（８８番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．６―２４．２―３６．８―４９．８―１：０２．８―１：１５．２―１：２６．６―１：３７．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４６．６―３F３４．２
１
３

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

勝馬の
紹 介

メイショウヤタロウ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Storm Cat デビュー ２０１１．１．９ 京都２着

２００８．５．３０生 牡４鹿 母 ナイスレイズ 母母 Nice Tradition １４戦２勝 賞金 ３０，４７１，０００円
〔出走取消〕 ヤマニンアーシー号は，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３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 サクセスシルエット号
（非抽選馬） ２頭 メイショウマルクル号・メジロカトリーヌ号
※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。



２１０５７ ８月４日 晴 良 （２４札幌１）第５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）

５００万円以下；負担重量は，３歳５４�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

５７ アールシネマスタア 牡４栗 ５７ 三浦 皇成星野 良二氏 鹿戸 雄一 日高 森永牧場 ４７８－ ６１：４６．０ ６．９�

４５ パールブロッサム 牝３鹿 ５２ 秋山真一郎中野芳太郎氏 中尾 秀正 日高 福満牧場 ４１６－ ４１：４６．２１� ４．４�
４４ オーシュペール 牝３鹿 ５２ 吉田 隼人 �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 ４５４＋ ２１：４６．６２� ３．３�
８１３ ピタゴラスコンマ 牡３鹿 ５４ 横山 典弘�瀬 真尚氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ５１０＋１４１：４６．８１ ３．２�
３３ ノッティングボーイ 牡４鹿 ５７ 丸田 恭介齊藤 直信氏 伊藤 伸一 浦河 冨岡 博一 ４９２－ ２ 〃 アタマ ２６．７�
７１０ ルミナススカイ 牡３黒鹿５４ 柴山 雄一小林 久義氏 中川 公成 日高 エンドレス

ファーム ４６４－ ４１：４７．３３ ６１．２�
１１ 	 ワイドクロス 牡３栃栗５４ 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５０８＋ ８１：４７．４� ７３．４	
２２ マヤノオントロジー 牡３黒鹿５４ 四位 洋文田所 英子氏 安達 昭夫 平取 北島牧場 ４８４＋ ４ 〃 クビ ９．７

６８ ファンタズミック 牡４鹿 ５７ 丸山 元気大塚亮一� 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４８８－１０１：４７．５� ２７．４�
７１１ プリティーマッハ 牡４芦 ５７ 黛 弘人越野 正行氏 柄崎 孝 新冠 松浦牧場 ４５０－ ２１：４７．８１
 ６６．９�
５６ エンジンゼンカイ 牡４鹿 ５７ 服部 茂史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 ４６６－ ２１：４７．９� ３３．０
（北海道）

８１２� ピースオブキング 牡５黒鹿５７ 的場 勇人前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 出口牧場 B４９２－ ８１：４８．０� ３０９．３�
６９ トーアクリスタル 牡４芦 ５７ 五十嵐冬樹高山ランド� 星野 忍 豊浦トーア牧場 ５５２－１０１：４８．２１� ８１．８�

（北海道）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，２０７，８００円 複勝： ２７，４７３，１００円 枠連： １０，９８９，３００円

馬連： ３３，０９８，８００円 馬単： ２４，７０５，２００円 ワイド： １６，０８１，２００円

３連複： ４８，２８６，１００円 ３連単： ９３，３４９，６００円 計： ２７０，１９１，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ６９０円 複 勝 � １９０円 � １７０円 � １３０円 枠 連（４－５） ５２０円

馬 連 �� １，４７０円 馬 単 �� ３，３７０円

ワ イ ド �� ５４０円 �� ３００円 �� ２８０円

３ 連 複 ��� １，３４０円 ３ 連 単 ��� １１，１３０円

票 数

単勝票数 計 １６２０７８ 的中 � １８５１３（４番人気）
複勝票数 計 ２７４７３１ 的中 � ３２７５３（４番人気）� ４１０８８（３番人気）� ６８１４３（１番人気）
枠連票数 計 １０９８９３ 的中 （４－５） １５７９７（２番人気）
馬連票数 計 ３３０９８８ 的中 �� １６６９５（７番人気）
馬単票数 計 ２４７０５２ 的中 �� ５４１３（１４番人気）
ワイド票数 計 １６０８１２ 的中 �� ６６３８（７番人気）�� １３７２２（３番人気）�� １５３７５（１番人気）
３連複票数 計 ４８２８６１ 的中 ��� ２６６８８（３番人気）
３連単票数 計 ９３３４９６ 的中 ��� ６１９５（２５番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．７―１２．０―１２．４―１２．４―１２．７―１３．２―１２．９―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．６―２９．６―４２．０―５４．４―１：０７．１―１：２０．３―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．９
１
３
１２－６，５－１０（１，１３）１１（９，４，２）３（７，８）
１２－６－５（１０，１３）２（４，７）１（３，８）－１１，９

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

勝馬の
紹 介

アールシネマスタア �
�
父 Consolidator �

�
母父 Silver Deputy デビュー ２０１１．１．１５ 京都６着

２００８．４．１３生 牡４栗 母 アナバシュドチャーム 母母 Unbridled Hope １４戦３勝 賞金 ２８，７００，０００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 ハヤブサエミネンス号
※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。

２１０５８ ８月４日 晴 良 （２４札幌１）第５日 第１０競走 ��
��１，５００�ク ロ ー バ ー 賞

発走１４時５０分 （芝・右）

２歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金７５０万円毎１�増
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 ２７３，０００円 ７８，０００円 ３９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２９．３
１：２９．３

良

良

１１ アットウィル 牡２栗 ５４ 三浦 皇成宮川 純造氏 領家 政蔵 浦河 富田牧場 ４７４± ０１：２９．８ １．６�

７１０� ジェネラルグラント 牡２黒鹿５４ 五十嵐冬樹 �サンデーレーシング 広森 久雄 安平 ノーザンファーム ５３２＋ ２１：２９．９� １９．７�
（北海道） （北海道）

６９ ロ ゴ タ イ プ 牡２黒鹿５４ 村田 一誠吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４６０－１２１：３０．０� ６．４�
２２ ブリリアントアスク 牝２鹿 ５４ 横山 典弘廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４３４－１０ 〃 ハナ ２０．３�
４４ ジーブラック 牝２芦 ５４ 丸山 元気�グランプリ 清水 久詞 安平 ノーザンファーム ４２４± ０１：３０．３１� １８．４�
４５ � メロディアス 牝２栗 ５４ 吉田 稔吉田 照哉氏 角川 秀樹 千歳 社台ファーム ４４０－ ２１：３０．５１	 ５５．４	

（北海道） （北海道）

６８ レ デ ィ ー 牝２鹿 ５４ 四位 洋文浅見 文子氏 浅見 秀一 新ひだか 中村 和夫 ４２８± ０ 〃 クビ ６０．７

３３ � マンボマーチ 牝２青鹿５４ 桑村 真明�グランド牧場 角川 秀樹 新ひだか グランド牧場 ４４６＋ ２１：３０．６� １７１．８�

（北海道） （北海道）

５６ � ク ラ グ オ ー 牡２鹿 ５４ 宮崎 光行倉見 利弘氏 堂山 芳則 日高 倉見牧場 B５００± ０１：３０．７� ３６．９�
（北海道） （北海道）

７１１� ミ ー タ ロ ー 牡２栗 ５４ 服部 茂史小林 祥晃氏 田中 淳司 新ひだか 静内酒井牧場 ４６６± ０１：３０．９� １６６．２
（北海道） （北海道）

８１３ エクスパーシヴ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 ４６２＋ ２１：３１．２１� １５．３�
８１２ タガノハピネス 牝２鹿 ５４ 松田 大作八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム ４４２＋ ２１：３１．５２ ２７．９�
５７ マイネルイルソーレ 牡２黒鹿５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新ひだか 加野牧場 ４８８＋ ２１：３２．０３ ７．８�

（１３頭）

売 得 金

単勝： ２９，１６０，６００円 複勝： ４７，７６０，０００円 枠連： １３，４１２，６００円

馬連： ５９，０９３，４００円 馬単： ４２，４５９，８００円 ワイド： ２４，８０８，７００円

３連複： ７３，７５１，７００円 ３連単： １６１，６４７，９００円 計： ４５２，０９４，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ３６０円 � １７０円 枠 連（１－７） １，５５０円

馬 連 �� １，７５０円 馬 単 �� ２，２９０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ２５０円 �� １，２２０円

３ 連 複 ��� ２，０８０円 ３ 連 単 ��� ９，６００円

票 数

単勝票数 計 ２９１６０６ 的中 � １５０１７６（１番人気）
複勝票数 計 ４７７６００ 的中 � ２１１５６２（１番人気）� １８９９２（８番人気）� ５９７３３（２番人気）
枠連票数 計 １３４１２６ 的中 （１－７） ６４０１（７番人気）
馬連票数 計 ５９０９３４ 的中 �� ２４９４２（６番人気）
馬単票数 計 ４２４５９８ 的中 �� １３７１１（８番人気）
ワイド票数 計 ２４８０８７ 的中 �� ８７７１（８番人気）�� ２９５６１（１番人気）�� ４４４１（１５番人気）
３連複票数 計 ７３７５１７ 的中 ��� ２６２４４（５番人気）
３連単票数 計１６１６４７９ 的中 ��� １２４２７（２５番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４７．４―３F３５．３

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

勝馬の
紹 介

アットウィル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 タイキシャトル デビュー ２０１２．６．１７ 函館１着

２０１０．２．７生 牡２栗 母 アフレタータ 母母 チャイナブリーズ ３戦２勝 賞金 ２５，２７３，０００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。

����������	��������	
���������������������

��������	



２１０５９ ８月４日 晴 良 （２４札幌１）第５日 第１１競走 ��
��２，６００�札幌日経オープン

発走１５時２５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５１�４歳以上５５�，牝馬２�
減，収得賞金１，０００万円超過馬は超過額１，１００万円毎１�増

日本経済新聞社賞（１着）
賞 品

本 賞 ２２，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，５００，０００円 ３，３００，０００円 ２，２００，０００円
付 加 賞 ２３１，０００円 ６６，０００円 ３３，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３９．１
２：３７．４

良

良

２２ ル ル ー シ ュ 牡４黒鹿５５ 横山 典弘山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ５０８－ ２２：３８．８レコード １．６�

８１０ メイショウクオリア 牡７鹿 ５６ 藤岡 佑介松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 ４７０－ ２２：３９．２２� ３５．８�
１１ フミノヤマビコ 牡５鹿 ５５ 勝浦 正樹谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B４８６＋ ８２：３９．５２ １６．８�
５５ エ ジ ソ ン 牡６栗 ５５ 池添 謙一重松 國建氏 鹿戸 雄一 日高 横井 哲 ５３０± ０２：３９．７１� １１．９�
３３ ピエナファンタスト 牡６鹿 ５６ 長谷川浩大本谷 兼三氏 谷 潔 早来 ノーザンファーム ４６６－ ８２：４０．２３ ６１．３�
４４ モンテクリスエス 牡７鹿 ５６ 三浦 皇成毛利 喜昭氏 松田 国英 門別 下河辺牧場 ５５４－ ２２：４０．３クビ ７．１�
７８ イケドラゴン 牡７栗 ５６ 丸田 恭介池田 豊治氏 石毛 善彦 新冠 泉渕瀬牧場 ５２２± ０２：４０．４	 ５４．２�
６７ セイカプレスト 牡６黒鹿５５ 津村 明秀久米 大氏 相沢 郁 静内 タイヘイ牧場 ４６０－ ２ 〃 アタマ ２２．４	
８１１ ストロングガルーダ 牡６青鹿５５ 丸山 元気村木 篤氏 久保田貴士 静内 千代田牧場 ４８６－ ４２：４０．６	 １０．６

６６ タニノエポレット 牡５鹿 ５５ 松田 大作谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか カントリー牧場 ５０８＋ ４２：４０．９２ ２０．８�
７９ ドリームセーリング 牡５栗 ５５ 荻野 琢真セゾンレースホース� 白井 寿昭 新ひだか 千代田牧場 ４７６＋ ２２：４１．３２� １０．４

（１１頭）

売 得 金

単勝： ３８，３９１，２００円 複勝： ６７，０４８，４００円 枠連： ２２，５７８，６００円

馬連： １２４，７４５，１００円 馬単： ８５，２４５，０００円 ワイド： ４８，７５４，５００円

３連複： １７７，３４０，３００円 ３連単： ３８６，７４４，３００円 計： ９５０，８４７，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １６０円 複 勝 � １１０円 � ５００円 � ３００円 枠 連（２－８） ５００円

馬 連 �� ２，１５０円 馬 単 �� ２，７６０円

ワ イ ド �� ６９０円 �� ５６０円 �� ２，５００円

３ 連 複 ��� ６，９１０円 ３ 連 単 ��� ２５，６６０円

票 数

単勝票数 計 ３８３９１２ 的中 � １９２１２３（１番人気）
複勝票数 計 ６７０４８４ 的中 � ３０５２４１（１番人気）� ２０５７７（９番人気）� ３８５２６（６番人気）
枠連票数 計 ２２５７８６ 的中 （２－８） ３３８６４（１番人気）
馬連票数 計１２４７４５１ 的中 �� ４３００４（８番人気）
馬単票数 計 ８５２４５０ 的中 �� ２２８１７（１１番人気）
ワイド票数 計 ４８７５４５ 的中 �� １７７７８（７番人気）�� ２２６５０（６番人気）�� ４５０３（３６番人気）
３連複票数 計１７７３４０３ 的中 ��� １８９６０（２６番人気）
３連単票数 計３８６７４４３ 的中 ��� １１１２４（９１番人気）

ハロンタイム １２．６―１１．６―１１．８―１２．２―１２．５―１２．７―１３．３―１３．１―１２．３―１１．７―１１．７―１１．４―１１．９

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�
１２．６―２４．２―３６．０―４８．２―１：００．７―１：１３．４―１：２６．７―１：３９．８―１：５２．１―２：０３．８―２：１５．５―２：２６．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→→
」 上り４F４６．７―３F３５．０
１
�
９－１０－２－１１，８－１（７，５）（４，６）－３
１０（９，６）２，１，４，１１（７，５）８，３

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

勝馬の
紹 介

ル ル ー シ ュ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Highest Honor デビュー ２０１０．９．５ 札幌１着

２００８．３．１９生 牡４黒鹿 母 ダンスーズデトワール 母母 Latifolia ９戦５勝 賞金 ８７，６７３，０００円

２１０６０ ８月４日 晴 良 （２４札幌１）第５日 第１２競走 ��
��１，７００�オ ー ロ ラ 特 別

発走１６時０５分 （ダート・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
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ２８０，０００円 ８０，０００円 ４０，０００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 � エアハリファ 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成 �ラッキーフィールド角居 勝彦 米 Winches-
ter Farm ４６８± ０１：４５．１ １．４�

１１ グッドカレラ 牡５青 ５７ 古川 吉洋杉立 恭平氏 宮 徹 新冠 ハクツ牧場 ５１６－ ２１：４５．５２� ３７．５�
６８ トミケンアルドール 牡３栗 ５４ 丸山 元気冨樫 賢二氏 領家 政蔵 新冠 タニグチ牧場 ４７４－ ２ 〃 クビ ９．６�
２２ フ ィ ア レ ス 牝３栗 ５２ 丹内 祐次岡田 牧雄氏 清水 美波 新ひだか 岡田スタツド ４３４－ ８１：４５．６� ３９．３�
８１３ アドマイヤジャコモ 牡４鹿 ５７ 池添 謙一近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 辻 牧場 ５０２＋ ２１：４６．３４ ９．８�
５６ ニホンピロララバイ 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗小林百太郎氏 作田 誠二 日高 佐々木 直孝 ４８２－ ４１：４６．４	 ６７．３�
３３ アイノグロー 牡５黒鹿５７ 吉田 稔礒川 正明氏 松永 康利 日高 日西牧場 B５０６－１８ 〃 クビ ２５１．５	

（北海道）

４４ ランブリングローズ 牝５鹿 ５５ 丸田 恭介草野 仁氏 勢司 和浩 新ひだか 千代田牧場 ４９０－ ８１：４６．７１	 １１０．８

５７ ラヴィアンクレール 牡４黒鹿５７ 津村 明秀 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４４８－ ６１：４６．８クビ １０．０�
７１０ ビレッジペガサス 牡５芦 ５７ 横山 典弘村山 輝雄氏 矢野 英一 浦河 赤田牧場 ４９０－ ２ 〃 アタマ １３．９
７１１ タマモブラウン 牡４鹿 ５７ 川島 信二タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 ５０２－１２１：４６．９	 ２４．１�
８１２ ラッシュザワーク 牡５栗 ５７ 柴山 雄一 �グリーンファーム二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム ４７６－ ４１：４７．０	 １６８．６�
６９ フ ォ ル テ 牡７栗 ５７ 五十嵐冬樹深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４５０－ ６１：４８．６１０ ２９１．０�

（北海道）

（１３頭）

売 得 金

単勝： ３３，３４６，１００円 複勝： ８３，６９２，３００円 枠連： １７，４９３，３００円

馬連： ６９，４２７，１００円 馬単： ５７，３１８，２００円 ワイド： ３４，４３６，４００円

３連複： １０７，５５３，２００円 ３連単： ２４０，９６２，９００円 計： ６４４，２２９，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １４０円 複 勝 � １１０円 � ５００円 � １９０円 枠 連（１－４） １，７９０円

馬 連 �� １，６７０円 馬 単 �� ２，４００円

ワ イ ド �� ６４０円 �� ２５０円 �� ２，４６０円

３ 連 複 ��� ４，３７０円 ３ 連 単 ��� １４，７７０円

票 数

単勝票数 計 ３３３４６１ 的中 � １９９１７２（１番人気）
複勝票数 計 ８３６９２３ 的中 � ５１７１７８（１番人気）� １７２２５（７番人気）� ６７４４３（３番人気）
枠連票数 計 １７４９３３ 的中 （１－４） ７２３１（６番人気）
馬連票数 計 ６９４２７１ 的中 �� ３０７１７（６番人気）
馬単票数 計 ５７３１８２ 的中 �� １７６５１（１０番人気）
ワイド票数 計 ３４４３６４ 的中 �� １２６２８（７番人気）�� ４０４９７（２番人気）�� ２９７２（２６番人気）
３連複票数 計１０７５５３２ 的中 ��� １８１７４（１５番人気）
３連単票数 計２４０９６２９ 的中 ��� １２０４１（４８番人気）

ハロンタイム ６．９―１１．２―１２．３―１３．０―１２．５―１２．５―１２．２―１２．１―１２．４

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

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エアハリファ �
�
父 Discreet Cat �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー ２０１１．１１．２０ 京都２着

２００９．２．１４生 牡３鹿 母 Chez La Femme 母母 She’s Ecstatic ６戦３勝 賞金 ３９，３３５，０００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 ナムラロアー号
（非抽選馬） ３頭 トシザツンツン号・フラワーロック号・メジロオマリー号
※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。



（２４札幌１）第５日 ８月４日（土曜日） 曇後晴 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

１９５，４１０，０００円
６，６００，０００円
１，１２０，０００円
１６，５６０，０００円
５０，４１５，０００円
３，８４８，０００円
１，４２０，８００円

勝馬投票券売得金
２１８，６３６，３００円
３７２，８２１，７００円
１１６，８７８，５００円
４５８，１５５，９００円
３５１，６０７，８００円
２２０，９７５，５００円
６５２，２５８，１００円
１，３６１，３７７，３００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 ３，７５２，７１１，１００円

総入場人員 ８，１４９名 （有料入場人員 ７，１６３名）


