
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

２４０２５ ８月２５日 曇 良 （２４札幌２）第３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

７７ ユ キ カ ゼ 牡２栗 ５４ 吉田 隼人松岡 孝一氏 牧田 和弥 新ひだか マークリ牧場 ４９０－ ６１：３１．８ ３．９�

２２ シャトルダンサー 牝２鹿 ５４ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 上原 博之 浦河 細道牧場 ４４８± ０ 〃 クビ １５．０�
５５ マヤノラムダ 牡２栗 ５４ 古川 吉洋田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 ４５８－ ４１：３１．９クビ ６５．４�
３３ 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 ４６０＋ ６ 〃 クビ ３．５�
１１ ド ミ ン ゴ 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成千田 幸信氏 阿部 新生 新冠 アラキフアーム ４７６＋ ２１：３２．０クビ ６．９�
８８ ホオポノポノ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ

ナル牧場 ４２４－ ８１：３２．４２� ４．０�
６６ リッシュレーヴ 牡２鹿 ５４ 小林慎一郎山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４６２－１４ 〃 クビ ４．５	
４４ レイトライザー 牡２黒鹿５４ 荻野 琢真中西 功氏 谷原 義明 青森 諏訪牧場 B４３６－ ６１：３５．４大差 ８０．６


（８頭）

売 得 金

単勝： ８，８４６，５００円 複勝： １８，４７２，５００円 枠連： 発売なし

馬連： ２１，１７２，８００円 馬単： １６，２８５，３００円 ワイド： ９，３３７，１００円

３連複： ２９，９４６，６００円 ３連単： ６４，４６９，３００円 計： １６８，５３０，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３９０円 複 勝 � １９０円 � ４６０円 � １，７２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ２，０２０円 馬 単 �� ３，４６０円

ワ イ ド �� ６５０円 �� ２，６５０円 �� ３，４００円

３ 連 複 ��� １７，２６０円 ３ 連 単 ��� ７４，７００円

票 数

単勝票数 計 ８８４６５ 的中 � １８１５３（２番人気）
複勝票数 計 １８４７２５ 的中 � ３２７４２（３番人気）� ９８７２（６番人気）� ２２８１（７番人気）
馬連票数 計 ２１１７２８ 的中 �� ７７７１（１１番人気）
馬単票数 計 １６２８５３ 的中 �� ３４７５（２１番人気）
ワイド票数 計 ９３３７１ 的中 �� ３７９７（１１番人気）�� ８４４（１７番人気）�� ６５３（２１番人気）
３連複票数 計 ２９９４６６ 的中 ��� １２８１（３５番人気）
３連単票数 計 ６４４６９３ 的中 ��� ６３７（１５６番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．８―１２．２―１２．４―１２．３―１２．２―１１．８―１２．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
７．０―１８．８―３１．０―４３．４―５５．７―１：０７．９―１：１９．７

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．４―３F３６．１

３ ・（７，８）（２，６，３）１，５＝４
２
４

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

勝馬の
紹 介

ユ キ カ ゼ �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 Danzig デビュー ２０１２．６．１６ 函館８着

２０１０．３．２６生 牡２栗 母 ホリールード 母母 Majestic Folly ５戦１勝 賞金 ６，７５０，０００円

２４０２６ ８月２５日 晴 良 （２４札幌２）第３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

１：０９．５
１：０７．８

良

良

３３ 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 ４５６－ ６１：１０．８ ４．５�

２２ シゲルオオカミザ 牡２栗 ５４ 藤田 伸二森中 蕃氏 服部 利之 新冠 浜口牧場 ４３８－ ２１：１０．９� ２．０�
６６ バトルレジナ 牝２芦 ５４ 池添 謙一宮川 秋信氏 牧 光二 新冠 秋田牧場 ４４８＋ ４１：１１．０� ３．６�
４４ メ ボ ン 牝２黒鹿５４ 四位 洋文柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 様似 小田 誠一 ４２６＋ ４１：１１．３２ １３．３�
１１ ス タ ー ボ ウ 牝２鹿 ５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 高橋 裕 新冠 タニグチ牧場 ４５８± ０ 〃 ハナ ２４．９�
７７ イチマイカンバン 牡２黒鹿５４ 荻野 琢真スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 一珍棒牧場 B４５６－ ２１：１１．５１� ９．７�
５５ ジェイケイハート 牝２鹿 ５４ 津村 明秀小谷野次郎氏 岩戸 孝樹 新ひだか 池田牧場 ４４０－ ８１：１１．６� ５０．３�

（７頭）

売 得 金

単勝： １１，２４９，０００円 複勝： １７，８０５，１００円 枠連： 発売なし

馬連： １８，８６３，２００円 馬単： １８，３１１，８００円 ワイド： １０，６７７，９００円

３連複： ２７，９０１，３００円 ３連単： ７２，５３３，１００円 計： １７７，３４１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４５０円 複 勝 � １８０円 � １２０円 枠 連 発売なし

馬 連 �� ４１０円 馬 単 �� １，２００円

ワ イ ド �� １６０円 �� １８０円 �� １５０円

３ 連 複 ��� ３３０円 ３ 連 単 ��� ２，８５０円

票 数

単勝票数 計 １１２４９０ 的中 � １９９１２（３番人気）
複勝票数 計 １７８０５１ 的中 � ３０４７８（３番人気）� ７７１５５（１番人気）
馬連票数 計 １８８６３２ 的中 �� ３４０８０（２番人気）
馬単票数 計 １８３１１８ 的中 �� １１３１２（５番人気）
ワイド票数 計 １０６７７９ 的中 �� １６６１０（２番人気）�� １３４４２（３番人気）�� ２０７０６（１番人気）
３連複票数 計 ２７９０１３ 的中 ��� ６２５８９（１番人気）
３連単票数 計 ７２５３３１ 的中 ��� １８８１２（６番人気）

ハロンタイム １２．５―１１．３―１１．９―１２．２―１１．３―１１．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．５―２３．８―３５．７―４７．９―５９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３５．１
３ ３，６，２（１，４）５－７ ４ ３，６（２，５）４（１，７）

勝馬の
紹 介

ジェイケイホーム 	


父 ケイムホーム 	



母父 ス キ ャ ン デビュー ２０１２．７．２１ 札幌３着

２０１０．３．２８生 牡２栃栗 母 ジェイケイスキャン 母母 オギロートレック ３戦１勝 賞金 ８，１００，０００円

第２回 札幌競馬 第３日



２４０２７ ８月２５日 晴 良 （２４札幌２）第３日 第３競走 ��２，４００�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 ４，６００，０００円 １，８００，０００円 １，２００，０００円 ６９０，０００円 ４６０，０００円� 基準タイム

中央レコード

２：３２．５
２：２８．６

良

不良

５６ イッツガナハプン 牡３栗 ５６ 荻野 琢真サミットレーシング 松山 将樹 浦河 室田 千秋 ４９４＋ ２２：３４．５ ２．７�

３３ ダッシュファイアー 牡３栗 ５６ 吉田 隼人山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 新冠 川島牧場 ５４８＋ ４２：３５．５６ ７．２�
２２ ロトスカイハイ 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成國武 佳博氏 藤原 辰雄 新ひだか 田湯牧場 ４５８＋ ４２：３５．６� ５．３�
７９ ヒラボクジャパン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠�平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４９０－ ４２：３６．３４ ９．７�
１１ キョウワアーク 牡３鹿 ５６ 津村 明秀�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 ５０６＋ ４２：３７．２５ １１３．１�
８１２ ロードギフテッド 牡３黒鹿５６ 池添 謙一 �ロードホースクラブ 笹田 和秀 平取 船越 伸也 ４８８－ ４２：３８．３７ １０．８	
６７ オメガインペリアル 牡３黒鹿５６ 横山 典弘原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム ４９０－ ６２：３８．４クビ ３．７

８１１ ボ ル ド レ 牡３芦 ５６ 松田 大作青芝商事� 羽月 友彦 池田 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B５０２＋ ４２：３９．７８ １０３．９�
５５ ヴィンドランダ 牡３青鹿５６ 黛 弘人 �キャロットファーム 大久保洋吉 平取 坂東牧場 B４９０＋１０２：４０．６５ ４４．５�
７１０ チャイナキッス 牝３鹿 ５４ 柴山 雄一 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム ４８６＋ ６２：４１．３４ ２１．８
６８ ストラルビー 牝３栗 ５４

５１ ▲菱田 裕二水上 行雄氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 ４８８－ ６ （競走中止） ２５９．３�

（１１頭）
４４ マウントゼンノエ 牡３鹿 ５６ 秋山真一郎中沢 春吉氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 ４４４＋ ６ （競走除外）

売 得 金

単勝： １１，５５０，０００円 複勝： ２６，１５９，０００円 枠連： ５，４７３，８００円

馬連： ２０，４２１，５００円 馬単： １５，３５６，２００円 ワイド： １１，０５５，７００円

３連複： ２７，５６１，９００円 ３連単： ４７，９１２，７００円 計： １６５，４９０，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２７０円 複 勝 � １２０円 � ２００円 � １４０円 枠 連（３－５） ８７０円

馬 連 �� ９９０円 馬 単 �� １，５１０円

ワ イ ド �� ３６０円 �� ２６０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，４２０円 ３ 連 単 ��� ５，８３０円

票 数

単勝票数 差引計 １１５５００（返還計 ３４４５） 的中 � ３４４０７（１番人気）
複勝票数 差引計 ２６１５９０（返還計 ６９３０） 的中 � ７１１０９（１番人気）� ２６０００（４番人気）� ５２２０２（２番人気）
枠連票数 差引計 ５４７３８（返還計 ３４７１） 的中 （３－５） ４６７９（４番人気）
馬連票数 差引計 ２０４２１５（返還計 １７３４９） 的中 �� １５３００（４番人気）
馬単票数 差引計 １５３５６２（返還計 １１９７８） 的中 �� ７５０７（４番人気）
ワイド票数 差引計 １１０５５７（返還計 ８３２３） 的中 �� ７４９３（３番人気）�� １２０９９（２番人気）�� ４２８４（９番人気）
３連複票数 差引計 ２７５６１９（返還計 ４４５１８） 的中 ��� １４３７３（５番人気）
３連単票数 差引計 ４７９１２７（返還計 ６７４６４） 的中 ��� ６０６７（１１番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００� ２，０００� ２，２００�
１２．９―２４．８―３７．７―４９．６―１：０１．８―１：１５．４―１：２９．２―１：４２．５―１：５５．６―２：０８．９―２：２１．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F５２．０―３F３８．９
１
�

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

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

勝馬の
紹 介

イッツガナハプン �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー ２０１２．５．６ 東京９着

２００９．３．２２生 牡３栗 母 フラウアントゥーム 母母 ブラッセルフラウ ５戦１勝 賞金 ８，１６０，０００円
〔競走除外〕 マウントゼンノエ号は，馬場入場後に疾病〔左肩跛行〕を発症したため競走除外。
〔競走中止〕 ストラルビー号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため２周目向正面で競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィンドランダ号・チャイナキッス号は，平成２４年９月２５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） ４頭 スズカアーサー号・トラストネモフィラ号・ハルカ号・ベレスプリ号

２４０２８ ８月２５日 晴 良 （２４札幌２）第３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

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 ４５２＋ ２ ５９．５ １１．０�

７１０ ハクユウリリー 牝３栗 ５４ 吉田 隼人 �H.Iコーポレーション 作田 誠二 新冠 川上 悦夫 ４２２± ０ ５９．６� ８．６�
２２ ヤワタサイレンス 牝３鹿 ５４ 津村 明秀平岩 健一氏 高橋 裕 日高 木村牧場 ４７０－１４ 〃 ハナ ５２．７�
１１ サクラアクティブ 牡３青鹿５６ 丸山 元気�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 伊藤 敏明 ４８６± ０１：００．２３� １４．２�
５５ ロードパルジファル 牡３栗 ５６ 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 新開 幸一 浦河 山田 昇史 ４８６－ ８１：００．４１� ６．５�
８１２ 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 ４８４－ ６１：００．５� １．６�
７９ プリンセスカナ 牝３栗 ５４ 松田 大作吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４７０＋ ８ 〃 ハナ ５３．７	
６７ バブルジェット 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一�Basic 田島 俊明 千歳 社台ファーム ５３８± ０１：００．７１� ７．６

４４ サロンドクイーン 牝３鹿 ５４

５１ ▲菅原 隆一山田美喜男氏 小桧山 悟 白老 社台牧場 ４２８＋ ４ 〃 アタマ ３７２．９�
８１１ ドントブリンク 牡３鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 茨城 株式会社
セルダム ５００± ０１：０２．２９ ３４．５�

６８ チャンピオンホーク 牡３栗 ５６ 武 幸四郎坪野谷純子氏 中野 栄治 新冠 川上 悦夫 ４８２ ―１：０２．７３ １５３．６

（１１頭）
３３ アイムファイン 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生浅田 次郎氏 小桧山 悟 浦河 高昭牧場 ４７６＋ ８ （競走除外）

売 得 金

単勝： １４，８１０，３００円 複勝： ２７，４１４，７００円 枠連： ７，０３０，４００円

馬連： ２２，５０７，５００円 馬単： ２０，８７２，７００円 ワイド： １３，４３１，３００円

３連複： ３１，２２４，４００円 ３連単： ６６，７６０，９００円 計： ２０４，０５２，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，１００円 複 勝 � ３００円 � ２６０円 � １，１６０円 枠 連（５－７） １，３３０円

馬 連 �� ２，２６０円 馬 単 �� ６，２５０円

ワ イ ド �� ５９０円 �� ４，８６０円 �� ５，０１０円

３ 連 複 ��� ２８，６７０円 ３ 連 単 ��� １８２，４８０円

票 数

単勝票数 差引計 １４８１０３（返還計 ４００） 的中 � １０６９１（５番人気）
複勝票数 差引計 ２７４１４７（返還計 １２１５） 的中 � ２５５３２（４番人気）� ３０８３６（２番人気）� ５２３７（９番人気）
枠連票数 差引計 ７０３０４（返還計 １６９４） 的中 （５－７） ３９０４（６番人気）
馬連票数 差引計 ２２５０７５（返還計 ３４２７） 的中 �� ７３８２（６番人気）
馬単票数 差引計 ２０８７２７（返還計 ２９５１） 的中 �� ２４６５（２１番人気）
ワイド票数 差引計 １３４３１３（返還計 ２５８１） 的中 �� ６０８６（７番人気）�� ６５３（３４番人気）�� ６３３（３５番人気）
３連複票数 差引計 ３１２２４４（返還計 １０６９５） 的中 ��� ８０４（６４番人気）
３連単票数 差引計 ６６７６０９（返還計 １８６５６） 的中 ��� ２７０（３４７番人気）

ハロンタイム １２．２―１０．９―１１．７―１１．７―１３．０

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．２―２３．１―３４．８―４６．５

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カルブンクルス �
�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー ２０１１．１０．９ 東京１３着

２００９．５．２生 牝３青 母 フェアナタリー 母母 フェアディール ７戦１勝 賞金 ８，０６０，０００円
〔競走除外〕 アイムファイン号は，枠内駐立不良〔坐る〕。発馬機内で転倒し，疾病〔四肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻

５分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アイムファイン号は，平成２４年８月２６日から平成２４年９月２４日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 サイファーバトル号・ゾクゾク号・ヒヤマサンデー号



２４０２９ ８月２５日 晴 良 （２４札幌２）第３日 第５競走 ��
��１，７００�サラブレッド系３歳

発走１１時５０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

４４ コスモレイラ 牝３青鹿５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム ４７６± ０１：４６．７ ２．４�

６８ ラブトゥオール 牡３黒鹿５６ 丸山 元気安原 浩司氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 ４５６± ０１：４７．１２� ５．１�
３３ 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 B４６４－ ４ 〃 クビ ８．３�
５７ トウカイレックス 牡３鹿 ５６ 津村 明秀内村 正則氏 安田 隆行 浦河 吉田 又治 ４６４＋ ４１：４７．５２� ５５．５�
２２ トップバゴスター 牝３栗 ５４ 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４５２－ ４１：４７．６� １０６．４�
４５ メイショウオトコギ �３栗 ５６

５３ ▲菱田 裕二松本 好雄氏 小野 幸治 浦河 太陽牧場 ４６２－ ６１：４７．８� ２６．０�
７１１ ライズアゲイン 牡３鹿 ５６ 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス	 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ４９４＋ ４１：４８．４３� ２．６

５６ スリーサンハーツ 牝３鹿 ５４ 佐藤 哲三永井商事	 藤岡 範士 浦河 杵臼斉藤牧場 ４２８± ０１：４９．３５ ６９．４�
６９ 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 B５０６－ ６ 〃 クビ ５５．６�
８１３ メイショウアマクサ 牡３黒鹿５６ 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 新ひだか 矢野牧場 B４７０± ０１：５０．６８ ３８．７
７１０ リネンサンシャイン 牝３栗 ５４ 伊藤 工真戸山 光男氏 南田美知雄 青森 マルシチ牧場 ４６８＋１４１：５２．２１０ ６６２．７�
８１２ ディアマーベル 牡３黒鹿５６ 藤田 伸二寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 中田 英樹 B４６８－ ６１：５４．０大差 ８４．５�

（１２頭）
１１ デオヴォレンテ 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠 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± ０ （競走除外）

売 得 金

単勝： １４，６３２，４００円 複勝： ２３，５２０，７００円 枠連： ５，２２５，４００円

馬連： １９，７４８，０００円 馬単： １６，１７７，４００円 ワイド： １１，５８２，２００円

３連複： ２３，５４５，９００円 ３連単： ４３，１７６，８００円 計： １５７，６０８，８００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２４０円 複 勝 � １２０円 � １３０円 � １７０円 枠 連（４－６） ４３０円

馬 連 �� ５００円 馬 単 �� ８３０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ２７０円 �� ３４０円

３ 連 複 ��� ６４０円 ３ 連 単 ��� ２，６８０円

票 数

単勝票数 差引計 １４６３２４（返還計 １５８１７） 的中 � ４８３４２（１番人気）
複勝票数 差引計 ２３５２０７（返還計 ２６６０４） 的中 � ６５１０６（１番人気）� ４８３７４（３番人気）� ２８７６４（４番人気）
枠連票数 差引計 ５２２５４（返還計 １３４３７） 的中 （４－６） ９０９７（２番人気）
馬連票数 差引計 １９７４８０（返還計 ５２４３２） 的中 �� ２９５９９（２番人気）
馬単票数 差引計 １６１７７４（返還計 ４３８０６） 的中 �� １４４４０（２番人気）
ワイド票数 差引計 １１５８２２（返還計 ３１７７４） 的中 �� １６９３８（１番人気）�� １０６０９（３番人気）�� ７６１３（５番人気）
３連複票数 差引計 ２３５４５９（返還計１１９５７２） 的中 ��� ２７５４７（２番人気）
３連単票数 差引計 ４３１７６８（返還計２２０４０４） 的中 ��� １１９０３（２番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．８―１１．９―１２．９―１２．９―１２．８―１２．７―１２．５―１３．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．７―２９．６―４２．５―５５．４―１：０８．２―１：２０．９―１：３３．４

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモレイラ �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 Regal and Royal デビュー ２０１１．７．２ 中山５着

２００９．５．３１生 牝３青鹿 母 リーガルジョイ 母母 Nanna’s Joy’s ２０戦１勝 賞金 １６，７１０，０００円
〔競走除外・発走状況〕 デオヴォレンテ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔両前挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻５分

遅延。
スリーサンハーツ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 デオヴォレンテ号は，平成２４年８月２６日から平成２４年９月２４日まで出走停止。停止期間の満了後
に発走調教再審査。

〔調教再審査〕 スリーサンハーツ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リネンサンシャイン号・ディアマーベル号は，平成２４年１０月２５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 パルジョーイ号
（非抽選馬） ２頭 シゲルポーポー号・トウカイマルシェ号

２４０３０ ８月２５日 晴 良 （２４札幌２）第３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 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 ４７８－１２２：０１．６ ２８．７�

１２ マイネルバルドル 牡３栗 ５６ 伊藤 工真 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム ５１４＋ ２２：０１．７� ３０．２�

２４ 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 ４７６＋ ４２：０２．０２ ３．４�

７１３ スマートラファエル 牡３黒鹿５６ 岩田 康誠大川 徹氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム ４６８± ０２：０２．１� １．９�
５１０ クリールハヤテ 牡３栗 ５６ 藤田 伸二横山 修二氏 笹田 和秀 新ひだか ケイアイファーム ４６４－１４ 〃 ハナ ２１．５�
１１ マイネルツァウバー 牡３青鹿５６ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 堀井 雅広 新冠 コスモヴューファーム ４６６＋１０２：０２．３１� １１．７�
６１２ スカイトラベラー 牝３鹿 ５４ 吉田 隼人吉田 正志氏 矢作 芳人 安平 追分ファーム ３９６± ０ 〃 クビ １７．６	
８１６ デビルシニスタ 牡３鹿 ５６ 四位 洋文安原 浩司氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B４５０－ ４２：０２．４クビ ３７．８

２３ ベ ラ ル ー ナ 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二北駿競走馬組合 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 ４２２＋ ６２：０２．５� ７２．３�
４８ メイクイーン 牝３鹿 ５４ 黛 弘人伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４５８－ ６ 〃 クビ ２８．３�
７１４ エクセレントマン 牡３黒鹿５６ 丸山 元気中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 ４７０＋ ２２：０２．９２� １９８．８�
３５ ペイトリッツデイ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一�瀬 真尚氏 高木 登 新冠 前川 隆範 ５０８＋ ２２：０３．３２� ４４．２�
３６ アートオブジェリカ 牝３鹿 ５４ 川島 信二岡田 隆寛氏 小原伊佐美 新ひだか 山岸 康 ４５８＋１４２：０３．４� ２４０．８�
６１１ スリーエンペラー 牡３鹿 ５６ 武 英智永井商事� 武 宏平 新ひだか 武 牧場 ４５８＋１０２：０３．６１� ２５０．７�
４７ イ ル マ ー レ 	３鹿 ５６ 丹内 祐次岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド ４０８± ０２：０３．７クビ １４．４�
８１５ ローレルハイウェイ 牡３栗 ５６

５３ ▲横山 和生 �ローレルレーシング 松永 幹夫 新冠 高瀬牧場 ４３４＋ ４２：０５．２９ ３２４．９�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，４６１，０００円 複勝： ２７，１８７，６００円 枠連： ９，９０７，６００円

馬連： ２９，４５０，０００円 馬単： ２４，４３９，６００円 ワイド： １６，９４１，３００円

３連複： ４１，３２７，６００円 ３連単： ７１，８７５，７００円 計： ２３６，５９０，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２，８７０円 複 勝 � ５８０円 � ７１０円 � １５０円 枠 連（１－５） ２，７９０円

馬 連 �� １９，７８０円 馬 単 �� ５２，５９０円

ワ イ ド �� ５，７２０円 �� １，６００円 �� １，６２０円

３ 連 複 ��� ２３，０６０円 ３ 連 単 ��� ３１２，０３０円

票 数

単勝票数 計 １５４６１０ 的中 � ４２５７（８番人気）
複勝票数 計 ２７１８７６ 的中 � １００３０（８番人気）� ７９７９（９番人気）� ６８６４４（２番人気）
枠連票数 計 ９９０７６ 的中 （１－５） ２６２４（１１番人気）
馬連票数 計 ２９４５００ 的中 �� １０９９（４０番人気）
馬単票数 計 ２４４３９６ 的中 �� ３４３（８８番人気）
ワイド票数 計 １６９４１３ 的中 �� ７１３（４７番人気）�� ２６４９（１５番人気）�� ２６０１（１６番人気）
３連複票数 計 ４１３２７６ 的中 ��� １３２３（６９番人気）
３連単票数 計 ７１８７５７ 的中 ��� １７０（６４７番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１２．５―１２．６―１２．７―１２．７―１１．８―１１．９―１１．７―１２．４

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．３―２３．３―３５．８―４８．４―１：０１．１―１：１３．８―１：２５．６―１：３７．５―１：４９．２

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４７．８―３F３６．０
１
３
１６，１１（９，１４）１２（３，８）（２，７）（４，１３）（１，５）－１０（６，１５）・（１６，１１）（１４，５）（９，３，７）（８，１２，１３）２（１，４）１０－（６，１５）

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

勝馬の
紹 介

ルミナスレッド �
�
父 トーセンダンス �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１２．１．５ 中山９着

２００９．３．１９生 牝３鹿 母 マンジュデンレッド 母母 マンジユデンレデイ １０戦１勝 賞金 ６，４９０，０００円
〔騎手変更〕 ペイトリッツデイ号の騎手勝浦正樹は，病気のため柴山雄一に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ４頭 アドマイヤマグマ号・エリモガスト号・タイキパピヨン号・プリネシアエンゼル号
（非抽選馬） ２頭 イブニングスカイ号・オースミムーン号



２４０３１ ８月２５日 晴 良 （２４札幌２）第３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）

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 シニスタークイーン 牝３黒鹿 ５２
４９ ▲菱田 裕二�宮内牧場 柴田 光陽 浦河 宮内牧場 ４４２＋１０１：４５．２ １３．０�

６８ 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 ４２２＋ ６ 〃 クビ １．９�
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 ４５８＋ ４１：４５．５１� ３．０�
５７ � 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 ４６６＋ ４１：４６．５６ ７．１�
５６ オンザスローン 牝６鹿 ５５ 柴山 雄一加藤 徹氏 成島 英春 日高 森永牧場 ４４４＋１４１：４６．７１� ４８．４�
６９ � サンタンジェロ 牝４黒鹿５５ 丸山 元気村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム ４５０＋ ４１：４７．３３� ４５．５	
４５ ピュアダイヤモンド 牝３青鹿５２ 黛 弘人 �ユートピア牧場 戸田 博文 登別 ユートピア牧場 ４６０± ０ 〃 アタマ １３６．１

３３ ホワイトアルバム 牝４芦 ５５ 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 ５０２＋ ６１：４７．５１� ６２．１�
８１２ ドナメジャー 牝３栗 ５２ 古川 吉洋山田 貢一氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 ４６８－ ４１：４７．７１� １５２．７�
２２ ネオザスティング 牝４栗 ５５ 津村 明秀小林 仁幸氏 平田 修 千歳 社台ファーム ４４０－ ８１：４８．０１� ３９．９
７１１ 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 ４４６＋ ８１：４８．３２ １７．０�
８１３ エリモレインボー 牝５鹿 ５５ 川島 信二山本 慎一氏 鹿戸 明 新冠 タニグチ牧場 ４６０± ０ 〃 ハナ １１７．８�
７１０� デ ラ モ ー レ 牝４鹿 ５５ 丸田 恭介 �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 B４５４－ ４１：４８．５１ １０２．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １６，３３１，８００円 複勝： ２５，１３０，１００円 枠連： ７，９６０，２００円

馬連： ２９，３３９，７００円 馬単： ２３，１１３，５００円 ワイド： １５，７６０，４００円

３連複： ４０，１１２，９００円 ３連単： ７８，４７８，１００円 計： ２３６，２２６，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３００円 複 勝 � １９０円 � １１０円 � １２０円 枠 連（１－６） １，０６０円

馬 連 �� １，１３０円 馬 単 �� ３，５９０円

ワ イ ド �� ３８０円 �� ４２０円 �� １４０円

３ 連 複 ��� ７４０円 ３ 連 単 ��� １０，４１０円

票 数

単勝票数 計 １６３３１８ 的中 � ９９０８（４番人気）
複勝票数 計 ２５１３０１ 的中 � ２２９６６（４番人気）� ８０２３４（１番人気）� ６４４４７（２番人気）
枠連票数 計 ７９６０２ 的中 （１－６） ５５４８（４番人気）
馬連票数 計 ２９３３９７ 的中 �� １９３０３（４番人気）
馬単票数 計 ２３１１３５ 的中 �� ４７５２（１１番人気）
ワイド票数 計 １５７６０４ 的中 �� ８１９７（４番人気）�� ７１９３（５番人気）�� ４２０３６（１番人気）
３連複票数 計 ４０１１２９ 的中 ��� ４０１９６（２番人気）
３連単票数 計 ７８４７８１ 的中 ��� ５５６５（２６番人気）

ハロンタイム ６．７―１１．０―１２．１―１２．６―１３．２―１２．８―１２．２―１１．８―１２．８

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．７―２９．８―４２．４―５５．６―１：０８．４―１：２０．６―１：３２．４

コーナー
通過順位

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

２
４

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

シニスタークイーン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１０．１５ 京都３着

２００９．３．２２生 牝３黒鹿 母 フォーリアクイーン 母母 フ ォ ー リ ア １２戦２勝 賞金 ２０，７００，０００円

２４０３２ ８月２５日 晴 良 （２４札幌２）第３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）

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

４４ メイショウコンカー 牡３栗 ５４ 岩田 康誠松本 好雄氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B４５４＋ ４１：４４．９ ３．１�

３３ 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 ４２０＋ ２１：４５．２１� ２．６�
２２ メイプルリンカーン 牡４栗 ５７ 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 ４８２＋１４１：４６．３７ ９．８�
６８ マルデデルマ 牝４栗 ５５ 吉田 隼人吉田 哲哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B４４６－ ４ 〃 クビ ２５．０�
５７ シ ナ ル 牝４栗 ５５ 伊藤 工真加藤 信之氏 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ ４７８＋ ４１：４６．６２ １５．８�
５６ マイネルハーシェル 牡３栗 ５４ 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 コスモヴューファーム B４７６＋ ８１：４６．８１ ３０．９�
６９ プレシャスペスカ 牝３黒鹿５２ 古川 吉洋山田信太郎氏 角田 晃一 浦河 福岡 光夫 ４５０± ０１：４７．２２� ８．２	
４５ サンライズクラウド 牡３鹿 ５４ 藤田 伸二松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 下河辺牧場 ５４０＋ ６１：４７．６２� １１．０

１１ 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 ４８８＋ ４１：４７．９２ ２９．０�
８１２� デルマクリシュナ 牡４栗 ５７ 竹之下智昭浅沼 廣幸氏 大和田 成 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：４８．１１ １４９．７�
７１１� 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 ５００＋ ６１：４８．６３ １５１．１�
８１３ エンジンゼンカイ 牡４鹿 ５７ 三浦 皇成 �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± ０１：４８．９２ ３８．３�
７１０ アドマイヤアゲイン 牡６青鹿５７ 池添 謙一近藤 利一氏 松田 博資 早来 ノーザンファーム ４７４－１２１：４９．０� ６２．２�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １５，７４２，２００円 複勝： ２３，６３４，９００円 枠連： ８，３３７，４００円

馬連： ２９，３８３，１００円 馬単： ２２，２５７，３００円 ワイド： １５，７８９，１００円

３連複： ３９，５３５，９００円 ３連単： ７３，４５７，７００円 計： ２２８，１３７，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３１０円 複 勝 � １３０円 � １３０円 � ２１０円 枠 連（３－４） ３３０円

馬 連 �� ３７０円 馬 単 �� ７６０円

ワ イ ド �� １８０円 �� ４６０円 �� ５４０円

３ 連 複 ��� １，１００円 ３ 連 単 ��� ４，２６０円

票 数

単勝票数 計 １５７４２２ 的中 � ４１２３９（２番人気）
複勝票数 計 ２３６３４９ 的中 � ５２３５７（２番人気）� ６０７２５（１番人気）� ２１４４５（５番人気）
枠連票数 計 ８３３７４ 的中 （３－４） １９２１２（１番人気）
馬連票数 計 ２９３８３１ 的中 �� ５９２４３（１番人気）
馬単票数 計 ２２２５７３ 的中 �� ２１７２１（２番人気）
ワイド票数 計 １５７８９１ 的中 �� ２８２５６（１番人気）�� ７４６２（４番人気）�� ６１７１（８番人気）
３連複票数 計 ３９５３５９ 的中 ��� ２６５９７（２番人気）
３連単票数 計 ７３４５７７ 的中 ��� １２７５０（５番人気）

ハロンタイム ６．８―１１．０―１２．４―１２．６―１２．５―１２．２―１２．６―１２．１―１２．７

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．８―１７．８―３０．２―４２．８―５５．３―１：０７．５―１：２０．１―１：３２．２

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

メイショウコンカー �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Mt. Livermore デビュー ２０１１．１１．２０ 京都１５着

２００９．３．１７生 牡３栗 母 マウンテンエンジェル 母母 All An Angel １０戦２勝 賞金 １８，３２０，０００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 オーノシシャモ号・オールヴォアール号・ポケットピース号・マイネオリヴィア号・マイネルドラガン号



２４０３３ ８月２５日 晴 良 （２４札幌２）第３日 第９競走 ��１，５００�サラブレッド系３歳以上
発走１４時１５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

１：２７．８
１：２７．８

良

良

６９ スピークソフトリー 牝３鹿 ５２ 武 幸四郎 H.R.H．プリンセス・ハヤ 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 ４８０－ ４１：２９．１ ３．０�

１１ タツストロング 牡３栗 ５４ 四位 洋文鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４８６－ ４１：２９．２� ５．１�
８１３ コスモドロス 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム ４６０± ０１：２９．４１ １７．８�
４５ ピアノボレロ 牝５鹿 ５５ 荻野 琢真谷掛 龍夫氏 嶋田 潤 新ひだか 片山牧場 ４３２－ ２１：２９．５� １０９．３�
７１１� サトノオリオン 牡４栗 ５７ 的場 勇人里見 治氏 的場 均 日高 下河辺牧場 ４４６－ ２１：２９．６� １５３．２�
５８ ロゼシャンパーニュ 牝３黒鹿５２ 池添 謙一大塚亮一� 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム ４２８－ ４ 〃 ハナ １０．０	
４６ � 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 ４７８＋ ４１：２９．７� ８．９

６１０ モスカートローザ 牝４鹿 ５５ 三浦 皇成吉田 勝己氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ２１：２９．８� ５．９�
３３ サニーヘイロー 牝４栗 ５５ 吉田 隼人宮� 守保氏 谷原 義明 浦河 丸村村下

ファーム ４６４－ ６１：２９．９� １７．５�
７１２� ルーナピエーナ 牝４栗 ５５ 宮崎 北斗�樽さゆり氏 新開 幸一 日高 川島 良一 ４５０－ ８１：３０．１１	 ２３．９
３４ レッドストラーダ 牡４鹿 ５７ 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 大久保洋吉 日高 下河辺牧場 ４８６± ０ 〃 クビ ７．５�
２２ � ボーシュヴァル 牝５青鹿５５ 伊藤 工真道永 幸治氏 中川 公成 千歳 社台ファーム ４６８－ ２１：３０．４２ ７２．２�
８１４� ジュピタードリーム 牝４鹿 ５５

５２ ▲菱田 裕二深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 ４８２＋１８１：３０．７１� ２０７．４�
５７ ニシノキラボシ 牝４鹿 ５５ 川島 信二西山 茂行氏 田所 秀孝 むかわ 西山牧場 ４２０＋１０１：３０．９１	 ５３．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １４，２６３，０００円 複勝： ２８，９８７，４００円 枠連： １０，３３４，８００円

馬連： ３５，８９４，４００円 馬単： ２４，５００，４００円 ワイド： １７，５３４，８００円

３連複： ４９，６６６，５００円 ３連単： ８８，８９４，４００円 計： ２７０，０７５，７００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３００円 複 勝 � １５０円 � １８０円 � ３８０円 枠 連（１－６） ５９０円

馬 連 �� ８１０円 馬 単 �� １，４２０円

ワ イ ド �� ５００円 �� １，１１０円 �� １，１３０円

３ 連 複 ��� ５，４００円 ３ 連 単 ��� １８，６３０円

票 数

単勝票数 計 １４２６３０ 的中 � ３８５６１（１番人気）
複勝票数 計 ２８９８７４ 的中 � ６３０８３（１番人気）� ４５０８０（２番人気）� １５４１２（７番人気）
枠連票数 計 １０３３４８ 的中 （１－６） １３０７８（２番人気）
馬連票数 計 ３５８９４４ 的中 �� ３２９０３（１番人気）
馬単票数 計 ２４５００４ 的中 �� １２７３４（１番人気）
ワイド票数 計 １７５３４８ 的中 �� ９１６４（４番人気）�� ３７９３（１４番人気）�� ３６９８（１５番人気）
３連複票数 計 ４９６６６５ 的中 ��� ６７９８（１８番人気）
３連単票数 計 ８８８９４４ 的中 ��� ３５２２（４７番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
６．９―１８．４―３０．１―４２．４―５４．６―１：０６．５―１：１７．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．７―３F３４．５

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

勝馬の
紹 介

スピークソフトリー �
�
父 アルカセット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１１．１１．２７ 京都８着

２００９．４．９生 牝３鹿 母 サ イ レ ン ト 母母 ラ イ ー ル ６戦２勝 賞金 １８，５００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の５頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 システーナブルー号・ニシノクエーサー号
（非抽選馬） ３頭 クレバーベスト号・コスモラングデン号・トーセンソニア号

２４０３４ ８月２５日 晴 良 （２４札幌２）第３日 第１０競走 ��
��２，６００�

しゃこたん

積 丹 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 ９，７００，０００円 ３，９００，０００円 ２，４００，０００円 １，５００，０００円 ９７０，０００円
付 加 賞 ３５０，０００円 １００，０００円 ５０，０００円 � コースレコード

中央レコード

２：３８．８
２：３７．４

良

良

８１４ スマートリバティー 牡４鹿 ５７ 武 幸四郎大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 ４５２＋ ２２：４２．２ ９．４�

１１ ダノンキャスケード 牡３鹿 ５４ 三浦 皇成�ダノックス 松田 国英 千歳 社台ファーム ４４６± ０２：４２．３� ６．１�
６９ アドマイヤバラード 牡３栗 ５４ 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム ５２６＋１２ 〃 クビ ２．０�
５８ アルジェンタム 牡４栗 ５７ 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 池江 泰寿 千歳 社台ファーム ４９６± ０２：４２．５１ １４．１�
２２ 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 ４４６－ ４ 〃 クビ ３２．０�
３３ � ロ ッ セ 牡４芦 ５７ 秋山真一郎小村アセットM� 長浜 博之 千歳 社台ファーム ４６８＋ ４２：４２．６� ６１．５�
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 ４６６＋ ８ 〃 ハナ ２３．５	
７１２ 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± ０２：４２．７クビ ３０．５

７１１ フローリストライフ 牝５鹿 ５５ 黛 弘人難波 経雄氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム ４４８± ０２：４３．２３ １０２．８�
８１３ コスモアウリンコ 牡３鹿 ５４ 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 B４７８＋ ４２：４３．５１
 １２．７
３４ ノ ヴ ェ ッ ロ 牝４黒鹿５５ 荻野 琢真�小林牧場 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 ４３６＋ ２ 〃 クビ ９２．６�
６１０� ゲ バ ラ 牡４黒鹿５７ 宮崎 北斗 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 ４８２＋ ６２：４４．１３� １１１．５�
４５ フレージャパン 牡３栗 ５４ 藤田 伸二難波 澄子氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４６４＋ ４２：４６．０大差 ６．０�
５７ � リッカシャイニー 牡４鹿 ５７ 田中 勝春立花 幸雄氏 田中 章博 浦河 中島 俊明 ５１２＋ １２：５４．９大差 １６７．５�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２１，７４３，９００円 複勝： ４１，７０３，４００円 枠連： １３，９０６，９００円

馬連： ５２，４５５，３００円 馬単： ３５，６６１，９００円 ワイド： ２３，８１１，８００円

３連複： ７１，６６５，２００円 ３連単： １３５，２３５，８００円 計： ３９６，１８４，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � １８０円 � １７０円 � １２０円 枠 連（１－８） １，２４０円

馬 連 �� ２，３２０円 馬 単 �� ４，８７０円

ワ イ ド �� ６２０円 �� ４３０円 �� ３２０円

３ 連 複 ��� １，８００円 ３ 連 単 ��� １７，３６０円

票 数

単勝票数 計 ２１７４３９ 的中 � １８２６１（４番人気）
複勝票数 計 ４１７０３４ 的中 � ５０７３２（４番人気）� ５８４８０（２番人気）� １２０９６５（１番人気）
枠連票数 計 １３９０６９ 的中 （１－８） ８３１４（５番人気）
馬連票数 計 ５２４５５３ 的中 �� １６７２４（７番人気）
馬単票数 計 ３５６６１９ 的中 �� ５４０６（１８番人気）
ワイド票数 計 ２３８１１８ 的中 �� ８９０９（６番人気）�� １３７６１（３番人気）�� １９８８８（２番人気）
３連複票数 計 ７１６６５２ 的中 ��� ２９５２６（４番人気）
３連単票数 計１３５２３５８ 的中 ��� ５７５０（４３番人気）

ハロンタイム １３．２―１２．１―１２．８―１３．３―１１．８―１２．１―１２．９―１３．５―１２．８―１２．３―１２．０―１１．５―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�
１３．２―２５．３―３８．１―５１．４―１：０３．２―１：１５．３―１：２８．２―１：４１．７―１：５４．５―２：０６．８―２：１８．８―２：３０．３

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→�→�」 上り４F４７．７―３F３５．４
１
�

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

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４鹿 母 リザーブシート 母母 インヴァイト ２３戦３勝 賞金 ４７，６２５，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッカシャイニー号は，平成２４年９月２５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） １頭 クリノメダリスト号
（非抽選馬） １頭 マイネルカブト号



２４０３５ ８月２５日 晴 良 （２４札幌２）第３日 第１１競走 ��
��１，７００�第１７回エルムステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （ダート・右）
３歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，３歳５３�４歳以上５６�，牝馬２�
減，２３．８．２７以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬３�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）１着馬１�増，２３．８．２６以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬２�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）１着馬１�増（ただし２歳時
の成績を除く）

札幌馬主協会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（１着）
賞 品

本 賞 ３５，０００，０００円 １４，０００，０００円 ８，８００，０００円 ５，３００，０００円 ３，５００，０００円
付 加 賞 ４１３，０００円 １１８，０００円 ５９，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

５５ ローマンレジェンド 牡４黒鹿５６ 岩田 康誠太田 美實氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム ５０４－ ２１：４２．２ １．５�

８１１ エスポワールシチー 牡７栗 ５９ 佐藤 哲三 �友駿ホースクラブ 安達 昭夫 門別 幾千世牧場 ５０４＋ ２ 〃 クビ ３．８�
７８ グランドシチー 牡５鹿 ５６ 丸田 恭介 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新ひだか 幌村牧場 ５０６－ １１：４２．９４ ３９．７�
３３ エーシンモアオバー 牡６鹿 ５６ 藤田 伸二�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 ４９８± ０１：４３．０� １９．２�
８１０ サ イ オ ン 牡６芦 ５６ 四位 洋文里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B５１０＋ ４１：４３．６３� ８４．８�
６７ クリールパッション 牡７鹿 ５６ 津村 明秀横山 修二氏 相沢 郁 静内 千代田牧場 B４７８± ０１：４３．７� ６６．５�
２２ ヤマニンキングリー 牡７栗 ５７ 丹内 祐次土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 ４９２－１０ 〃 クビ ４４．８	
４４ セ イ リ オ ス 牡５鹿 ５６ 田中 勝春 
社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B４９０＋ ２１：４３．９１� ２５．３�
６６ サイレントメロディ 牡５青 ５７ 横山 典弘 
社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム ５０８＋１４１：４４．５３� ６．９�
１１ キングトップガン 牡９鹿 ５７ 丸山 元気池田 豊治氏 鮫島 一歩 新冠 北星村田牧場 ４９８－ ２１：４４．８１� ２５９．７
７９ パワーストラグル 牡６黒鹿５６ 池添 謙一 �グリーンファーム 加藤 征弘 新冠 田渕牧場 B４７４± ０１：４５．１２ ２６６．４�

（１１頭）

売 得 金

単勝： １０２，６８０，６００円 複勝： １７９，３４０，６００円 枠連： ３５，４８０，５００円

馬連： ２４５，２２２，６００円 馬単： １８８，７４８，２００円 ワイド： １０７，６４８，６００円

３連複： ３５６，２１７，２００円 ３連単： １，００２，８７８，３００円 計： ２，２１８，２１６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １５０円 複 勝 � １１０円 � １３０円 � ３８０円 枠 連（５－８） ２５０円

馬 連 �� ２６０円 馬 単 �� ３９０円

ワ イ ド �� １６０円 �� ５９０円 �� ８６０円

３ 連 複 ��� １，４４０円 ３ 連 単 ��� ３，４３０円

票 数

単勝票数 計１０２６８０６ 的中 � ５４８７４１（１番人気）
複勝票数 計１７９３４０６ 的中 � ９３９４６０（１番人気）� ３０８０１３（２番人気）� ５０１８５（６番人気）
枠連票数 計 ３５４８０５ 的中 （５－８） １０５７６０（１番人気）
馬連票数 計２４５２２２６ 的中 �� ７１４６４０（１番人気）
馬単票数 計１８８７４８２ 的中 �� ３６２２２８（１番人気）
ワイド票数 計１０７６４８６ 的中 �� ２４６２４４（１番人気）�� ３６８８８（６番人気）�� ２４３６６（１１番人気）
３連複票数 計３５６２１７２ 的中 ��� １８３３０５（５番人気）
３連単票数 計１００２８７８３ 的中 ��� ２１５９９０（８番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．６―１７．６―２９．７―４１．９―５３．９―１：０５．９―１：１８．２―１：２９．８

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローマンレジェンド �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 Awesome Again デビュー ２０１１．１．５ 京都３着

２００８．２．２４生 牡４黒鹿 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend １０戦７勝 賞金 １２３，６５７，０００円

２４０３６ ８月２５日 晴 良 （２４札幌２）第３日 第１２競走 ��
��１，２００�H B C 賞

発走１６時０５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
北海道放送賞（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 ３７８，０００円 １０８，０００円 ５４，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：０７．９
１：０６．５

良

良

３６ バートラムガーデン 牝３鹿 ５２ 津村 明秀�下河辺牧場 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 ４５０＋ ２１：０８．６ ３．８�

１１ サクラアドニス 牡４黒鹿５７ 横山 典弘�さくらコマース村山 明 新ひだか 谷岡牧場 ４６６－ ２ 〃 アタマ ２．７�
５９ � リビングストン 牡６青鹿５７ 宮崎 北斗 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５００－１４１：０８．９２ ６０．６�
５１０ マイネショコラーデ 牝４青鹿５５ 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム ４９０＋ ８ 〃 ハナ ２１．４�
７１４ アルーリングライフ 牝５鹿 ５５ 小林 徹弥 �社台レースホース野村 彰彦 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４９６＋ ４１：０９．１１ ８．４�
１２ メジロツボネ 牝４芦 ５５ 黛 弘人岩� 伸道氏 高木 登 洞爺湖 メジロ牧場 ４４２± ０ 〃 クビ ７．８	
２３ スマートムービー 牝５黒鹿５５ 古川 吉洋大川 徹氏 佐山 優 新ひだか 矢野牧場 ４３６＋ ２１：０９．２� ８９．２

８１５ オオタニジムチョウ 牡３黒鹿５４ 竹之下智昭國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム ４５４＋ ４１：０９．４１	 １０．４�
７１３ リビングプルーフ 牝５鹿 ５５ 池添 謙一吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム ４４８－１０ 〃 アタマ ４４．０�
３５ タマニューホープ 牡６鹿 ５７ 丸山 元気玉井 鶴枝氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 ４７４＋ ２ 〃 クビ １２．４
２４ � シチリアーナ 牝７黒鹿５５ 丸田 恭介岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 冨岡 博一 ４６４＋ ２ 〃 ハナ ５３．４�
６１２ ブラウンワイルド 牡４鹿 ５７ 秋山真一郎キャピタルクラブ 田村 康仁 新冠 田鎖牧場 B４６６－１２１：０９．５
 ３４．５�
６１１ ミスベルツリー 牝６栗 ５５ 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム ４８０＋ ８１：０９．６� ２８６．８�
８１６ シゲルシゲザネ 牡５鹿 ５７ 松田 大作森中 蕃氏 藤沢 則雄 日高 出口牧場 ４８２＋ ８１：１０．１３ ３１．９�
４８ � ハートランドノリカ 牝７黒鹿５５ 武 幸四郎豊田 稔氏 千田 輝彦 浦河 小椋 智 ４７２－ ４１：１０．４１
 １３１．８�
４７ � ワイズドリーム 牝６栗 ５５ 吉田 隼人吉田 好雄氏 天間 昭一 米 Eclipse Thor-

oughbreds Inc. ４９０＋ ４１：１２．１大差 １９１．６�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ２９，００３，１００円 複勝： ４９，１５４，６００円 枠連： ２４，１２５，８００円

馬連： ７５，０１１，５００円 馬単： ４７，２４３，８００円 ワイド： ３６，１５６，５００円

３連複： １０５，５７２，６００円 ３連単： １８７，８６８，７００円 計： ５５４，１３６，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３８０円 複 勝 � １６０円 � １４０円 � ７７０円 枠 連（１－３） ３００円

馬 連 �� ６００円 馬 単 �� １，２９０円

ワ イ ド �� ２７０円 �� ３，５９０円 �� ２，１８０円

３ 連 複 ��� １１，７００円 ３ 連 単 ��� ４０，１８０円

票 数

単勝票数 計 ２９００３１ 的中 � ６１４０８（２番人気）
複勝票数 計 ４９１５４６ 的中 � ９０２３６（２番人気）� １２２１０１（１番人気）� １０６７５（１０番人気）
枠連票数 計 ２４１２５８ 的中 （１－３） ６１３０１（１番人気）
馬連票数 計 ７５０１１５ 的中 �� ９３４３８（１番人気）
馬単票数 計 ４７２４３８ 的中 �� ２７０３４（２番人気）
ワイド票数 計 ３６１５６５ 的中 �� ４０６８１（１番人気）�� ２２０８（３８番人気）�� ３６８４（２６番人気）
３連複票数 計１０５５７２６ 的中 ��� ６６６４（３５番人気）
３連単票数 計１８７８６８７ 的中 ��� ３４５１（１２３番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．６―１１．０―１１．５―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．７―３３．７―４５．２―５６．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４５．９―３F３４．９
３ ３，１６，２（６，８）（１，１０）１１－（９，１３）１４（４，５，１５）１２－７ ４ ３，１６，２，６，１（１１，１０，８）（９，１３，１４）（４，５，１５）－１２＝７

勝馬の
紹 介

バートラムガーデン �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー ２０１１．１０．２３ 新潟１２着

２００９．４．３０生 牝３鹿 母 フ ィ リ ス 母母 フィラストリート ９戦３勝 賞金 ３４，１４９，０００円
〔騎手変更〕 ブラウンワイルド号の騎手勝浦正樹は，病気のため秋山真一郎に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワイズドリーム号は，平成２４年９月２５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） ２頭 ストレイトガール号・リッピアピンク号
（非抽選馬） ３頭 グレナディーン号・シルクブルックリン号・メイショウサバト号



（２４札幌２）第３日 ８月２５日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 １２回 出走頭数 １４６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

２０６，９３０，０００円
６，８５０，０００円
１，６３０，０００円
１８，１２０，０００円
４９，０３５，５００円
３，９８３，０００円
１，４０１，６００円

勝馬投票券売得金
２７６，３１３，８００円
４８８，５１０，６００円
１２７，７８２，８００円
５９９，４６９，６００円
４５２，９６８，１００円
２８９，７２６，７００円
８４４，２７８，０００円
１，９３３，５４１，５００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 ５，０１２，５９１，１００円

総入場人員 １１，１８２名 （有料入場人員 ９，９１４名）


