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２１０７３ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７日 第１競走 ��
��１，５００�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

１：２９．３
１：２９．３

良

良

３３ マイネルブルズアイ 牡２鹿 ５４ 津村 明秀 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 武藤 善則 えりも エクセルマネジメント ４５０－ ２１：３１．５ ７．１�

４４ ポイントキセキ 牝２栗 ５４ 秋山真一郎小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 ５０２＋ ６１：３１．７１� １．４�
７７ ジェイケイホーム 牡２栃栗５４ 丸田 恭介小谷野次郎氏 田中 剛 新ひだか 池田牧場 ４６２＋ ８ 〃 クビ ７．５�
２２ ヴィラダイヤモンド 牡２鹿 ５４ 丸山 元気 �ダイヤモンドファーム 田村 康仁 浦河 ダイヤモンドファーム ４５４± ０１：３１．８� ５９．０�
６６ マイネルゴスホーク 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 古賀 慎明 浦河 大北牧場 ４８４＋ ６１：３１．９� ６．４�
７８ クリノローガン 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一栗本 博晴氏 成島 英春 日高 宝寄山 忠則 ４２６－ ２１：３２．０� ３８．９	
８１０ ウインバーディ 牡２鹿 ５４ 丹内 祐次�ウイン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム ４７６－ ８１：３２．４２� １２２．７

８９ コスモブルーム 牡２栗 ５４ 五十嵐冬樹 �ビッグレッドファーム 中村 均 新ひだか グランド牧場 ４７２－ ２１：３２．７２ ５４．６�

（北海道）

１１ トーセンデイゴ 牝２鹿 ５４ 岩橋 勇二島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ
スティファーム ４００－１０ 〃 ハナ ４６．４

（北海道）

５５ 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 ４６８－ ６１：３３．９７ １９５．８�

（１０頭）

売 得 金

単勝： １１，０５３，７００円 複勝： ４４，１３１，４００円 枠連： ４，４７８，０００円

馬連： １８，３０９，２００円 馬単： １９，４４６，５００円 ワイド： １０，１４０，２００円

３連複： ２９，９２０，２００円 ３連単： ８０，６００，６００円 計： ２１８，０７９，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７１０円 複 勝 � １４０円 � １１０円 � １５０円 枠 連（３－４） ３８０円

馬 連 �� ３４０円 馬 単 �� １，１５０円

ワ イ ド �� １９０円 �� ４２０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ６５０円 ３ 連 単 ��� ４，７３０円

票 数

単勝票数 計 １１０５３７ 的中 � １２３１８（３番人気）
複勝票数 計 ４４１３１４ 的中 � ３８８７７（３番人気）� ３０１７１３（１番人気）� ３３６７５（４番人気）
枠連票数 計 ４４７８０ 的中 （３－４） ８８１７（３番人気）
馬連票数 計 １８３０９２ 的中 �� ３９８５４（２番人気）
馬単票数 計 １９４４６５ 的中 �� １２５７４（４番人気）
ワイド票数 計 １０１４０２ 的中 �� １５２７１（２番人気）�� ４７１８（６番人気）�� １５０４４（３番人気）
３連複票数 計 ２９９２０２ 的中 ��� ３４１８９（３番人気）
３連単票数 計 ８０６００６ 的中 ��� １２５９６（１１番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．９―１８．５―３０．２―４２．９―５５．６―１：０７．６―１：１９．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．６―３F３５．９

３ ３，７（４，６）８，２－１０（９，５）１
２
４

・（３，７）（４，６）２，８－１０－５，１，９・（３，７）６（４，８）２，１０，９（１，５）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

マイネルブルズアイ �
�
父 アルデバランⅡ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１２．６．１６ 函館５着

２０１０．４．２０生 牡２鹿 母 ラブアクチュアリー 母母 ワイドウインダム ４戦１勝 賞金 ７，７００，０００円
〔発走状況〕 トーセンデイゴ号は，枠入り不良。
※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。

２１０７４ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７日 第２競走 ��１，０００�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

５７．５
５７．１

良

稍重

６７ ク ロ ト 牝３黒鹿 ５４
５１ ▲横山 和生岡 浩二氏 鈴木 孝志 新ひだか 岡田 隆志 ４５４＋ ２１：００．３ ７．９�

５６ カルブンクルス 牝３青 ５４ 勝浦 正樹�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４５０＋ ２１：００．５１ １５．５�
２２ ハクユウリリー 牝３栗 ５４ 藤岡 佑介 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 ４２２＋ ６ 〃 クビ ５．７�
８１１ ツイストリボン 牝３鹿 ５４ 古川 吉洋�下河辺牧場 西園 正都 日高 下河辺牧場 ４２６－ ２１：００．９２� １３９．７�
７１０ プリンセスカナ 牝３栗 ５４ 柴山 雄一吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４６２＋ ４１：０１．１１ ３７．７�
８１２ スタープラチナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲長岡 禎仁田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ５００－ ６ 〃 ハナ ３．４	
６８ オリエンタルポリー 牝３鹿 ５４ 黛 弘人棚網 基己氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B４５２－ ２１：０１．２� ２１．４

５５ ケンブリッジスワン 牝３栗 ５４ 伊藤 工真中西 宏彰氏 星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー ４３２＋ ８１：０１．４１� ３４．７�
３３ エトランゼシチー 牝３栗 ５４ 岩橋 勇二 �友駿ホースクラブ 根本 康広 新ひだか 千代田牧場 ４２８± ０ 〃 クビ １１０．６�

（北海道）

１１ ウォータームージカ 牝３鹿 ５４ 津村 明秀山岡 良一氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 ４３０＋ ６ 〃 ハナ ３３．７
４４ スターサファイア 牝３青鹿５４ 丸山 元気�和田牧場 和田 正道 千歳 社台ファーム ４５０－１０１：０１．５クビ ３８．７�
７９ ジーピークロス 牝３栗 ５４ 松田 大作北側 雅司氏 矢作 芳人 むかわ 上水牧場 ４６８＋ ４１：０１．７１ ２．４�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １０，１６９，９００円 複勝： １５，８０７，９００円 枠連： ４，８７６，９００円

馬連： １８，０２８，３００円 馬単： １４，８６６，７００円 ワイド： ９，６９７，６００円

３連複： ２７，５１９，３００円 ３連単： ４７，９１２，５００円 計： １４８，８７９，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ７９０円 複 勝 � ２４０円 � ３２０円 � １７０円 枠 連（５－６） １，４８０円

馬 連 �� ３，４３０円 馬 単 �� ６，７２０円

ワ イ ド �� １，１２０円 �� ６７０円 �� ８４０円

３ 連 複 ��� ５，４７０円 ３ 連 単 ��� ４２，４００円

票 数

単勝票数 計 １０１６９９ 的中 � １０１８４（４番人気）
複勝票数 計 １５８０７９ 的中 � １６７１３（４番人気）� １１１６１（５番人気）� ３００４５（３番人気）
枠連票数 計 ４８７６９ 的中 （５－６） ２４３３（７番人気）
馬連票数 計 １８０２８３ 的中 �� ３８８５（１３番人気）
馬単票数 計 １４８６６７ 的中 �� １６３３（２２番人気）
ワイド票数 計 ９６９７６ 的中 �� ２０９０（１４番人気）�� ３６９１（７番人気）�� ２８４０（８番人気）
３連複票数 計 ２７５１９３ 的中 ��� ３７１９（１９番人気）
３連単票数 計 ４７９１２５ 的中 ��� ８３４（１３３番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．８―１１．６―１２．４―１３．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．１―３４．７―４７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．０―３F３７．２
３ ・（２，７）１１（９，１２）１，８（３，６）－１０（５，４） ４ ２，７，１１，１２，９（１，６）－（３，８，１０）５－４
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ク ロ ト �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー ２０１１．１１．１３ 新潟４着

２００９．４．９生 牝３黒鹿 母 ア ネ モ ス 母母 パ ル カ エ ８戦１勝 賞金 ８，０００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※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。
（非抽選馬） ３頭 アディックプットリ号・プリネシアエンゼル号・ヤマノクリスタル号
※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。

第１回 札幌競馬 第７日



２１０７５ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７日 第３競走 ��
��２，０００�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

１：５８．６
１：５６．１

良

良

３５ コーディリア 牝３青 ５４ 小林 徹弥 �社台レースホース清水 出美 安平 追分ファーム ４４８－ ２２：０２．５ １５．３�

１２ スマートラファエル 牡３黒鹿５６ 三浦 皇成大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６８－ ２２：０２．６� １．９�
５１０ サングヒーロー 牡３黒鹿５６ 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム ４７２－ ４２：０２．８１� ４．８�
４７ ルミナスレッド 牝３鹿 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 柴崎 勇 新ひだか 岡田スタツド ４９０＋１０２：０２．９� ３１．２�
２４ スカイトラベラー 牝３鹿 ５４ 黛 弘人吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム ３９６± ０ 〃 クビ １５．７�
５９ オースミムーン 牡３鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二�オースミ 小野 幸治 日高 山際 辰夫 ４５８＋ ６２：０３．０� ２９９．２	
４８ カフェディーン 牡３鹿 ５６ 津村 明秀西川 恭子氏 松山 康久 新ひだか タイヘイ牧場 ４６８－１６２：０３．１� ４３．０

６１１ スリリングレディ 牝３栗 ５４ 丸山 元気久保 敏文氏 大江原 哲 日高 大沢育成牧場 ４３８± ０ 〃 ハナ ２９．２�
２３ イブニングスカイ 牝３栗 ５４ 秋山真一郎吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム ４２４－ ２ 〃 クビ １３．１�
７１３ スマイルキャッチャ 牝３黒鹿 ５４

５１ ▲横山 和生 �フジワラ・ファーム 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム ４４４＋ ４２：０３．３１ １７６．８
８１６ ハッピーサイゴン 牝３青鹿５４ 横山 典弘堀 祥子氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム ４４８－ ８２：０３．４� ３７．９�
３６ クレバーフウジン 牡３鹿 ５６ 四位 洋文田� 正明氏 加藤 和宏 千歳 社台ファーム ４４８＋１２２：０３．７１� ９．９�
８１５ ハッピーユーゲント 牝３青鹿５４ 松田 大作馬場 幸夫氏 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム ４２２± ０２：０３．８� １３０．６�
６１２� アントゥワード 牝３栗 ５４ 古川 吉洋�大樹ファーム 古賀 慎明 愛 Strategy

Bloodstock ４２２＋１８ 〃 アタマ ８７．２�
１１ ビップシャイン 牝３黒鹿５４ 五十嵐冬樹鈴木 邦英氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 ４４８＋１４ 〃 クビ １７．９�

（北海道）

７１４ ヤマノリリー 牝３鹿 ５４ 的場 勇人澤村 敏雄氏 阿部 新生 新ひだか マークリ牧場 ４６６＋１２２：０８．７大差 ３９８．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １３，４３７，８００円 複勝： ２１，５２４，２００円 枠連： ７，９６５，７００円

馬連： ２４，１６１，９００円 馬単： １８，０００，１００円 ワイド： １３，２７８，２００円

３連複： ３６，４３６，２００円 ３連単： ６０，６２６，２００円 計： １９５，４３０，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，５３０円 複 勝 � ３００円 � １１０円 � １４０円 枠 連（１－３） ５３０円

馬 連 �� １，４００円 馬 単 �� ３，８７０円

ワ イ ド �� ５００円 �� １，０１０円 �� １８０円

３ 連 複 ��� １，５９０円 ３ 連 単 ��� １７，１３０円

票 数

単勝票数 計 １３４３７８ 的中 � ６９２２（５番人気）
複勝票数 計 ２１５２４２ 的中 � １１５６７（６番人気）� ７３２５９（１番人気）� ４００２４（２番人気）
枠連票数 計 ７９６５７ 的中 （１－３） １１１２５（３番人気）
馬連票数 計 ２４１６１９ 的中 �� １２８２１（５番人気）
馬単票数 計 １８０００１ 的中 �� ３４４１（１１番人気）
ワイド票数 計 １３２７８２ 的中 �� ５８９４（５番人気）�� ２６５５（１３番人気）�� ２３８９６（１番人気）
３連複票数 計 ３６４３６２ 的中 ��� １６９２７（４番人気）
３連単票数 計 ６０６２６２ 的中 ��� ２６１３（４６番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．６―２４．１―３６．５―４９．１―１：０１．７―１：１４．１―１：２６．４―１：３８．４―１：５０．２

コーナー
通過順位

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

２
４

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

コーディリア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．６．２４ 函館６着

２００９．３．１９生 牝３青 母 コードネーム 母母 トリッキーコード ３戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマノリリー号は，平成２４年９月１１日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 アズキ号・ペイトリッツデイ号
※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。

２１０７６ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７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 ４，６００，０００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

５７．５
５７．１

良

稍重

８１２ ディアイレイザー 牡３栗 ５６ 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 高松牧場 B４７２± ０ ５８．９ １．３�

４４ ザゲームイズオン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠大塚亮一� 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４９０＋１４ ５９．９６ ６．０�
５６ ヴ ァ ッ プ 牝３黒鹿５４ 的場 勇人�ミルファーム 菊川 正達 浦河 ミルファーム B４５４± ０ 〃 アタマ １２．１�
３３ サトノオラクル 牡３栗 ５６ 藤岡 佑介里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム ４３２＋ ２１：００．７５ ５１．８�
５５ アートオブパナシェ 牝３鹿 ５４ 岩橋 勇二村上 憲政氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４６４＋ ８１：０１．０１� ６９．５�

（北海道）

７１０ エンドスケープ 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成�ノースヒルズ 武藤 善則 新冠 ノースヒルズマネジメント ４６０＋１２１：０１．５３ ９．５	
７９ ブルーアジェスタ 牡３鹿 ５６ 五十嵐冬樹 �ブルーマネジメント清水 英克 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー B４６０＋ ２ 〃 ハナ ２５５．４

（北海道）

６７ スノービアンコ 牡３芦 ５６
５３ ▲菅原 隆一山田美喜男氏 小桧山 悟 新ひだか 友田牧場 ４８０－ ２ 〃 ハナ ２２４．７�

２２ ブライアンズビート 牝３黒鹿５４ 柴山 雄一西城 公雄氏 中川 公成 日高 メイプルファーム ４４６－ ６１：０１．８２ １８３．１�
６８ プレシャスウィン 牡３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二上野 直樹氏 伊藤 大士 日高 オリオンファーム ４２６＋１１１：０２．１１� ２１７．９
８１１ フレアブロー 牝３黒鹿５４ 佐々木国明大原 詔宏氏 和田 正道 浦河 有限会社

大原ファーム ４４８－ ４１：０２．５２� ２１５．９�
（北海道）

１１ ブレイムレスリー �３鹿 ５６ 丸山 元気�ノースヒルズ 岡田 稲男 新冠 ノースヒルズマネジメント ４３４－ ４１：０３．１３� １６．０�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １４，６８２，１００円 複勝： ４１，９８４，２００円 枠連： ５，１２９，１００円

馬連： １９，１４８，３００円 馬単： ２０，５４４，６００円 ワイド： １０，８６９，５００円

３連複： ２７，７７８，７００円 ３連単： ７０，９６５，９００円 計： ２１１，１０２，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １１０円 � １２０円 � １６０円 枠 連（４－８） ３３０円

馬 連 �� ２８０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド �� １５０円 �� ２００円 �� ４１０円

３ 連 複 ��� ５３０円 ３ 連 単 ��� １，４１０円

票 数

単勝票数 計 １４６８２１ 的中 � ９１６２８（１番人気）
複勝票数 計 ４１９８４２ 的中 � ２９６５７７（１番人気）� ４４６２５（２番人気）� ２３８４６（３番人気）
枠連票数 計 ５１２９１ 的中 （４－８） １１６５４（１番人気）
馬連票数 計 １９１４８３ 的中 �� ５１７６３（１番人気）
馬単票数 計 ２０５４４６ 的中 �� ３９５４４（１番人気）
ワイド票数 計 １０８６９５ 的中 �� ２３６６８（１番人気）�� １３１４７（２番人気）�� ５０３４（６番人気）
３連複票数 計 ２７７７８７ 的中 ��� ３９１２８（１番人気）
３連単票数 計 ７０９６５９ 的中 ��� ３７２５４（１番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．０―１１．６―１１．７―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．５―２３．５―３５．１―４６．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアイレイザー �
�
父 チーフベアハート �

�
母父 マヤノトップガン デビュー ２０１１．１０．２３ 東京６着

２００９．５．７生 牡３栗 母 テンザントップ 母母 ディアドータ １０戦１勝 賞金 １２，４５０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブレイムレスリー号は，平成２４年９月１１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） １頭 バトルマグマ号
（非抽選馬） ４頭 アイムファイン号・サイファーバトル号・ドントブリンク号・ヒヤマサンデー号
※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。



２１０７７ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７日 第５競走 ��１，７００�サラブレッド系２歳
発走１１時５０分 （ダート・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

１：４６．６
１：４５．６

良

不良

４４ ロードクラヴィウス 牡２鹿 ５４ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか 酒井 秀紀 ４４４ ―１：４９．９ ２．０�

２２ ドコフクカゼ 牡２黒鹿５４ 岩田 康誠國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム ４８６ ―１：５０．１１ ５．１�
６６ リアライズブラザー 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７６ ― 〃 クビ １２．０�
１１ オリオンザジャパン 牡２芦 ５４ 四位 洋文平本 敏夫氏 昆 貢 新ひだか 武 牧場 ４８０ ―１：５０．７３� ２．７�
３３ セトノプロミス 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 ４７２ ―１：５０．９１ ２０．６�
５５ ワイドキング 牡２鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二幅田 昌伸氏 藤岡 健一 むかわ 上水牧場 ４８０ ―１：５５．８大差 ２２．５�

（６頭）

売 得 金

単勝： １０，４８９，１００円 複勝： １１，１８４，０００円 枠連： 発売なし

馬連： １４，２９４，３００円 馬単： １４，３２９，９００円 ワイド： ６，６８７，２００円

３連複： １８，３７３，３００円 ３連単： ６６，３５３，０００円 計： １４１，７１０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２００円 複 勝 � １２０円 � ２００円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� ３７０円 �� ４００円

３ 連 複 ��� １，３８０円 ３ 連 単 ��� ３，９３０円

票 数

単勝票数 計 １０４８９１ 的中 � ４２３９４（１番人気）
複勝票数 計 １１１８４０ 的中 � ４６５１５（１番人気）� １７１９４（３番人気）
馬連票数 計 １４２９４３ 的中 �� ２１５１０（２番人気）
馬単票数 計 １４３２９９ 的中 �� １４０５４（３番人気）
ワイド票数 計 ６６８７２ 的中 �� ９２０８（２番人気）�� ４２０７（４番人気）�� ３８２７（５番人気）
３連複票数 計 １８３７３３ 的中 ��� ９８６９（５番人気）
３連単票数 計 ６６３５３０ 的中 ��� １２４７６（１３番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．６―３１．６―４５．２―５８．５―１：１１．７―１：２４．５―１：３７．１

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．４―３F３８．２
１
３
４（５，６）－１（２，３）・（４，６）２（３，１）－５

２
４

・（４，５）６，２（３，１）
４（２，６，３）１＝５

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ロードクラヴィウス 	


父 アドマイヤムーン 	



母父 バブルガムフェロー 初出走

２０１０．５．３生 牡２鹿 母 ダイワデリカシー 母母 ダイワアンジェラ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円

２１０７８ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

３３ モンサンミーティア 牡３鹿 ５６ 宮崎 北斗山下 新一氏 佐々木晶三 日高 下河辺牧場 ４７２＋１０１：４８．３ ２０．２�

１１ セトノアイガー 牡３黒鹿 ５６
５３ ▲菱田 裕二難波 澄子氏 南井 克巳 様似 様似堀牧場 ５１２＋ ２１：４８．８３ ６．０�

７１１ ガ ニ オ ン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成広尾レース� 二ノ宮敬宇 浦河 福田牧場 ４３４－ ４１：４９．１１＋� ６．５�
６９ デオヴォレンテ 牡３鹿 ５６ 五十嵐冬樹 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 ４９６－ ２ （降着） ２０．１�
（北海道）

５７ キタノハヤブサ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一河内 孝夫氏 小西 一男 新冠 中地 康弘 B５１２＋２２１：４９．２� ５０．９�
７１０ クリノビックリ 牡３栗 ５６ 荻野 琢真栗本 博晴氏 高橋 義忠 新冠 石田牧場 ４２２＋ ２ 〃 クビ ２５．２�
８１２ マイネルカブト 牡３鹿 ５６ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新ひだか 岡田スタツド B４６６－ ２１：４９．６２� １０．６	
４５ ハ ナ ゾ ノ 牝３栗 ５４ 丸山 元気小田切有一氏 田中 章博 浦河 高野牧場 ４５４－ ６１：４９．７� ３４．７

５６ ドナメジャー 牝３栗 ５４ 池添 謙一山田 貢一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４７２－ ４１：４９．９� ２．８�
４４ ヒ ナ コ 牝３鹿 ５４ 松田 大作北所 直人氏 目野 哲也 新冠 小泉牧場 ４６８＋１４１：５０．１１� １９８．１�
８１３ サチノバレンタイン 牝３黒鹿５４ 藤田 伸二佐藤 幸彦氏 服部 利之 浦河トラストスリーファーム ４９４＋ ６１：５１．０５ ４．６
６８ マンボブリーズ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀藤澤眞佐子氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 B４５２－ ２１：５１．２１ １６．８�
２２ トーセンキール 牡３鹿 ５６ 黛 弘人島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム ４６８＋ ６１：５２．３７ １１９．４�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １０，６０５，０００円 複勝： １８，４２０，９００円 枠連： ６，９６９，０００円

馬連： ２０，５１３，６００円 馬単： １７，１９６，２００円 ワイド： １０，９７８，１００円

３連複： ２９，１２９，３００円 ３連単： ５０，６２２，１００円 計： １６４，４３４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，０２０円 複 勝 � ６３０円 � １９０円 � ２３０円 枠 連（１－３） ９，８４０円

馬 連 �� ８，０９０円 馬 単 �� １６，３４０円

ワ イ ド �� １，８５０円 �� ２，１９０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １３，５２０円 ３ 連 単 ��� ９２，０２０円

票 数

単勝票数 計 １０６０５０ 的中 � ４１４３（８番人気）
複勝票数 計 １８４２０９ 的中 � ６１２９（８番人気）� ３０８３９（２番人気）� ２２０４８（３番人気）
枠連票数 計 ６９６９０ 的中 （１－３） ５２３（２２番人気）
馬連票数 計 ２０５１３６ 的中 �� １８７２（２５番人気）
馬単票数 計 １７１９６２ 的中 �� ７７７（５１番人気）
ワイド票数 計 １０９７８１ 的中 �� １４１６（２３番人気）�� １１８９（３０番人気）�� ４９６８（５番人気）
３連複票数 計 ２９１２９３ 的中 ��� １５９１（４７番人気）
３連単票数 計 ５０６２２１ 的中 ��� ４０６（３０４番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１８．４―３０．８―４３．８―５６．６―１：０９．３―１：２２．１―１：３４．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．７―３F３９．０
１
３

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

２
４

・（３，１３）（１，６，８，９）（４，７）１０，１１－５（２，１２）・（３，９，１１）６，８（１，７）（１３，５）（１０，４）１２＝２
勝馬の
紹 介

モンサンミーティア �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー ２０１２．４．２８ 京都９着

２００９．３．２７生 牡３鹿 母 ビブラートデプス 母母 フサイチワールド ２戦１勝 賞金 ４，６００，０００円
〔降着〕 デオヴォレンテ号は，３位〔タイム１分４９秒０，着差１馬身〕に入線したが，４コーナーで急に外側に斜行して「ガニオン」号の走

行を妨害したため４着に降着。
〔制裁〕 デオヴォレンテ号の騎手五十嵐冬樹は，４コーナーで急に外側に斜行したことについて平成２４年８月１８日から平成２４年８月

２６日まで騎乗停止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 クリノダイキンボシ号・セツゲツフウカ号・ディーエスゲイン号
※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。



２１０７９ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７日 第７競走 ��１，８００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０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

８１３ ダノンジェラート 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成�ダノックス 萩原 清 安平 ノーザンファーム ４８６± ０１：４７．７ ２．４�

３３ ヒットメーカー 牡５青鹿５７ 柴山 雄一深見 富朗氏 五十嵐忠男 浦河 福岡 光夫 ４５８－ ６１：４８．０２ １１．３�
５７ スマートリバティー 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４５０－ ４ 〃 クビ １１．９�
６９ � タマモマーブル �４栗 ５７ 丸山 元気タマモ� 小原伊佐美 新ひだか 前田牧場 ４７４－ ２１：４８．１クビ ８．６�
５８ コスモグレースフル 牡３鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 ４８６± ０１：４８．２� １７．３�
６１０ ディアデラバンデラ 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ４７６＋１８１：４８．３クビ ５．４	
３４ コスモラングデン 牝４芦 ５５ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 浦河 小島牧場 ５０８－ ４ 〃 アタマ ２７．６

４５ ソロデビュー 牝３黒鹿５２ 上村 洋行�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 ４８０－ ２１：４８．５１� ３８２．６�
７１２ サクセスシルエット 牝４鹿 ５５ 四位 洋文�嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム ４１０＋ ２１：４８．６	 ３２．１�
１１ サトノティアラ 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎里見 治氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６４± ０ 〃 ハナ ２２．８
４６ サクラヴィクトリー 牡３栗 ５４ 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 新和牧場 ４７２＋ ２１：４８．９２ ５．８�
７１１ ゲームコンセプト 牡６芦 ５７ 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム B５０８＋１６１：４９．３２	 ６８．３�
２２ � ロ ー ズ キ ー 牝３栗 ５２ 宮崎 北斗北前孔一郎氏 高市 圭二 むかわ 真壁 信一 ４００－ ６１：４９．９３	 ３１９．０�
８１４� モルフェフォレスト 牡３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一並河賢一郎氏 大江原 哲 新ひだか 坂本 智広 ４４４± ０１：５２．８大差 ５７９．６�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １７，２８２，６００円 複勝： ２６，３６２，７００円 枠連： ８，０９０，３００円

馬連： ２７，０８３，６００円 馬単： １９，３４９，１００円 ワイド： １５，０５１，９００円

３連複： ４０，２１７，９００円 ３連単： ６９，５９９，５００円 計： ２２３，０３７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １４０円 � ２４０円 � ２１０円 枠 連（３－８） ９５０円

馬 連 �� １，２６０円 馬 単 �� １，６４０円

ワ イ ド �� ５００円 �� ４７０円 �� ８３０円

３ 連 複 ��� ２，６９０円 ３ 連 単 ��� １１，３９０円

票 数

単勝票数 計 １７２８２６ 的中 � ５８１３２（１番人気）
複勝票数 計 ２６３６２７ 的中 � ６７１９４（１番人気）� ２５０４３（６番人気）� ２９７３６（３番人気）
枠連票数 計 ８０９０３ 的中 （３－８） ６２９８（４番人気）
馬連票数 計 ２７０８３６ 的中 �� １５９６０（５番人気）
馬単票数 計 １９３４９１ 的中 �� ８７１８（３番人気）
ワイド票数 計 １５０５１９ 的中 �� ７６９７（４番人気）�� ８１７６（３番人気）�� ４２４９（８番人気）
３連複票数 計 ４０２１７９ 的中 ��� １１０４８（５番人気）
３連単票数 計 ６９５９９５ 的中 ��� ４５１３（１４番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２３．６―３５．５―４７．５―５９．７―１：１２．１―１：２４．４―１：３５．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．０―３F３５．６
１
３
１４－（１，２，８）－５（３，４，６）１０（７，１３）１２－１１－９
１４（２，８）（１，４，５）（３，１０，６）（７，１３）（９，１２）１１

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ダノンジェラート �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Pivotal デビュー ２０１２．３．３１ 中山２着

２００９．２．２２生 牡３鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana ３戦２勝 賞金 １４，２００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モルフェフォレスト号は，平成２４年９月１１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６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エメラルドヴァレー号・ピアノボレロ号
（非抽選馬） ４頭 キョウエイショウリ号・クレバーベスト号・トモロマイスター号・ポップイン号

２１０８０ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７日 第８競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時４０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 ７，２００，０００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

１１ � ラヴフェアリー 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎村上 稔氏 小原伊佐美 新ひだか 岡田牧場 ４４８＋ ４１：４６．４ ２．８�

８１３ ユナイテッドウィル 牝５栗 ５５ 池添 謙一広尾レース� 今野 貞一 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム ４３８＋ ６１：４７．１４ ７６．４�

６９ � シンワウォッカ 牝３鹿 ５２ 岩田 康誠若尾 昭一氏 武 宏平 むかわ 安田 幸子 ４６２± ０１：４７．２� ２．６�
４４ パーティブロッサム 牝３黒鹿５２ 丸田 恭介飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 ４６８± ０１：４７．４１� １４．４�
８１２� メイショウオウヒ 牝４黒鹿５５ 津村 明秀松本 好雄氏 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 ４５４－ ２１：４７．５クビ １３．９�
２２ ミラクルフラッグ 牝５栗 ５５ 松田 大作小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 B４９６＋ ４１：４７．７１� １９．０�
４５ アプレレクール 牝４青鹿５５ 藤岡 佑介 �グリーンファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム ４４８± ０１：４８．０２ １０．１	
７１１ ラインキャメロン 牝３黒鹿５２ 長谷川浩大大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 高橋 修 ４３８＋１２１：４８．１クビ ２２．８

３３ � プレシャスライン 牝４栗 ５５ 荻野 琢真�下河辺牧場 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ４９４＋１４１：４８．２� １２０．３�
６８ ニシノテキーラ 牝４鹿 ５５ 丸山 元気西山 茂行氏 浅見 秀一 むかわ 西山牧場 ４７０± ０１：４８．４１� １９．０
５６ ツカサリボン 牝４栗 ５５

５２ ▲菱田 裕二中務 幸雄氏 田所 秀孝 新ひだか 折手牧場 ４３４± ０１：４８．８２� ５６．８�
５７ インプレッシヴ 牝４青鹿５５ 横山 典弘長井 純一氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 ４６６＋１０１：４９．４３� １６．０�
７１０ ヴ ィ ザ ヴ ィ 牝４鹿 ５５ 上村 洋行�ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 ノースヒルズマネジメント ４５０＋ ８ 〃 アタマ １２３．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，５２０，０００円 複勝： ２２，４７８，９００円 枠連： ７，９３７，３００円

馬連： ２７，３１４，７００円 馬単： １８，９１９，９００円 ワイド： １３，１０７，５００円

３連複： ３７，１８８，８００円 ３連単： ６６，２５６，５００円 計： ２０６，７２３，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２８０円 複 勝 � １３０円 � １，１４０円 � １３０円 枠 連（１－８） １，５００円

馬 連 �� １５，７４０円 馬 単 �� ２２，２００円

ワ イ ド �� ３，７２０円 �� １７０円 �� ３，３６０円

３ 連 複 ��� ９，０３０円 ３ 連 単 ��� ６６，３５０円

票 数

単勝票数 計 １３５２００ 的中 � ３９４５８（２番人気）
複勝票数 計 ２２４７８９ 的中 � ５６２７５（２番人気）� ２７６９（１１番人気）� ６０９７５（１番人気）
枠連票数 計 ７９３７３ 的中 （１－８） ３９２６（６番人気）
馬連票数 計 ２７３１４７ 的中 �� １２８１（４０番人気）
馬単票数 計 １８９１９９ 的中 �� ６２９（６１番人気）
ワイド票数 計 １３１０７５ 的中 �� ６９５（４１番人気）�� ２６６０１（１番人気）�� ７７２（３８番人気）
３連複票数 計 ３７１８８８ 的中 ��� ３０４２（３９番人気）
３連単票数 計 ６６２５６５ 的中 ��� ７３７（２１２番人気）

ハロンタイム ７．０―１０．８―１２．３―１２．５―１２．４―１２．５―１２．６―１２．８―１３．５

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．０―１７．８―３０．１―４２．６―５５．０―１：０７．５―１：２０．１―１：３２．９

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ラヴフェアリー �
�
父 ア フ リ ー ト �

�
母父 ラ ム タ ラ

２００８．５．６生 牝４鹿 母 サンエムラヴ 母母 サンエムエンプレス １３戦２勝 賞金 １７，９７０，０００円
初出走 JRA ［他本会外：１戦０勝］

〔騎手変更〕 ヴィザヴィ号の騎手三浦皇成は，検査のため上村洋行に変更。
※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 クラヴィコード号



２１０８１ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７日 第９競走 ��
��１，８００�コ ス モ ス 賞

発走１４時１５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 １８２，０００円 ５２，０００円 ２６，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４６．６

良

良

２２ ラウンドワールド 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠�G１レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２４－ ６１：４９．４ １．３�

５５ マイネルホウオウ 牡２栗 ５４ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 ４７８＋ ８１：４９．５� ６．５�

４４ ディーエスタイド 牡２黒鹿５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４９４－ ２１：４９．９２� ６．１�
３３ 	 シルバーストリーク 牝２芦 ５４ 岩橋 勇二小泉 学氏 柳沢 好美 新冠 小泉 学 ４４２－ ４１：５０．０クビ １１２．８�

（北海道） （北海道）

１１ チ ャ ー チ ル 牡２黒鹿５４ 横山 典弘多田 信尊氏 藤沢 和雄 浦河 鎌田 正嗣 ４７２－ ２１：５０．４２� ４２．４�
６６ 	 アウトジェネラル 牡２鹿 ５４ 佐々木国明 �サンデーレーシング 広森 久雄 安平 ノーザンファーム ５０６－ ８１：５０．５� １３．６	

（北海道） （北海道）

８８ 	 コ ル チ ナ 牝２栗 ５４ 井上 俊彦吉田 和美氏 林 和弘 安平 ノーザンファーム ４３２± ０１：５１．１３� ４９．２

（北海道） （北海道）

７７ 	 チェリーサターン 牡２栗 ５４ 五十嵐冬樹櫻井 悦朗氏 広森 久雄 浦河 北俣 牧夫 ４９４－ ４１：５１．７３� ９３．１�
（北海道） （北海道）

（８頭）

売 得 金

単勝： ２５，８３９，７００円 複勝： ７３，４４１，７００円 枠連： 発売なし

馬連： ３４，１１１，８００円 馬単： ３３，８５４，４００円 ワイド： １５，８３１，８００円

３連複： ４０，２４６，２００円 ３連単： １５９，０７２，８００円 計： ３８２，３９８，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １３０円 複 勝 � １００円 � １３０円 � １１０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２９０円 馬 単 �� ３４０円

ワ イ ド �� １３０円 �� １３０円 �� １９０円

３ 連 複 ��� ２２０円 ３ 連 単 ��� ６２０円

票 数

単勝票数 計 ２５８３９７ 的中 � １６５０９２（１番人気）
複勝票数 計 ７３４４１７ 的中 � ５３２１００（１番人気）� ５３５５１（３番人気）� ８７７６９（２番人気）
馬連票数 計 ３４１１１８ 的中 �� ８９８７０（２番人気）
馬単票数 計 ３３８５４４ 的中 �� ７４９９７（１番人気）
ワイド票数 計 １５８３１８ 的中 �� ３２８３６（２番人気）�� ３４０１９（１番人気）�� １６８７３（３番人気）
３連複票数 計 ４０２４６２ 的中 ��� １３６０４７（１番人気）
３連単票数 計１５９０７２８ 的中 ��� １９２２８１（１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．７―２４．４―３６．８―４９．５―１：０２．５―１：１４．７―１：２６．３―１：３７．５

コーナー
通過順位

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

２
４
１＝４，２，５－６－３，７，８・（４，５）１（２，６）３，８－７

勝馬の
紹 介

ラウンドワールド �

父 ディープインパクト �


母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．６．２ 阪神３着

２０１０．５．７生 牡２鹿 母 グレースランド 母母 ゴールデンサッシュ ３戦２勝 賞金 ２１，９８２，０００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。

２１０８２ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７日 第１０競走 ��１，７００�フィリピントロフィー
発走１４時５０分 （ダート・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
マニラジョッキークラブ－フィリピンレーシングクラブ賞（１着）

賞 品
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ４４１，０００円 １２６，０００円 ６３，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

８１３ ツクバコガネオー �４栗 ５７ 古川 吉洋荻原 昭二氏 尾形 充弘 千歳 社台ファーム ５１０－ ６１：４５．８ ３．３�

８１２ ペガサスフラッシュ 牡４栗 ５７ 丸山 元気松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 笠松牧場 ４１８－ ２１：４６．１２ １７．６�
２２ ヤマチョウフェア 牡４黒鹿５７ 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４７２－ ６１：４６．２クビ ６．７�
４５ オーバーヘッド 牡４栗 ５７ 柴山 雄一水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４９４＋ ２ 〃 クビ ３．２�
４４ セトブリッジ 牡３黒鹿５４ 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 新井 昭二 ４９４－ ２１：４６．８３� １０．８�
３３ ゴールドルースター 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成吉田 和美氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム ４５０－ ８１：４６．９クビ １６．９�
６８ � サトノサウザー �５栗 ５７ 池添 謙一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム B４７０＋ ２１：４７．１１ １３．５�
１１ トキノビスコンティ 牡３栗 ５４ 菱田 裕二中野 正則氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 ４７８－ ２１：４７．７３� ２０８．２	
７１０ ハギノクーザ 牝３鹿 ５２ 丸田 恭介安岡美津子氏 鮫島 一歩 浦河 村下 明博 ４５４＋ ６１：４７．８� １３４．３

７１１ デルマインドラ 牡４鹿 ５７ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 佐藤 吉勝 千歳 社台ファーム B５４６＋ ２１：４８．０１� ７．６�
５７ グッドスピード 牡４栗 ５７ 勝浦 正樹�ヤブウチ 長浜 博之 日高 広富牧場 ４７４＋ ２１：４８．１� ２４．６
６９ ピエナオリオン 牡４黒鹿５７ 長谷川浩大本谷 兼三氏 谷 潔 千歳 社台ファーム ４７８＋ ２１：４８．４２ ６２．８�
５６ ダイキチチョウナン 牡４鹿 ５７ 五十嵐冬樹西村新一郎氏 武市 康男 新ひだか 乾 皆雄 ４７４－１６１：４９．３５ １７９．２�

（北海道）

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，７７５，９００円 複勝： ２９，７５６，３００円 枠連： １１，４９４，３００円

馬連： ５３，２１６，４００円 馬単： ３１，１００，７００円 ワイド： ２０，５９０，８００円

３連複： ６７，３９４，６００円 ３連単： １２５，１１４，０００円 計： ３５５，４４３，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３３０円 複 勝 � １４０円 � ５３０円 � ２３０円 枠 連（８－８） ２，６００円

馬 連 �� ３，２１０円 馬 単 �� ４，４５０円

ワ イ ド �� １，０００円 �� ５２０円 �� １，８９０円

３ 連 複 ��� ７，１４０円 ３ 連 単 ��� ３９，５５０円

票 数

単勝票数 計 １６７７５９ 的中 � ４０７４７（２番人気）
複勝票数 計 ２９７５６３ 的中 � ８３９５９（１番人気）� １０４６４（９番人気）� ３１３９１（４番人気）
枠連票数 計 １１４９４３ 的中 （８－８） ３２７３（１２番人気）
馬連票数 計 ５３２１６４ 的中 �� １２２７３（１３番人気）
馬単票数 計 ３１１００７ 的中 �� ５１６６（１７番人気）
ワイド票数 計 ２０５９０８ 的中 �� ５０００（１３番人気）�� １０４６５（５番人気）�� ２５４６（２４番人気）
３連複票数 計 ６７３９４６ 的中 ��� ６９７４（２７番人気）
３連単票数 計１２５１１４０ 的中 ��� ２３３５（１３５番人気）

ハロンタイム ６．８―１０．９―１２．３―１３．０―１２．８―１２．７―１２．５―１２．２―１２．６

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．７―３０．０―４３．０―５５．８―１：０８．５―１：２１．０―１：３３．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５０．０―３F３７．３
１
３
４，１２－（６，１３）２（７，８）１，１１（３，９）１０－５・（４，１２）（６，１３）（２，９）（７，８）（１，３，５）１１，１０

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ツクバコガネオー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 A.P. Indy デビュー ２０１１．４．２４ 新潟６着

２００８．２．２４生 �４栗 母 シ ン デ ィ 母母 Dance Design １１戦３勝 賞金 ３１，７６１，０００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 デルマクリシュナ号・ラグナロク号
※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。



２１０８３ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７日 第１１競走 ��
��１，２００�シンガポールターフクラブ賞

発走１５時２５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．８．１３以降２４．８．５まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

シンガポールターフクラブ賞（１着）
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 ３６４，０００円 １０４，０００円 ５２，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

８１５ ジャーエスペランサ 牡３鹿 ５３ 岩田 康誠本間 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 真歌田中牧場 ４６８－ ２１：０８．４ ３．５�

８１６ タマニューホープ 牡６鹿 ５５ 藤岡 佑介玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７２－ ８１：０８．６１� １２５．０�
５９ サクラアドニス 牡４黒鹿５５ 横山 典弘�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ １１．１�
３６ ヤマニングルノイユ 牝５鹿 ５３ 伊藤 工真土井 肇氏 星野 忍 新冠 錦岡牧場 ５０２± ０１：０８．７クビ ５５．１�
５１０ ル リ ニ ガ ナ 牝４鹿 ５４ 津村 明秀�川島牧場 小野 次郎 新冠 川島牧場 B４５６－１０ 〃 クビ １９．０�
６１１� ウイニングドラゴン 牡６黒鹿５４ 丸山 元気奥村 幸男氏 小原伊佐美 浦河 東栄牧場 ４３６－ ２ 〃 アタマ １３．２	
４８ ウッドシップ 牝４鹿 ５５ 古川 吉洋小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 ４７２－１２１：０８．８� ４３．１

１２ ザッハトルテ 牝５芦 ５２ 宮崎 北斗永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 ４４４＋１２１：０８．９	 １２．６�
１１ グレナディーン 牝５黒鹿５５ 上村 洋行 �社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７２－ ６１：０９．１１	 ５．９�
６１２ ティムガッド 牡８鹿 ５４ 丹内 祐次伊達 敏明氏 保田 一隆 門別 サンシャイン

牧場 B４９４－ ２１：０９．３１� １９０．０
４７ ヤマニンパピオネ 牝４芦 ５５ 柴山 雄一土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 ４９６± ０１：０９．４	 ２２．５�
７１４ キャプテンサクラ 牝３栗 ５２ 荻野 琢真武田 茂男氏 藤沢 則雄 むかわ サイファーム ４８２－ ２１：０９．５� ６．６�
３５ 
 フレデフォート 牡５鹿 ５６ 三浦 皇成 �キャロットファーム 安田 隆行 豪 Barree Stud ４５２－ ２１：０９．７１� １３．５�
７１３� フラワーウィンド 牝６黒鹿５１ 五十嵐冬樹川島 吉男氏 成島 英春 三石 下屋敷牧場 ４５２－ ６１：０９．９１	 ２１８．０�

（北海道）

２３ ピエナアプローズ 牝３黒鹿５１ 秋山真一郎本谷 兼三氏 須貝 尚介 浦河 まるとみ冨岡牧場 ４７６± ０１：１０．１１� ５．９�
２４ タムロウイング 牝６鹿 ５２ 菱田 裕二谷口 屯氏 西園 正都 浦河 �桁牧場 ４６８－１４１：１０．２	 １８２．４�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３４，８２５，０００円 複勝： ６０，６６８，２００円 枠連： ３２，６８９，２００円

馬連： １４０，４８０，０００円 馬単： ７５，９７６，４００円 ワイド： ４７，９１７，７００円

３連複： ２０１，５０９，０００円 ３連単： ３５５，５００，０００円 計： ９４９，５６５，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３５０円 複 勝 � １６０円 � ２，０４０円 � ３４０円 枠 連（８－８） １１，５３０円

馬 連 �� １３，８８０円 馬 単 �� ２２，２６０円

ワ イ ド �� ４，３１０円 �� ７４０円 �� １１，２７０円

３ 連 複 ��� ４９，７１０円 ３ 連 単 ��� ２１４，８８０円

票 数

単勝票数 計 ３４８２５０ 的中 � ８０２９６（１番人気）
複勝票数 計 ６０６６８２ 的中 � １３４５０４（１番人気）� ５８０５（１３番人気）� ４３６６０（６番人気）
枠連票数 計 ３２６８９２ 的中 （８－８） ２０９４（３１番人気）
馬連票数 計１４０４８００ 的中 �� ７４７３（４４番人気）
馬単票数 計 ７５９７６４ 的中 �� ２５２０（８１番人気）
ワイド票数 計 ４７９１７７ 的中 �� ２６６８（４９番人気）�� １７０６２（５番人気）�� １００８（７６番人気）
３連複票数 計２０１５０９０ 的中 ��� ２９９２（１３９番人気）
３連単票数 計３５５５０００ 的中 ��� １２２１（６５５番人気）

ハロンタイム １１．８―１０．３―１０．９―１１．４―１１．９―１２．１

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１１．８―２２．１―３３．０―４４．４―５６．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４６．３―３F３５．４
３ １４－７（４，１０）（３，１２）（１，６）（５，８）（２，９）１５－１６－１１－１３ ４ １４（７，１０，１２）（４，３，６，８）１（９，１５）（５，２）（１６，１１）＝１３

勝馬の
紹 介

ジャーエスペランサ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Hernando デビュー ２０１１．９．３ 札幌１着

２００９．２．１７生 牡３鹿 母 ク ノ ッ ソ ス 母母 Candarli １２戦３勝 賞金 ４２，４６８，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の９頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） ９頭 アルーリングライフ号・エクレウス号・サクラシリアス号・シゲルシゲザネ号・シチリアーナ号・

スマートムービー号・ブラウンワイルド号・リッピアピンク号・リビングプルーフ号
※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。

２１０８４ ８月１１日 曇 良 （２４札幌１）第７日 第１２競走 ��
��２，６００�タイランドカップ

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
ロイヤルバンコックスポーツクラブ－ロイヤルターフクラブオブタイランド賞（１着）

賞 品
本 賞 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３１５，０００円 ９０，０００円 ４５，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３８．８
２：３７．４

良

良

６９ マイネルマーク 牡４青鹿５７ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム B４８２＋ ２２：４０．９ ２．７�

４５ ククイナッツレイ 牡３黒鹿５４ 岩田 康誠金子真人ホール
ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４４０＋ ６２：４１．０� ４．０�

５７ タガノレイヨネ 牡３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 ４８６－ ６２：４１．１� １０．８�

８１３ パッシフローラ 牝３鹿 ５２ 荻野 琢真 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４１６－ ４２：４１．３１ ９．０�
７１２ バンスタンウォルツ 	４鹿 ５７ 柴山 雄一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム ４６８－ ４ 〃 ハナ １２．３�
６１０ モ ネ ロ 牡３鹿 ５４ 古川 吉洋上野 直樹氏 保田 一隆 日高 浦新 徳司 B４６０＋１８ 〃 ハナ １２４．２	
１１ アクアブルーフライ 牡５栗 ５７ 勝浦 正樹佐野 清氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 ５０４＋ ２２：４１．４� ５．５

３４ ダイワリューリン 牡４黒鹿５７ 的場 勇人大城 敬三氏 的場 均 千歳 社台ファーム ５４２＋ ８２：４１．５� ２７．２�
４６ 
 ヴァーチュスター 牝４鹿 ５５ 松田 大作市川 義美氏 今野 貞一 米 Yoshimi

Ichikawa ４５８＋ ４２：４１．６� ７２．１�
７１１ カレンレッドロック 牡３青鹿５４ 秋山真一郎鈴木 隆司氏 平田 修 安平 ノーザンファーム ５１８＋２８ 〃 クビ ４５．１
８１４ クリノメダリスト 牝６栗 ５５ 伊藤 工真栗本 博晴氏 高橋 義博 新冠 上井農場 ４４４＋ ２２：４２．０２� ５０．０�
５８ ミッキーリヒト 牡６鹿 ５７ 丸田 恭介野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４９６－ ２ 〃 クビ ７５．６�
２２ アドマイヤネアルコ 牡４芦 ５７ 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 ４７４－１２２：４２．６３� ２２．７�
３３ パリソワール 牡３栗 ５４ 津村 明秀丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４２６－ ４２：４２．９２ １６６．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２８，７４７，６００円 複勝： ４６，３１１，６００円 枠連： １６，１６５，６００円

馬連： ７０，８７０，０００円 馬単： ４２，５９１，４００円 ワイド： ３１，６１８，５００円

３連複： １００，７２４，９００円 ３連単： １８０，９６３，３００円 計： ５１７，９９２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １３０円 � １５０円 � ２８０円 枠 連（４－６） ５８０円

馬 連 �� ６４０円 馬 単 �� １，０１０円

ワ イ ド �� ２６０円 �� ５２０円 �� ８２０円

３ 連 複 ��� １，９２０円 ３ 連 単 ��� ６，８５０円

票 数

単勝票数 計 ２８７４７６ 的中 � ８５９９０（１番人気）
複勝票数 計 ４６３１１６ 的中 � １１８２２７（１番人気）� ９０９６８（２番人気）� ３０９７１（５番人気）
枠連票数 計 １６１６５６ 的中 （４－６） ２０６３４（１番人気）
馬連票数 計 ７０８７００ 的中 �� ８２３６５（１番人気）
馬単票数 計 ４２５９１４ 的中 �� ３１２６４（１番人気）
ワイド票数 計 ３１６１８５ 的中 �� ３５６８３（１番人気）�� １４４２４（５番人気）�� ８５９３（９番人気）
３連複票数 計１００７２４９ 的中 ��� ３８８７４（３番人気）
３連単票数 計１８０９６３３ 的中 ��� １９５００（６番人気）

ハロンタイム １２．９―１１．７―１１．８―１２．６―１２．７―１３．２―１３．１―１３．０―１２．１―１１．７―１１．８―１２．０―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―２４．６―３６．４―４９．０―１：０１．７―１：１４．９―１：２８．０―１：４１．０―１：５３．１―２：０４．８―２：１６．６―２：２８．６

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→
→�」 上り４F４７．８―３F３６．１
１
�
６－７，８，４（２，３）５，１２（１０，９，１３）（１１，１４）－１・（６，７）（５，４）（１２，８）２（１０，３）９（１１，１４，１３）１

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

勝馬の
紹 介

マイネルマーク �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 サツカーボーイ デビュー ２０１０．１０．２３ 東京７着

２００８．４．１生 牡４青鹿 母 タカラカンナ 母母 クリムゾンラトラー １２戦２勝 賞金 ３０，７７７，０００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 オールヴォアール号・ナリタハリケーン号



（２４札幌１）第７日 ８月１１日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １４７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

１７７，５３０，０００円
７，２８０，０００円
１，８６０，０００円
１４，８１０，０００円
５０，０３５，５００円
３，７９６，０００円
１，４１１，２００円

勝馬投票券売得金
２０７，４２８，４００円
４１２，０７２，０００円
１０５，７９５，４００円
４６７，５３２，１００円
３２６，１７５，９００円
２０５，７６９，０００円
６５６，４３８，４００円
１，３３３，５８６，４００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 ３，７１４，７９７，６００円

総入場人員 ７，３００名 （有料入場人員 ６，５０５名）


