
23037 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4日 第1競走 ��
��1，800�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
1：48．4
1：45．9

良
良

22 スターオブペルシャ 牡2栗 54 C．ルメール �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 492－ 21：50．3 2．9�
11 プレイヤーサムソン 牡2鹿 54 四位 洋文嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 452－121：50．4� 3．4�
44 ジョルジュサンク 牡2栗 54 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 492－ 8 〃 クビ 3．7�
66 フィールドシャルム 牡2鹿 54 池添 謙一地田 勝三氏 西園 正都 新冠 パカパカ

ファーム 452－ 61：51．25 7．4�
33 マイネルゴール 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 嶋田牧場 438± 01：51．73 14．1	
67 ヒ ッ ト マ ン 牡2栗 54 松田 大作�Basic 土田 稔 新冠 佐藤牧場 456± 01：51．8� 83．9

55 サクセスボーイ 牡2鹿 54

51 ▲井上 敏樹鈴木 芳夫氏 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 444－14 〃 クビ 196．5�
810 シゲルムツゴロウ 牡2黒鹿54 柴山 雄一森中 蕃氏 伊藤 伸一 新ひだか 坂本 智広 438＋ 21：52．22� 47．9�
811 ハンキードーリ 牝2黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 464－ 61：52．51	 104．1
79 トーアディラン 牡2栗 54 勝浦 正樹高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 466－ 81：52．71
 29．1�
78 ダイメイガール 牝2栗 54 嶋田 純次宮本 孝一氏 中野 栄治 日高 木村牧場 426－ 61：53．65 346．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 16，954，600円 複勝： 21，228，200円 枠連： 6，480，600円
馬連： 33，356，000円 馬単： 21，480，600円 ワイド： 19，585，600円
3連複： 48，711，400円 3連単： 84，334，900円 計： 252，131，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 120円 � 110円 枠 連（1－2） 470円

馬 連 �� 490円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 190円 �� 200円 �� 240円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，980円

票 数

単勝票数 計 169546 的中 � 47722（1番人気）
複勝票数 計 212282 的中 � 54987（1番人気）� 42050（3番人気）� 46674（2番人気）
枠連票数 計 64806 的中 （1－2） 10575（1番人気）
馬連票数 計 333560 的中 �� 52292（1番人気）
馬単票数 計 214806 的中 �� 16650（1番人気）
ワイド票数 計 195856 的中 �� 27424（1番人気）�� 24485（2番人気）�� 19127（3番人気）
3連複票数 計 487114 的中 ��� 71795（1番人気）
3連単票数 計 843349 的中 ��� 30821（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―37．9―51．1―1：03．5―1：15．1―1：26．7―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スターオブペルシャ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Big Shuffle デビュー 2015．6．7 東京4着

2013．3．2生 牡2栗 母 ターフローズ 母母 Turfquelle 3戦1勝 賞金 7，400，000円
〔制裁〕 スターオブペルシャ号の騎手C．ルメールは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）

23038 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4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）
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
56．9

良
重

44 ト キ ワ 牝3鹿 54 C．ルメール 田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 458－ 4 59．9 5．5�
55 デピュートアゲン 牡3鹿 56 丹内 祐次浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B492－ 2 〃 アタマ 16．7�
11 サトノハーデス 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464＋ 21：00．0� 15．9�
812 ヌンチェルラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹湯浅 德昭氏 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 496＋ 2 〃 アタマ 3．3�
67 メイショウアバラガ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 高昭牧場 510＋ 21：00．1� 3．8�
79 ヒューガライゼン 牝3栗 54 吉田 隼人塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 B466± 01：00．42 50．0�
68 カ ム ヒ ア 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 474＋141：00．5クビ 27．7	
811 トゥーランドット 牝3栗 54 池添 謙一
髙昭牧場 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 452－ 21：00．82 47．4�
56 � カルーセルフリック 牡3栗 56 福永 祐一 
シルクレーシング 中内田充正 米 Robert McDowell

& Charles DeCou 516－ 81：00．9� 3．5�
22 ク ル ム ロ フ 牡3鹿 56 田中 健髙樽さゆり氏 北出 成人 平取 びらとり牧場 B518＋141：01．0� 67．3
710 デルマオコマ 牝3栗 54 嶋田 純次浅沼 廣幸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B442－ 41：01．31	 76．0�
33 ワンダーアンダレス 牝3黒鹿54 藤岡 康太山本 信行氏 笹田 和秀 浦河 永田 克之 428－ 81：02．04 202．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，944，800円 複勝： 23，875，800円 枠連： 6，913，600円
馬連： 32，354，800円 馬単： 20，042，700円 ワイド： 18，116，300円
3連複： 42，369，500円 3連単： 66，635，600円 計： 228，253，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 230円 � 360円 � 330円 枠 連（4－5） 820円

馬 連 �� 4，400円 馬 単 �� 6，740円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 1，110円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 15，560円 3 連 単 ��� 56，630円

票 数

単勝票数 計 179448 的中 � 25638（4番人気）
複勝票数 計 238758 的中 � 30679（4番人気）� 16110（6番人気）� 18172（5番人気）
枠連票数 計 69136 的中 （4－5） 6469（5番人気）
馬連票数 計 323548 的中 �� 5697（14番人気）
馬単票数 計 200427 的中 �� 2230（23番人気）
ワイド票数 計 181163 的中 �� 3537（14番人気）�� 4280（13番人気）�� 1936（23番人気）
3連複票数 計 423695 的中 ��� 2041（42番人気）
3連単票数 計 666356 的中 ��� 853（163番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．7―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．6―35．3―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト キ ワ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2014．10．25 東京2着

2012．3．24生 牝3鹿 母 ルナジェーナ 母母 シュミーダー 10戦1勝 賞金 14，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 デルマヨタロウ号・ナミカゼ号

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第１回 札幌競馬 第４日



23039 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4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 4，600，000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 メイショウゲントク 牡3栗 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 赤田牧場 452－ 41：45．9 4．1�
710 エクストラペトル 牝3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434± 0 〃 ハナ 2．6�
57 ゼ ト ス 牡3青鹿56 柴山 雄一杉澤 光雄氏 田中 章博 新冠 川島牧場 460± 01：46．43 15．9�
69 ウェブスリンガー 牡3黒鹿56 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B470＋ 4 〃 クビ 11．8�
33 ライムスカッシュ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 516－ 41：47．35 11．6�
11 タマモアタック 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政タマモ	 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 490－ 2 〃 クビ 4．3

813 ヤワタオリオン 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹平岩 健一氏 菊川 正達 日高 木村牧場 400－ 21：47．61� 180．1�
22 セイセイセイ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 440－ 41：47．81� 107．8�
45 ミラクルナイト 牡3芦 56 黛 弘人小野 博郷氏 石橋 守 新冠 山岡ファーム 464－ 21：48．01� 51．5
56 マンテンドリーム 牝3栗 54 古川 吉洋小島 將之氏 柴田 光陽 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438－121：48．21 26．2�
68 ディープブルー 牡3青鹿56 藤岡 康太深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 416－ 21：48．83� 11．1�
711 アルファマリニン 牡3鹿 56 丸山 元気	貴悦 小西 一男 新冠 石郷岡 雅樹 504－ 41：49．65 297．4�
812 スリーロード 牡3黒鹿56 丸田 恭介永井商事	 藤沢 則雄 新ひだか 武 牧場 418＋ 61：53．3大差 133．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，593，000円 複勝： 23，978，200円 枠連： 8，196，000円
馬連： 32，901，400円 馬単： 19，655，800円 ワイド： 20，360，100円
3連複： 45，837，600円 3連単： 64，460，900円 計： 234，983，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 120円 � 240円 枠 連（4－7） 600円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 310円 �� 730円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，430円 3 連 単 ��� 10，410円

票 数

単勝票数 計 195930 的中 � 37776（2番人気）
複勝票数 計 239782 的中 � 38458（3番人気）� 67457（1番人気）� 18676（5番人気）
枠連票数 計 81960 的中 （4－7） 10451（2番人気）
馬連票数 計 329014 的中 �� 36053（2番人気）
馬単票数 計 196558 的中 �� 11160（3番人気）
ワイド票数 計 203601 的中 �� 18268（2番人気）�� 6683（9番人気）�� 9480（5番人気）
3連複票数 計 458376 的中 ��� 14118（6番人気）
3連単票数 計 644609 的中 ��� 4487（21番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．3―43．2―55．7―1：08．4―1：20．7―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウゲントク �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サクラローレル デビュー 2014．8．10 小倉13着

2012．5．4生 牡3栗 母 ディープスマート 母母 アワマジックストーム 13戦1勝 賞金 7，840，000円
〔制裁〕 セイセイセイ号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：8番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スリーロード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月9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 ヒロノドラム号
（非抽選馬） 1頭 ワークオブゴッド号

23040 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時20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
1：07．6
1：06．5

良
良

23 ビバリーヒルズ 牝3栗 54 横山 典弘近藤 英子氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 418＋ 21：09．4 4．0�
12 マーシフルハート 牝3鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 378－ 81：09．61� 7．3�
36 スーパープリンセス 牝3栗 54 田中 博康田島 政光氏 今野 貞一 日高 モリナガファーム 436－ 41：09．81� 6．0�
612 グレイスフルアート 牝3栗 54 柴山 雄一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 クビ 10．2�
816 ハクサンワールド 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹河﨑 五市氏 西園 正都 日高 浜本牧場 458－ 6 〃 ハナ 109．0	
611 ミュゼフローレンス 牝3黒鹿54 丸山 元気髙橋 仁氏 高市 圭二 新ひだか 水上 習孝 504＋ 61：10．01� 53．0

48 ダ ン ヴ ィ ル 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政 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 B448－ 4 〃 ハナ 10．8�

510 バニラマカロン 牝3芦 54
51 ▲加藤 祥太�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム B462－ 6 〃 ハナ 9．8�

47 ローブディアンジェ 牝3青鹿54 四位 洋文 �シルクレーシング 今野 貞一 安平 ノーザンファーム B434－ 61：10．1クビ 16．2
714 ドリームポリーニ 牡3栗 56 松田 大作ライオンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 456± 01：10．2	 23．7�
11 ヤマノリリコイ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹山住 勲氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416＋ 21：10．3� 4．9�
713 サウンドバゴダンス 牝3黒鹿54 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 浦河 信成牧場 404＋10 〃 ハナ 58．2�
24 エターナルカラー 牝3栗 54 吉田 隼人 �グリーンファーム中村 均 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 480＋ 81：10．51� 81．1�
815 クロンヌドスリジェ 牝3青鹿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 石川 新一 440± 01：11．35 302．8�
35 ハイピュアリティ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：11．4� 219．5�
59 アップセッター 牡3栃栗56 古川 吉洋村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム B444± 01：12．14 24．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，759，900円 複勝： 29，257，100円 枠連： 10，475，900円
馬連： 36，560，900円 馬単： 20，642，100円 ワイド： 23，654，100円
3連複： 56，914，800円 3連単： 72，205，700円 計： 269，470，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 240円 � 180円 枠 連（1－2） 610円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 590円 �� 660円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 3，650円 3 連 単 ��� 16，170円

票 数

単勝票数 計 197599 的中 � 39209（1番人気）
複勝票数 計 292571 的中 � 44235（2番人気）� 27802（5番人気）� 43789（3番人気）
枠連票数 計 104759 的中 （1－2） 13297（1番人気）
馬連票数 計 365609 的中 �� 18623（2番人気）
馬単票数 計 206421 的中 �� 6398（3番人気）
ワイド票数 計 236541 的中 �� 10535（3番人気）�� 9243（5番人気）�� 5143（14番人気）
3連複票数 計 569148 的中 ��� 11674（6番人気）
3連単票数 計 722057 的中 ��� 3236（20番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．4―46．0―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 8（6，10）（2，13）（3，15）12（1，14，16）4，7（5，11）＝9 4 8（6，10，2）（3，13）12（1，15）（14，16）7，4（5，11）－9

勝馬の
紹 介

ビバリーヒルズ �
�
父 スニッツェル �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2015．3．7 阪神2着

2012．2．27生 牝3栗 母 ブリリアントベリー 母母 クラフテイワイフ 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 グレイスフルアート号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：1番）
※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 タカラフェニックス号
（非抽選馬） 1頭 ケンブリッジヒカリ号



23041 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4日 第5競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走12時10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
1：48．4
1：45．9

良
良

55 スパーキングジョイ 牡2栗 54 藤岡 康太幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 482 ―1：52．5 14．9�
44 ザスターイズミー 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 462 ― 〃 クビ 100．5�

67 セカンドエフォート 牡2青鹿54 吉田 隼人 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 498 ―1：52．81� 10．0�
810 ティルヴィング 牝2青鹿54 福永 祐一前田 幸治氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 2．5�
79 モンサンアルナイル 牡2栗 54 菱田 裕二山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 484 ― 〃 アタマ 12．2	
811 レッドボルテクス 牡2栗 54 C．ルメール 
東京ホースレーシング 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 470 ―1：53．01 3．1�
78 シャルメーヌ 牝2鹿 54 柴山 雄一三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 486 ―1：53．1� 7．2�
33 ヴィガーエッジ 牡2鹿 54 横山 典弘島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 480 ―1：53．31� 33．2
66 オ ズ マ 牡2芦 54 藤田 伸二新井 康司氏 昆 貢 新ひだか 片山牧場 442 ―1：53．51� 68．9�
22 オリエンタルイギー 牡2栗 54 黛 弘人棚網るみ子氏 大江原 哲 新冠 オリエント牧場 462 ―1：54．24 84．7�
11 ラ ブ ロ イ 牡2青鹿54 四位 洋文 M・

Kenichiホールディング
 小島 茂之 浦河 宮内牧場 482 ―1：56．7大差 27．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 27，391，200円 複勝： 23，569，900円 枠連： 9，228，200円
馬連： 31，967，900円 馬単： 24，428，000円 ワイド： 19，073，500円
3連複： 42，257，300円 3連単： 84，474，700円 計： 262，390，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，490円 複 勝 � 350円 � 1，720円 � 340円 枠 連（4－5） 30，170円

馬 連 �� 34，890円 馬 単 �� 70，730円

ワ イ ド �� 6，520円 �� 1，410円 �� 4，540円

3 連 複 ��� 83，620円 3 連 単 ��� 624，940円

票 数

単勝票数 計 273912 的中 � 15500（6番人気）
複勝票数 計 235699 的中 � 18822（5番人気）� 3141（11番人気）� 19779（4番人気）
枠連票数 計 92282 的中 （4－5） 237（27番人気）
馬連票数 計 319679 的中 �� 710（47番人気）
馬単票数 計 244280 的中 �� 259（83番人気）
ワイド票数 計 190735 的中 �� 743（41番人気）�� 3577（17番人気）�� 1071（34番人気）
3連複票数 計 422573 的中 ��� 379（114番人気）
3連単票数 計 844747 的中 ��� 98（633番人気）

ハロンタイム 13．0―12．9―13．8―12．9―12．3―12．2―12．1―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．9―39．7―52．6―1：04．9―1：17．1―1：29．2―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4
1
3
7，10（2，11）（6，8）（3，4）5－9，1・（7，11，6）（10，8）（2，4）5（3，9）＝1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スパーキングジョイ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 エルコンドルパサー 初出走

2013．5．1生 牡2栗 母 フレアキャスケード 母母 ダンツプリンセス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 モンサンアルナイル号は，発進不良〔出遅れ〕。

23042 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走12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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

79 クリノリーソクツモ 牝3鹿 52
49 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 作田 誠二 日高 日西牧場 442－ 2 58．5 4．7�

710 サンレイクウッド 牡4鹿 57
54 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 522－ 6 〃 クビ 8．3�

812 コスモキーマン 牡3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 浦河 川越ファーム 460＋ 2 58．71� 31．9�
811 ツーエムマイスター 牡3黒鹿54 横山 典弘水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 438－14 59．01	 6．5�
56 ハクサンフレンチ 牡3鹿 54 四位 洋文河﨑 五市氏 坂口 正則 新ひだか チャンピオンズファーム 488－ 4 59．31	 13．5�
33 ボストンビリーヴ 牝5栗 55 菱田 裕二ボストンホース	 岩元 市三 浦河 宮内牧場 450± 0 〃 クビ 32．0

55 コパノチャールズ 牡3栗 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 伊藤 敏明 486－ 8 59．51 10．3�
22 ビバワールド 
4鹿 57

54 ▲加藤 祥太窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 B516＋ 6 59．71� 20．2�
44 ウエスタンラムール 牡3黒鹿54 松田 大作西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 452－ 2 〃 アタマ 4．8
11 � ストームジャガー 牡5鹿 57 福永 祐一馬場 幸夫氏 安田 隆行 米 Cloverleaf

Farms II, Inc. 502＋12 59．8	 4．2�
68 ユキノマルガリータ 牝5鹿 55 吉田 隼人井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 474－ 21：00．01� 36．7�
67 � プレシャスベガ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹杉山 忠国氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B466＋141：00．63 70．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，118，400円 複勝： 29，415，500円 枠連： 9，279，200円
馬連： 36，082，300円 馬単： 20，291，000円 ワイド： 23，576，400円
3連複： 52，372，800円 3連単： 72，721，500円 計： 262，857，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 310円 � 810円 枠 連（7－7） 3，000円

馬 連 �� 3，170円 馬 単 �� 4，580円

ワ イ ド �� 900円 �� 2，940円 �� 3，430円

3 連 複 ��� 16，170円 3 連 単 ��� 97，810円

票 数

単勝票数 計 191184 的中 � 32298（2番人気）
複勝票数 計 294155 的中 � 45987（3番人気）� 24125（6番人気）� 7847（11番人気）
枠連票数 計 92792 的中 （7－7） 2395（12番人気）
馬連票数 計 360823 的中 �� 8795（14番人気）
馬単票数 計 202910 的中 �� 3316（21番人気）
ワイド票数 計 235764 的中 �� 7047（10番人気）�� 2030（40番人気）�� 1732（43番人気）
3連複票数 計 523728 的中 ��� 2428（68番人気）
3連単票数 計 727215 的中 ��� 539（399番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．4―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．6―35．0―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノリーソクツモ �
�
父 プリサイスエンド �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2015．1．31 京都4着

2012．3．28生 牝3鹿 母 ダービーゾーン 母母 ダービーキングダム 8戦2勝 賞金 18，050，000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 スズカプリオール号・タマモエスカルゴ号・トーホウパルサー号・ノイ号・モリトブイコール号



23043 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4日 第7競走 ��
��1，200�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

12 サザンライツ 牡4鹿 57 福永 祐一 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 504－ 21：08．4 6．7�
815 アルティマブラッド 牝3青鹿52 池添 謙一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 474－ 4 〃 クビ 7．6�
24 � エクシードリミッツ 牝3栗 52

49 ▲加藤 祥太吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney
Foods Ltd 464－ 81：08．5クビ 6．0�

611 カレンステイシー 牝4栗 55 C．ルメール 鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 482＋ 21：08．71	 3．2�
11 ウエスタンユーノー 牝4芦 55 横山 和生西川 賢氏 菊沢 隆徳 新ひだか ウエスタンファーム 482－ 8 〃 クビ 9．5�
713 サクラヴィオーラ 牝4栗 55 柴山 雄一	さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 480＋161：08．8
 58．0

510 ハ ッ シ ュ 牝4芦 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 476＋ 2 〃 ハナ 8．9�
35 アルトゥーナ 牝4黒鹿55 吉田 隼人 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 430＋10 〃 アタマ 85．1�
714 コスモドーム 牡4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 498＋121：08．9
 10．8
23 ツクバインパクト 牡3黒鹿54 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 446＋12 〃 クビ 23．5�
47 カ イ マ ノ ア 牡3栗 54 横山 典弘山口功一郎氏 栗田 徹 浦河 小林 仁 480＋ 6 〃 ハナ 19．6�
48 ステイブレイズ 牝4鹿 55

52 ▲井上 敏樹 	ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高野 友和 新冠 中本 隆志 480＋101：09．0
 71．2�

816 ビービーブレイン �4鹿 57 松田 大作�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 504－121：09．1� 106．8�
36 � サウンドマンデュロ 牡6青鹿57 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 英 Denford

Stud Ltd 478＋ 61：09．31	 108．4�
59 アルマクレヨン 牡3栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 482＋ 21：09．4
 45．3�
612 メイショウアサツユ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 480－141：09．6� 61．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，381，600円 複勝： 40，449，500円 枠連： 11，980，100円
馬連： 46，484，100円 馬単： 24，703，000円 ワイド： 28，650，500円
3連複： 67，004，900円 3連単： 84，951，500円 計： 330，605，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 200円 � 200円 � 210円 枠 連（1－8） 1，120円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 4，260円

ワ イ ド �� 900円 �� 810円 �� 990円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 29，270円

票 数

単勝票数 計 263816 的中 � 31077（3番人気）
複勝票数 計 404495 的中 � 54487（2番人気）� 52277（3番人気）� 49044（4番人気）
枠連票数 計 119801 的中 （1－8） 8249（4番人気）
馬連票数 計 464841 的中 �� 14886（8番人気）
馬単票数 計 247030 的中 �� 4340（14番人気）
ワイド票数 計 286505 的中 �� 8187（9番人気）�� 9171（8番人気）�� 7390（10番人気）
3連複票数 計 670049 的中 ��� 9562（12番人気）
3連単票数 計 849515 的中 ��� 2104（74番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―10．9―11．5―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．2―44．7―56．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サザンライツ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Southern Halo デビュー 2014．4．20 福島6着

2011．5．9生 牡4鹿 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer 9戦2勝 賞金 18，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 イキオイ号・バリキ号
（非抽選馬） 1頭 アミーキティア号

23044 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

57 ファイトユアソング 牝4鹿 55 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 434－ 21：45．2 4．0�
45 コウセイマユヒメ 牝4鹿 55 藤田 伸二杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 452－ 61：45．41� 77．6�
710 クイーンズターフ 牝3青鹿52 横山 典弘合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 452－ 2 〃 アタマ 2．0�
44 ショウナンカサロ 牝3青鹿52 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 450＋121：45．5クビ 35．5�
33 エドノプリンセス 牝4鹿 55 丸山 元気遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 464－ 2 〃 ハナ 26．2�
69 ゴールドグローリー 牝3栗 52 柴山 雄一居城 要氏 西村 真幸 新冠 北勝ファーム 486－ 4 〃 クビ 11．0	
56 ベストセラーアスク 牝4鹿 55 荻野 琢真廣崎 利洋氏 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 436± 01：45．92 70．6

812 オールオブユー 牝3栗 52 田中 健三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 61：46．11� 10．5�
813 タマノベレッツァ 牝3黒鹿52 福永 祐一玉腰 勇吉氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 468＋ 41：46．2� 6．3�
68 メテオレイン 牝6鹿 55 松田 大作亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 474＋ 4 〃 ハナ 153．5
11 	 テラノココロ 牝6青鹿 55

52 ▲加藤 祥太寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 436＋ 41：46．52 39．2�
711 クロカミノオトメ 牝5青 55

52 ▲城戸 義政 �サンデーレーシング 羽月 友彦 新冠 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B486＋ 41：46．6クビ 37．8�

22 スパイスシャワー 牝4鹿 55 田中 博康下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 468＋ 61：48．4大差 75．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，389，700円 複勝： 34，241，500円 枠連： 9，399，800円
馬連： 37，465，800円 馬単： 25，156，100円 ワイド： 23，531，600円
3連複： 50，106，500円 3連単： 92，358，300円 計： 291，649，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 140円 � 880円 � 110円 枠 連（4－5） 4，770円

馬 連 �� 17，930円 馬 単 �� 27，380円

ワ イ ド �� 3，940円 �� 200円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 6，770円 3 連 単 ��� 68，530円

票 数

単勝票数 計 193897 的中 � 38698（2番人気）
複勝票数 計 342415 的中 � 58402（2番人気）� 4413（10番人気）� 146963（1番人気）
枠連票数 計 93998 的中 （4－5） 1525（14番人気）
馬連票数 計 374658 的中 �� 1619（31番人気）
馬単票数 計 251561 的中 �� 689（53番人気）
ワイド票数 計 235316 的中 �� 1294（33番人気）�� 38309（1番人気）�� 2188（24番人気）
3連複票数 計 501065 的中 ��� 5550（21番人気）
3連単票数 計 923583 的中 ��� 977（172番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―30．2―43．4―55．8―1：08．2―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4F49．4―3F37．0
1
3
2，12（6，9）7（4，13）（5，10）（1，8）－（3，11）
10（9，7）（2，12，4，13）（6，8，5，11）（1，3）

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

勝馬の
紹 介

ファイトユアソング �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2013．11．30 中山1着

2011．3．15生 牝4鹿 母 ファイトソング 母母 ジグズアンドリールズ 13戦3勝 賞金 31，400，000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） 3頭 スペチアーレ号・トーセンシルエット号・マダムウルル号
（非抽選馬） 1頭 ウーマン号



23045 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4日 第9競走 ��2，600�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

712 プレイヤーハウス 牡3鹿 54 古川 吉洋嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 B450－ 42：39．7 17．6�
69 バスティード 牡4栗 57 柴山 雄一古川 智洋氏 小笠 倫弘 新冠 ムラカミファーム 470＋ 8 〃 クビ 14．3�
57 ゼットスマイル 牡3栗 54 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 500＋102：39．9� 35．9�
33 サブライムカイザー 牡3鹿 54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 492＋ 22：40．11� 3．6�
34 ジューヴルエール 牡5黒鹿57 丸山 元気 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 472－ 4 〃 クビ 8．7	
46 ボ ル ド ネ ス 牡3鹿 54 C．ルメール �G1レーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 496＋ 62：40．31� 2．9

711 ミッキーポーチ 牝3鹿 52

49 ▲井上 敏樹野田みづき氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：40．83 6．8�
814 シグナルアロー 牡3鹿 54 嶋田 純次榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 470＋ 8 〃 アタマ 98．8�
22 スズカステイボーイ 牡3鹿 54

51 ▲加藤 祥太永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B440－ 42：41．01� 17．3
11 デンコウセキトバ 牡4黒鹿57 横山 典弘田中 康弘氏 本田 優 新ひだか 服部 牧場 512－ 82：41．21 12．6�
813 ニシノカブケ 牡3栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 476－102：41．94 74．0�
610 ミッキーボクサー 牡4黒鹿57 小林 徹弥三木 久史氏 中尾 秀正 青森 ワールドファーム 444－ 42：42．0クビ 134．4�
45 マイネルアクロス 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 464± 02：42．21� 35．1�
58 スマッシュスマイル 	7栃栗57 池添 謙一 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 482＋162：42．83� 33．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，608，900円 複勝： 34，138，100円 枠連： 14，638，500円
馬連： 52，100，300円 馬単： 28，875，200円 ワイド： 32，459，100円
3連複： 75，227，800円 3連単： 111，804，900円 計： 375，852，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，760円 複 勝 � 470円 � 400円 � 1，030円 枠 連（6－7） 3，280円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 16，860円

ワ イ ド �� 2，060円 �� 7，110円 �� 5，560円

3 連 複 ��� 79，910円 3 連 単 ��� 445，370円

票 数

単勝票数 計 266089 的中 � 12029（8番人気）
複勝票数 計 341381 的中 � 19475（7番人気）� 23994（5番人気）� 8109（11番人気）
枠連票数 計 146385 的中 （6－7） 3454（11番人気）
馬連票数 計 521003 的中 �� 5206（27番人気）
馬単票数 計 288752 的中 �� 1284（58番人気）
ワイド票数 計 324591 的中 �� 4132（26番人気）�� 1167（57番人気）�� 1495（52番人気）
3連複票数 計 752278 的中 ��� 706（169番人気）
3連単票数 計1118049 的中 ��� 182（943番人気）

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

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�
12．8―24．6―36．9―49．3―1：01．4―1：13．6―1：26．1―1：38．6―1：51．2―2：03．5―2：15．5―2：27．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F48．5―3F36．2
1
�

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

勝馬の
紹 介

プレイヤーハウス �
�
父 オペラハウス �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2014．11．24 東京3着

2012．2．24生 牡3鹿 母 クインズプレイヤー 母母 フレイバーギフト 9戦2勝 賞金 18，450，000円
※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 ウイングジャパン号・ドリームチェイサー号・ペンタトニック号

23046 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4日 第10競走 ��
��1，700�

お お く ら や ま

大 倉 山 特 別
発走14時50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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000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 ダテノハクトラ 牡4芦 57 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 486± 01：44．8 5．5�
33 セトノプロミス 牡5鹿 57 柴山 雄一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 488－10 〃 クビ 8．4�
45 ハナズリベンジ 牝4黒鹿55 C．ルメール M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 488－ 6 〃 ハナ 2．9�
56 リバーソウル 牡4黒鹿57 福永 祐一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：44．9クビ 7．5�
69 コクリュウノマイ �4青鹿57 丸田 恭介髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B488＋ 4 〃 クビ 13．6�
44 	 ライオンズバイツ 牡5鹿 57 四位 洋文黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green

Gates Farm 476－ 41：45．0クビ 24．1�
11 メイショウホウトウ 牡4青鹿57 藤岡 康太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 484－ 41：45．42
 24．1	
22 ト ゥ ル ッ リ 牡3芦 54 勝浦 正樹
ラ・メール 田村 康仁 新冠 パカパカ

ファーム 480± 0 〃 クビ 4．3�
68 ヴァリアシオン 牡6鹿 57 古川 吉洋 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502＋141：45．82
 33．2
710 タ プ ロ ー ム 牝5鹿 55 荻野 琢真清水 敏氏 南田美知雄 浦河 室田 千秋 516－ 2 〃 ハナ 136．4�
813 シュガーヒル 牡6芦 57 丸山 元気金子真人ホール

ディングス
 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B486－12 〃 クビ 22．0�
57 キ ク タ ロ ウ 牡6鹿 57 池添 謙一国田 正忠氏 森田 直行 浦河 杵臼牧場 468＋101：46．75 157．0�
711 ヒカルソラフネ 牡6鹿 57 横山 和生松本 俊廣氏 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム B486＋ 41：46．91� 153．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，544，400円 複勝： 37，595，700円 枠連： 14，642，000円
馬連： 69，459，800円 馬単： 36，793，100円 ワイド： 36，293，300円
3連複： 85，864，900円 3連単： 135，803，100円 計： 444，996，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 190円 � 200円 � 140円 枠 連（3－8） 1，680円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 560円 �� 330円 �� 560円

3 連 複 ��� 1，990円 3 連 単 ��� 14，750円

票 数

単勝票数 計 285444 的中 � 41318（3番人気）
複勝票数 計 375957 的中 � 48741（3番人気）� 44134（4番人気）� 80643（1番人気）
枠連票数 計 146420 的中 （3－8） 6737（8番人気）
馬連票数 計 694598 的中 �� 27124（8番人気）
馬単票数 計 367931 的中 �� 6910（15番人気）
ワイド票数 計 362933 的中 �� 15926（6番人気）�� 30541（1番人気）�� 15968（5番人気）
3連複票数 計 858649 的中 ��� 32281（2番人気）
3連単票数 計1358031 的中 ��� 6672（33番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．3―42．6―54．9―1：07．2―1：19．7―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ダテノハクトラ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．27 京都6着

2011．4．19生 牡4芦 母 ゴールデンページ 母母 ゴールデンリッカ 17戦4勝 賞金 58，398，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 アサケゴマ号



23047 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4日 第11競走 ��
��1，200�U H B 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，26．8．9以降27．8．2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

北海道文化放送賞（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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

812 エ ポ ワ ス �7鹿 53 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 482－141：07．5レコード 6．1�
811� ルチャドルアスール �6黒鹿54 平野 優青木 照吉氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 石川 栄一 500－ 21：07．6	 8．6�
67 レッドオーヴァル 牝5鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 450－ 2 〃 クビ 3．9�
68 ブランダムール 牝6栗 52 四位 洋文�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 458－ 61：07．81
 16．1�
33 ペイシャオブロー 牡3鹿 51 井上 敏樹北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 488＋ 61：07．9	 70．3	
56 スギノエンデバー 牡7鹿 57 福永 祐一杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 462－ 81：08．0	 7．6

44 � クリノハッチャン 牝4鹿 48 嶋田 純次栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 458－ 2 〃 クビ 151．3�
55 ホウライアキコ 牝4鹿 53 津村 明秀小林 茂行氏 南井 克巳 日高 ナカノファーム 450－ 8 〃 ハナ 4．6�
11 ネオウィズダム 牡5鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 482－ 61：08．21
 9．7
22 アブマーシュ 牝6鹿 49 丸山 元気伊達 敏明氏 菊沢 隆徳 日高 サンシャイン

牧場 488± 0 〃 ハナ 16．2�
710 クールホタルビ 牝3栗 50 水口 優也川上 哲司氏 清水 久詞 新ひだか 畠山牧場 444＋ 41：08．3� 22．7�
79 ファントムロード �7鹿 52 横山 典弘�ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 482－ 6 〃 ハナ 12．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，145，100円 複勝： 76，464，700円 枠連： 41，954，700円
馬連： 211，043，400円 馬単： 92，961，800円 ワイド： 84，249，300円
3連複： 286，669，100円 3連単： 463，821，900円 計： 1，316，310，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 190円 � 260円 � 170円 枠 連（8－8） 2，530円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 4，930円

ワ イ ド �� 940円 �� 510円 �� 1，130円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 29，730円

票 数

単勝票数 計 591451 的中 � 77172（3番人気）
複勝票数 計 764647 的中 � 106302（2番人気）� 66064（5番人気）� 134697（1番人気）
枠連票数 計 419547 的中 （8－8） 12848（9番人気）
馬連票数 計2110434 的中 �� 59168（11番人気）
馬単票数 計 929618 的中 �� 14138（19番人気）
ワイド票数 計 842493 的中 �� 22465（11番人気）�� 44286（2番人気）�� 18432（16番人気）
3連複票数 計2866691 的中 ��� 50113（9番人気）
3連単票数 計4638219 的中 ��� 11309（84番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―10．9―11．2―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．4―44．6―55．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．1
3 11（5，9）3（2，6，12）（1，10，8）7，4 4 11（3，5，9）（6，12）（2，8）（1，10）7，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エ ポ ワ ス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2011．4．2 阪神1着

2008．5．21生 �7鹿 母 マニックサンデー 母母 バブルプロスペクター 19戦5勝 賞金 105，125，000円

23048 8月9日 晴 良 （27札幌1）第4日 第12競走 ��
��1，800�

も い わ や ま

藻 岩 山 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．8．9以降27．8．2まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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
1：45．7
1：43．9

良
良

79 ホワイトエレガンス 牝3芦 50 丸田 恭介嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 478＋ 41：46．4 5．5�
44 タガノエンブレム 牡5青鹿56 福永 祐一八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 2 〃 クビ 5．5�
11 サトノフェラーリ 牡4鹿 57 C．ルメール 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 456－121：46．71� 2．8�
811 サムソンズシエル 牡4鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 516－ 61：46．91� 8．4�
67 	 メイショウテッサイ 牡7鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 498－ 21：47．0クビ 10．4�
22 アーマークラッド 牡5栗 53 藤田 伸二吉田 和子氏 武井 亮 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494－24 〃 アタマ 25．2	
710 シベリアンタイガー 
4鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 460－ 21：47．21� 14．3

33 エイシンノーティス 牝4鹿 52 藤岡 康太�栄進堂 藤岡 健一 浦河 栄進牧場 456－ 81：47．3� 8．4�
812 ナインテイルズ 牡4栗 54 丸山 元気岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 474－ 21：47．62 12．5
68 スワンボート 牡5鹿 53 吉田 隼人田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 オンワード牧場 456－ 21：48．55 176．6�
55 ケツァルコアトル 牡5青鹿52 勝浦 正樹�ミルファーム 根本 康広 新ひだか 岡田スタツド 520＋ 81：48．71� 107．6�
56 	 アルティスト 牡8鹿 50 加藤 祥太塩入 満洋氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 478± 01：48．8� 192．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，317，400円 複勝： 54，121，800円 枠連： 21，914，400円
馬連： 102，224，500円 馬単： 53，378，400円 ワイド： 50，839，600円
3連複： 132，107，600円 3連単： 222，935，500円 計： 678，839，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 550円 複 勝 � 180円 � 150円 � 140円 枠 連（4－7） 1，330円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，370円

ワ イ ド �� 580円 �� 410円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，890円 3 連 単 ��� 13，030円

票 数

単勝票数 計 413174 的中 � 59108（3番人気）
複勝票数 計 541218 的中 � 69557（4番人気）� 89228（2番人気）� 116258（1番人気）
枠連票数 計 219144 的中 （4－7） 12746（6番人気）
馬連票数 計1022245 的中 �� 44703（6番人気）
馬単票数 計 533784 的中 �� 11854（9番人気）
ワイド票数 計 508396 的中 �� 20824（7番人気）�� 31630（2番人気）�� 43276（1番人気）
3連複票数 計1321076 的中 ��� 52160（2番人気）
3連単票数 計2229355 的中 ��� 12399（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―35．5―47．1―59．0―1：10．9―1：22．8―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．5
1
3
10－11，9，12，1，3（2，8）（4，7）－5－6
10＝11，9（1，12）（2，3）4（7，8）5，6

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

勝馬の
紹 介

ホワイトエレガンス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．6．14 東京1着

2012．3．30生 牝3芦 母 レディベローナ 母母 シンコウラブリイ 11戦3勝 賞金 35，703，000円

３レース目



（27札幌1）第4日 8月9日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 155頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

205，200，000円
2，080，000円
7，140，000円
1，190，000円
18，670，000円
58，391，500円
4，030，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
322，149，000円
428，336，000円
165，103，000円
722，001，200円
388，407，800円
380，389，400円
985，444，200円
1，556，508，500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 4，948，339，100円

総入場人員 15，004名 （有料入場人員 13，630名）
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