
23013 7月30日 晴 良 （29札幌1）第2日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55分 （芝・右）

牝，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

66 ヴーディーズピアス 牝2青鹿54 川田 将雅田島 大史氏 青木 孝文 新冠 オリエント牧場 464＋ 21：10．4 3．1�
22 フェリーチェ 牝2鹿 54 横山 典弘�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450－ 81：10．71� 23．4�
55 エムケイフローラル 牝2青鹿54 藤岡 佑介 �丸幸小林牧場 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 428＋ 81：10．8� 1．4�
11 クオーレカルド 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 萩澤 國男 428＋ 21：11．01� 25．3�
44 ピエナシニスター 牝2栗 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 440－ 81：11．21� 14．2�
33 ビクトリーゲート 牝2鹿 54 K．ティータン 泉 俊二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 430＋ 61：11．52 12．4	

（香港）
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売 得 金
単勝： 20，234，400円 複勝： 30，862，000円 枠連： 発売なし
馬連： 24，486，800円 馬単： 21，745，500円 ワイド： 12，206，500円
3連複： 23，965，200円 3連単： 93，957，600円 計： 227，458，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 320円 � 1，370円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，490円

ワ イ ド �� 410円 �� 120円 �� 350円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 6，830円

票 数

単勝票数 計 202344 的中 � 52569（2番人気）
複勝票数 計 308620 的中 � 42071（2番人気）� 7957（6番人気）
馬連票数 計 244868 的中 �� 8682（8番人気）
馬単票数 計 217455 的中 �� 4672（11番人気）
ワイド票数 計 122065 的中 �� 5259（8番人気）�� 41315（1番人気）�� 6465（6番人気）
3連複票数 計 239652 的中 ��� 29873（3番人気）
3連単票数 計 939576 的中 ��� 9961（21番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．1―11．3―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．3―45．6―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．1
3 1（5，6）3，4－2 4 ・（5，6）1－（3，4）2

勝馬の
紹 介

ヴーディーズピアス 

�
父 ヨハネスブルグ 


�
母父 Danehill デビュー 2017．7．1 福島4着

2015．4．9生 牝2青鹿 母 ヴードゥーレディ 母母 Saramah 2戦1勝 賞金 6，100，000円
※出走取消馬 ニシノオトコマサリ号（疾病〔右前肢挫創〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

23014 7月30日 晴 良 （29札幌1）第2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 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
57．5
56．9

良
重

22 バングルバングル 牡3栗 56 丹内 祐次手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 492－ 2 59．8 2．5�
68 タイセイブリット 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 アラキフアーム 460－ 4 〃 ハナ 5．9�
33 ユメノカガヤキ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田ファーム 446－ 21：00．12 11．1�
55 ギャラクシーキング 牡3芦 56

55 ☆小崎 綾也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 B462－ 21：00．2� 6．3�
811 フォルテメンテ 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 496－ 81：00．41� 28．1�
56 トモノセンス 牡3鹿 56 国分 恭介共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 佐竹 学 496－ 41：00．71� 38．9�
11 ピュアアモーレ 牝3鹿 54 勝浦 正樹髙橋 貴士氏 武藤 善則 登別 ユートピア牧場 476± 01：00．91 6．8	
79 ビ タ ー レ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか グローリーファーム 436－ 2 〃 クビ 9．1�
44 クモノカヨイジ 牡3栗 56 江田 照男江川 伸夫氏 佐藤 吉勝 様似 清水スタッド 442＋ 21：01．11 20．1�
710 テイクマイチャンス 牝3栗 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 小笠 倫弘 新冠 タニグチ牧場 B454－ 6 〃 クビ 137．5
812 ディアヴイーバル 牡3栗 56 藤岡 康太ディアレストクラブ
 新開 幸一 浦河 桑田 正己 452－14 〃 ハナ 16．7�
67 ヤマチョウマグナム 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 518－ 6 〃 クビ 84．5�
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売 得 金
単勝： 16，641，800円 複勝： 23，092，400円 枠連： 6，005，100円
馬連： 29，335，300円 馬単： 16，716，200円 ワイド： 20，181，500円
3連複： 42，488，400円 3連単： 57，300，000円 計： 211，760，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 150円 � 200円 枠 連（2－6） 650円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，320円

ワ イ ド �� 330円 �� 490円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 5，620円

票 数

単勝票数 計 166418 的中 � 52206（1番人気）
複勝票数 計 230924 的中 � 56475（1番人気）� 41834（2番人気）� 22713（5番人気）
枠連票数 計 60051 的中 （2－6） 7109（1番人気）
馬連票数 計 293353 的中 �� 31890（1番人気）
馬単票数 計 167162 的中 �� 9449（2番人気）
ワイド票数 計 201815 的中 �� 16766（2番人気）�� 10391（5番人気）�� 7353（6番人気）
3連複票数 計 424884 的中 ��� 17872（3番人気）
3連単票数 計 573000 的中 ��� 7380（4番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．6―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．7―35．3―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バングルバングル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Hennessy デビュー 2016．12．3 中山3着

2014．3．4生 牡3栗 母 キャッツプライド 母母 Kirt’s Pride 4戦1勝 賞金 8，100，000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 アーチザスカイ号・タイキブリジャール号・ピオニエ号

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２日



23015 7月30日 晴 良 （29札幌1）第2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 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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

11 マ ス ラ オ 牡3栗 56
55 ☆木幡 初也 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 440－ 81：47．2 3．0�
55 ワールドヴィジョン 牡3鹿 56 藤岡 康太河村 �平氏 牧浦 充徳 浦河 多田 善弘 488＋ 41：47．41� 7．3�
810 メイショウスイグン 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 2 〃 ハナ 8．4�
77 キャノンショット 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也 �キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 574－ 61：48．67 65．1	

66 ルーチェミラコロ 牡3黒鹿56 丸山 元気 �グリーンファーム伊藤 大士 浦河 有限会社
吉田ファーム 454＋ 4 〃 ハナ 17．2


78 コーリンマカロン 牝3栗 54 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 480－ 41：48．81� 12．6�
33 ベイローレル 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星杉山 一穂氏 高橋 義忠 浦河 三嶋牧場 476＋ 61：49．43� 7．7�
89 ダイワアジール 牡3栗 56 池添 謙一大城 敬三氏 宗像 義忠 新ひだか 千代田牧場 474－ 41：50．03� 125．3
44 クリュティエ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 450－ 21：50．21 3．6�
22 リーゼントシャルフ 牡3鹿 56 藤岡 佑介三浦 大輔氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 472－ 61：50．41 10．2�
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売 得 金
単勝： 19，489，700円 複勝： 22，278，300円 枠連： 5，207，000円
馬連： 30，494，600円 馬単： 17，695，700円 ワイド： 21，357，800円
3連複： 41，008，800円 3連単： 61，395，400円 計： 218，927，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 180円 � 170円 枠 連（1－5） 1，080円

馬 連 �� 1，070円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 350円 �� 320円 �� 650円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 6，960円

票 数

単勝票数 計 194897 的中 � 51761（1番人気）
複勝票数 計 222783 的中 � 57967（1番人気）� 26742（4番人気）� 29427（3番人気）
枠連票数 計 52070 的中 （1－5） 3707（5番人気）
馬連票数 計 304946 的中 �� 22015（4番人気）
馬単票数 計 176957 的中 �� 7120（6番人気）
ワイド票数 計 213578 的中 �� 15903（3番人気）�� 17794（2番人気）�� 7639（8番人気）
3連複票数 計 410088 的中 ��� 16854（6番人気）
3連単票数 計 613954 的中 ��� 6388（13番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．9―12．6―12．9―13．0―13．0―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．7―42．3―55．2―1：08．2―1：21．2―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．0
1
3
・（2，3）－4（1，5）－8（9，6）－10－7・（2，3）（1，4，5）（8，10，6）9－7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ ス ラ オ �
�
父 ブレイクランアウト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．7．16 福島12着

2014．5．10生 牡3栗 母 マコトエンエン 母母 ケアフルタイミング 10戦1勝 賞金 9，900，000円

23016 7月30日 晴 良 （29札幌1）第2日 第4競走 ��
��1，500�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 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
1：27．4
1：27．4

良
良

45 ヤマニンペダラーダ 牡3黒鹿56 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 460＋ 41：28．6 2．4�
22 アイアムビューティ 牝3鹿 54 四位 洋文堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 436＋ 21：28．81� 9．6�
11 ステイオンザトップ 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460－101：29．01� 4．2�
58 ラーゴブルー 牝3栗 54 福永 祐一吉田 和美氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 510＋10 〃 クビ 21．8�
610	 ソニックアロー 牡3栗 56 蛯名 正義大野 照旺氏 浜田多実雄 米

Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

530＋10 〃 アタマ 13．0�
69 ミルキークォーツ 牝3黒鹿54 川田 将雅 �キャロットファーム 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 414± 01：29．21� 5．6	
46 ハクシュカッサイ 牡3栗 56

55 ☆井上 敏樹江川 伸夫氏 小桧山 悟 浦河 昭和牧場 416－ 61：29．41� 51．0

33 ロックイット 牡3黒鹿56 横山 典弘 �CHEVAL AT-

TACHE 
島 一歩 浦河 大島牧場 470＋10 〃 アタマ 11．3�
57 ブライトエピローグ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史 �社台レースホース大江原 哲 千歳 社台ファーム 448＋ 61：29．61� 99．4
712	 サウスシュネル 牡3栗 56 藤岡 康太南波 壽氏 加用 正 米 Winches-

ter Farm 434＋ 4 〃 ハナ 83．6�
34 ホッコーペネロープ 牝3栗 54 村田 一誠北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472－ 21：29．91� 222．2�
813 スズカフローレンス 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 498＋181：30．22 368．3�
814 クリスタルバブルス 牡3黒鹿56 丸山 元気 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 450－ 81：30．62� 16．5�
711 ディアパリス 牡3鹿 56 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 小島牧場 432－ 61：32．7大差 186．1�
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売 得 金
単勝： 25，693，300円 複勝： 33，910，100円 枠連： 9，236，900円
馬連： 43，764，800円 馬単： 21，607，000円 ワイド： 29，220，500円
3連複： 59，351，200円 3連単： 84，545，200円 計： 307，329，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 190円 � 150円 枠 連（2－4） 1，190円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 390円 �� 250円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 5，630円

票 数

単勝票数 計 256933 的中 � 84366（1番人気）
複勝票数 計 339101 的中 � 96991（1番人気）� 36524（4番人気）� 51729（2番人気）
枠連票数 計 92369 的中 （2－4） 5983（4番人気）
馬連票数 計 437648 的中 �� 34861（3番人気）
馬単票数 計 216070 的中 �� 10486（4番人気）
ワイド票数 計 292205 的中 �� 18761（3番人気）�� 32894（1番人気）�� 10102（8番人気）
3連複票数 計 593512 的中 ��� 34676（2番人気）
3連単票数 計 845452 的中 ��� 10873（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．0―29．1―40．7―52．6―1：04．8―1：16．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンペダラーダ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2016．12．4 中京4着

2014．4．6生 牡3黒鹿 母 ヤマニンエマイユ 母母 ヤマニンザナドゥ 9戦1勝 賞金 15，950，000円
〔発走状況〕 ブライトエピローグ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアパリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月30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。
（非当選馬） 1頭 タイセイサルート号



23017 7月30日 晴 良 （29札幌1）第2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

77 レ イ エ ン ダ 牡2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 474 ―1：51．4 1．2�
22 ラソワドール 牝2鹿 54 福永 祐一 �シルクレーシング 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 494 ―1：51．61� 5．1�
11 ハルキスター 牡2栗 54 藤岡 佑介若草クラブ 浅見 秀一 洞�湖 レイクヴィラファーム 462 ―1：51．81� 12．1�
66 カヴァロディーオ 牡2栗 54 K．ティータン �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 480 ―1：52．43� 23．3�
（香港）

44 ラベンデュラン 牡2鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 422 ― 〃 クビ 10．0	
33 デ ル マ ラ ム 牝2栗 54 横山 典弘浅沼 廣幸氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434 ―1：52．71� 96．3

55 スタートレイン 牡2青鹿54 柴山 雄一山口 裕介氏 田村 康仁 日高 門別 敏朗 428 ―1：52．8� 91．4�

（7頭）

売 得 金
単勝： 39，954，000円 複勝： 92，130，100円 枠連： 発売なし
馬連： 31，628，900円 馬単： 33，043，600円 ワイド： 18，737，700円
3連複： 34，383，200円 3連単： 137，400，500円 計： 387，278，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 210円 馬 単 �� 270円

ワ イ ド �� 120円 �� 200円 �� 330円

3 連 複 ��� 420円 3 連 単 ��� 820円

票 数

単勝票数 計 399540 的中 � 250375（1番人気）
複勝票数 計 921301 的中 � 777133（1番人気）� 56634（2番人気）
馬連票数 計 316289 的中 �� 116694（1番人気）
馬単票数 計 330436 的中 �� 90150（1番人気）
ワイド票数 計 187377 的中 �� 55169（1番人気）�� 20719（3番人気）�� 10115（6番人気）
3連複票数 計 343832 的中 ��� 60246（2番人気）
3連単票数 計1374005 的中 ��� 120944（2番人気）

ハロンタイム 12．7―12．0―12．9―12．8―12．7―13．0―12．3―11．6―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．6―50．4―1：03．1―1：16．1―1：28．4―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．3
1
3
1（4，5）（2，6）3，7
6，1（2，4）（3，5）7

2
4
1（4，5）2，6，3，7・（6，1）4，2（3，5，7）

勝馬の
紹 介

レ イ エ ン ダ �

父 キングカメハメハ �


母父 シンボリクリスエス 初出走

2015．1．30生 牡2黒鹿 母 ラ ド ラ ー ダ 母母 レディブロンド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

23018 7月30日 晴 良 （29札幌1）第2日 第6競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走12時40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
1：45．0
1：45．0

良
良

11 ハヤブサマカオー 牡2栗 54 C．ルメール 武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460 ―1：47．3 2．3�
710 コパノステラート 牝2栗 54 川田 将雅小林 祥晃氏 小島 茂之 新ひだか 岡田牧場 470 ―1：49．0大差 8．1�
811 メイショウタイシ 牡2栗 54 蛯名 正義松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 480 ―1：49．63� 7．5�
68 アイキャッチング 牡2芦 54 古川 吉洋宮川 純造氏 加用 正 浦河 浦河小林牧場 468 ―1：50．02� 44．0�
56 � ステラストラータ 牡2鹿 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 米

Runnymede
Farm Inc. & Pe-
ter J. Callahan

468 ―1：50．74 4．3�
33 トリコロールライト 牡2栗 54

51 ▲横山 武史 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 476 ―1：50．91	 30．6	
44 ヒデノトパーズ 牝2黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也大石 秀夫氏 庄野 靖志 浦河 グラストレーニ
ングセンター 436 ―1：51．53� 134．3


79 コスモビスティー 牡2鹿 54 黛 弘人岡田 繁幸氏 松山 将樹 浦河 伏木田牧場 466 ―1：52．13� 21．1�
812 レベルスリー 牡2栗 54

53 ☆坂井 瑠星山口 裕介氏 松永 康利 日高 日西牧場 446 ―1：52．41� 14．4�
22 アリュールベルン 牡2芦 54 藤岡 康太四本 昭弘氏 
島 一歩 平取 北島牧場 466 ― 〃 ハナ 29．1
55 ビアンカグリーン 牡2芦 54 柴山 雄一斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 佐藤牧場 476 ―1：53．46 74．4�
67 ダイチョウセブン 牡2青鹿54 福永 祐一長谷川一雄氏 牧田 和弥 新ひだか 坂本 春雄 454 ―2：00．1大差 18．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，607，400円 複勝： 22，886，200円 枠連： 8，816，600円
馬連： 32，536，100円 馬単： 18，937，300円 ワイド： 21，099，600円
3連複： 42，575，400円 3連単： 64，546，300円 計： 234，004，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 190円 � 190円 枠 連（1－7） 650円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 380円 �� 360円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 5，930円

票 数

単勝票数 計 226074 的中 � 79803（1番人気）
複勝票数 計 228862 的中 � 65362（1番人気）� 26987（3番人気）� 25045（4番人気）
枠連票数 計 88166 的中 （1－7） 10426（3番人気）
馬連票数 計 325361 的中 �� 25798（3番人気）
馬単票数 計 189373 的中 �� 10448（4番人気）
ワイド票数 計 210996 的中 �� 14386（3番人気）�� 15875（2番人気）�� 6852（8番人気）
3連複票数 計 425754 的中 ��� 17422（4番人気）
3連単票数 計 645463 的中 ��� 7880（7番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―12．3―12．9―13．0―12．5―13．0―12．8―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―30．1―43．0―56．0―1：08．5―1：21．5―1：34．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハヤブサマカオー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 Medaglia d’Oro 初出走

2015．3．3生 牡2栗 母 ハヤブサエミネンス 母母 Preeminence 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビアンカグリーン号・ダイチョウセブン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

8月30日まで平地競走に出走できない。



23019 7月30日 晴 良 （29札幌1）第2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 7，500，000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
1：45．7
1：43．9

良
良

11 メイショウテンシャ 牡3芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 464＋ 21：47．3 6．5�
710 スパイクナード 牝3黒鹿52 藤岡 康太今西 和雄氏 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 430＋ 2 〃 クビ 27．8�
67 メイショウフェイク 牡5鹿 57 柴山 雄一内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 ハナ 6．1�
55 コスモスピード 牡3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 国枝 栄 登別 青藍牧場 446＋ 41：47．4� 22．9�
44 エアニューゲート 牡3鹿 54 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 504＋ 2 〃 ハナ 2．1	
56 ピックミータッチ �4鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 500－ 81：47．61� 7．0

79 プレイヤーサムソン 牡4鹿 57 四位 洋文嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 462－ 81：47．7クビ 8．2�
22 ベ ル メ ー ル 牝5鹿 55

52 ▲横山 武史畑佐 博氏 寺島 良 新冠 細川農場 B500± 0 〃 ハナ 142．0�
68 ローリングタワー 牡3黒鹿 54

53 ☆城戸 義政本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 436－ 4 〃 ハナ 54．7
812� ミスズダンディー 牡5鹿 57 横山 典弘永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 474＋ 21：48．01	 18．2�
811 イントゥザターフ 牡4鹿 57 蛯名 正義平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 480＋ 61：49．06 27．9�
33 カジノクイーン 牝4栗 55 江田 照男内藤 好江氏 中野 栄治 日高 内藤牧場 456－ 41：51．1大差 333．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，701，800円 複勝： 39，730，800円 枠連： 10，518，700円
馬連： 48，888，300円 馬単： 22，627，600円 ワイド： 33，274，800円
3連複： 66，947，500円 3連単： 86，826，300円 計： 337，515，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 230円 � 500円 � 230円 枠 連（1－7） 1，960円

馬 連 �� 7，100円 馬 単 �� 10，720円

ワ イ ド �� 2，130円 �� 660円 �� 1，990円

3 連 複 ��� 11，770円 3 連 単 ��� 52，760円

票 数

単勝票数 計 287018 的中 � 34979（3番人気）
複勝票数 計 397308 的中 � 47641（4番人気）� 17836（8番人気）� 48807（3番人気）
枠連票数 計 105187 的中 （1－7） 4153（10番人気）
馬連票数 計 488883 的中 �� 5335（24番人気）
馬単票数 計 226276 的中 �� 1582（39番人気）
ワイド票数 計 332748 的中 �� 3906（27番人気）�� 13772（6番人気）�� 4182（25番人気）
3連複票数 計 669475 的中 ��� 4265（42番人気）
3連単票数 計 868263 的中 ��� 1193（182番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．0―11．8―11．8―12．2―11．9―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．0―47．8―59．6―1：11．8―1：23．7―1：35．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウテンシャ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．10．23 京都7着

2014．4．16生 牡3芦 母 メイショウベルーガ 母母 パ パ ゴ 9戦2勝 賞金 17，800，000円
〔制裁〕 メイショウテンシャ号の騎手池添謙一は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：6番）

23020 7月30日 晴 良 （29札幌1）第2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 7，500，000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

44 サトノプライム 牡3鹿 54 古川 吉洋里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 490－ 81：44．9 5．9�
79 トミケンボハテル 牡3芦 54 柴山 雄一冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム 482± 01：45．64 9．5�
67 ブラックジェイド 牡3黒鹿54 横山 典弘 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 516－ 41：45．7� 1．6�
22 ナンヨーアーミー 牡4鹿 57 K．ティータン 中村 德也氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B522＋ 41：45．8クビ 12．5�

（香港）

811 ランドハイパワー 牡4鹿 57 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 500＋12 〃 クビ 77．3�
11 	 ドラゴンイモン 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 初也井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 478－ 41：46．01
 39．4	
710 ディナスティーア 牝5鹿 55 藤岡 佑介下河
行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 502＋ 61：46．31� 27．4�
812 カゼノドリーム 牡5鹿 57 江田 照男深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 450－ 61：46．83 149．6�
56 サンマルドライヴ 牡4黒鹿57 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 430－ 2 〃 クビ 162．2
33 クリノゼノビア 牝3黒鹿 52

51 ☆坂井 瑠星栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 410－ 81：48．7大差 31．3�
55 タ ニ ガ ワ 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史江川 伸夫氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 474＋ 41：49．33� 6．3�
68 ブルーヘヴン 牝3黒鹿52 黛 弘人 �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 500＋ 81：50．04 39．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 21，094，600円 複勝： 53，523，200円 枠連： 9，094，000円
馬連： 40，609，600円 馬単： 25，261，600円 ワイド： 25，799，300円
3連複： 53，239，900円 3連単： 100，762，100円 計： 329，384，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 170円 � 170円 � 110円 枠 連（4－7） 2，910円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 8，420円

ワ イ ド �� 920円 �� 250円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 20，760円

票 数

単勝票数 計 210946 的中 � 28310（2番人気）
複勝票数 計 535232 的中 � 35007（3番人気）� 33485（4番人気）� 345290（1番人気）
枠連票数 計 90940 的中 （4－7） 2419（11番人気）
馬連票数 計 406096 的中 �� 8374（12番人気）
馬単票数 計 252616 的中 �� 2250（23番人気）
ワイド票数 計 257993 的中 �� 6071（12番人気）�� 29039（2番人気）�� 24636（3番人気）
3連複票数 計 532399 的中 ��� 27272（4番人気）
3連単票数 計1007621 的中 ��� 3518（68番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．5―12．4―11．9―12．2―12．5―12．9―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―30．2―42．6―54．5―1：06．7―1：19．2―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノプライム �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2016．7．24 函館8着

2014．4．7生 牡3鹿 母 ラストアロー 母母 サンヨウアロー 7戦2勝 賞金 13，970，000円
〔制裁〕 クリノゼノビア号の騎手坂井瑠星は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について戒告。

トミケンボハテル号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番）
ナンヨーアーミー号の騎手K．ティータンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

〔その他〕 ブルーヘヴン号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



23021 7月30日 晴 良 （29札幌1）第2日 第9競走 ��
��2，000�

ほ く し ん

北 辰 特 別
発走14時15分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

77 マイネルヴンシュ 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 456＋202：00．3 8．3�

89 ロ ラ イ マ �4鹿 57 C．ルメール �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 クビ 4．2�
11 エアウィンザー 牡3黒鹿54 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 500－ 22：00．51	 1．6�
88 フォーラウェイ 牡4鹿 57 古川 吉洋 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 444－ 42：00．92
 10．9�
22 コスモレティクルム 牝4鹿 55 K．ティータン �ビッグレッドファーム 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 448－ 42：01．32
 31．7	

（香港）

44 ユノディエール 牡3鹿 54 池添 謙一�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 442± 02：01．51	 28．9

33 スパーキングジョイ 牡4栗 57 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 488＋ 22：01．6� 35．6�
55 � ウ ェ イ ト 牡4黒鹿57 黛 弘人 �コスモヴューファーム 青木 孝文 平取 協栄組合 508＋102：02．55 54．6�
66 ビレッジソング 牝6鹿 55 城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 438－ 82：02．71 14．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，784，400円 複勝： 72，811，100円 枠連： 11，200，500円
馬連： 54，311，800円 馬単： 36，963，800円 ワイド： 33，608，700円
3連複： 68，925，300円 3連単： 162，798，200円 計： 471，403，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 180円 � 120円 � 110円 枠 連（7－8） 1，330円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 4，320円

ワ イ ド �� 390円 �� 270円 �� 180円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 8，160円

票 数

単勝票数 計 307844 的中 � 29633（3番人気）
複勝票数 計 728111 的中 � 34130（5番人気）� 78116（2番人気）� 477995（1番人気）
枠連票数 計 112005 的中 （7－8） 6498（4番人気）
馬連票数 計 543118 的中 �� 21060（6番人気）
馬単票数 計 369638 的中 �� 6403（16番人気）
ワイド票数 計 336087 的中 �� 18660（5番人気）�� 30036（3番人気）�� 56188（1番人気）
3連複票数 計 689253 的中 ��� 90274（1番人気）
3連単票数 計1627982 的中 ��� 14462（24番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．9―12．6―12．8―12．7―12．3―11．7―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―35．2―47．8―1：00．6―1：13．3―1：25．6―1：37．3―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．7
1
3
5，6＝3，7，4，8，9（2，1）・（5，6）（4，7）（3，9）8（2，1）

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

勝馬の
紹 介

マイネルヴンシュ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2016．11．12 東京4着

2014．5．3生 牡3鹿 母 マイネシャローナ 母母 ザ ナ ッ ク 7戦2勝 賞金 19，609，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

23022 7月30日 晴 良 （29札幌1）第2日 第10競走 ��1，700�ポ プ ラ 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
道議会議長賞（1着）

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 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

57 レインボーソング 牝5鹿 55 川田 将雅吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 492＋101：45．4 11．9�
11 ディーズプラネット 牝4芦 55 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 508＋ 6 〃 クビ 2．1�
812 オージャイト 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 478－ 41：45．61� 4．9�
710 エグランティーナ 牝5黒鹿55 K．ティータン 村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 534＋ 4 〃 ハナ 32．3�

（香港）

56 サ ン ヘ レ ナ 牝4鹿 55 蛯名 正義 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 494＋ 21：45．7クビ 14．2	

813 ベストセラーアスク 牝6鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 新ひだか 藤原牧場 440＋ 21：46．12� 46．3

45 マーブルケーキ 牝6白 55 勝浦 正樹金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 482＋ 2 〃 ハナ 49．3�
68 カ ン デ ラ 牝5黒鹿55 古川 吉洋ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 508－ 21：46．2クビ 60．4�
33 エクストラペトル 牝5黒鹿55 中井 裕二 �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 452－ 81：46．52 128．2
22 プティットクルール 牝3黒鹿52 藤岡 康太首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 432＋ 21：46．71 34．9�
69 ポッドクヒオ 牝4栗 55 福永 祐一小川眞査雄氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 448－ 21：46．8� 6．8�
711 ツインキャンドル 牝6鹿 55 横山 和生�下河辺牧場 武藤 善則 日高 下河辺牧場 B446－141：46．9� 60．0�
44 ブランシェクール 牝4芦 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 514＋ 81：47．85 7．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，125，800円 複勝： 53，770，100円 枠連： 19，972，700円
馬連： 86，983，200円 馬単： 42，945，500円 ワイド： 51，854，100円
3連複： 118，231，900円 3連単： 180，897，700円 計： 592，781，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，190円 複 勝 � 220円 � 120円 � 150円 枠 連（1－5） 700円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 430円 �� 850円 �� 310円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 19，120円

票 数

単勝票数 計 381258 的中 � 25519（5番人気）
複勝票数 計 537701 的中 � 46693（5番人気）� 142769（1番人気）� 91366（2番人気）
枠連票数 計 199727 的中 （1－5） 22080（4番人気）
馬連票数 計 869832 的中 �� 56477（4番人気）
馬単票数 計 429455 的中 �� 9628（9番人気）
ワイド票数 計 518541 的中 �� 30648（4番人気）�� 14254（10番人気）�� 46521（1番人気）
3連複票数 計1182319 的中 ��� 43194（4番人気）
3連単票数 計1808977 的中 ��� 6857（52番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―12．3―13．0―12．7―12．6―12．6―12．4―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―30．1―43．1―55．8―1：08．4―1：21．0―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
11，1－（2，7）（4，6，12）9（8，10）－3（5，13）
11＝1，7，2（6，12）10（4，8）9（5，3）－13

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

勝馬の
紹 介

レインボーソング �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．11．1 京都2着

2012．3．6生 牝5鹿 母 レーゲンボーゲン 母母 レインボーファスト 22戦3勝 賞金 44，680，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



23023 7月30日 晴 良 （29札幌1）第2日 第11競走 ��
��1，800�第65回北海道新聞杯クイーンステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
牝，3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳51�4歳以上
55�，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳51�4歳以上
55�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

北海道新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 476，000円 136，000円 68，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

22 アエロリット 牝3芦 52 横山 典弘 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 496＋181：45．7 3．2�
11 トーセンビクトリー 牝5鹿 55 福永 祐一島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 468± 01：46．12	 14．7�
44 クインズミラーグロ 牝5黒鹿55 藤岡 康太 �クイーンズ・ランチ 和田 正道 浦河 富田牧場 450－101：46．31
 18．7�
68 クロコスミア 牝4黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 418＋ 61：46．51
 13．3	
813 エテルナミノル 牝4黒鹿55 蛯名 正義吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 448± 01：46．6	 49．8

812 アドマイヤリード 牝4青鹿55 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 424＋ 2 〃 アタマ 2．4�
56 マキシマムドパリ 牝5芦 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム松元 茂樹 千歳 社台ファーム 466＋ 41：46．81	 8．8�
45 ハ ツ ガ ツ オ 牝6鹿 55 古川 吉洋江川 伸夫氏 石栗 龍彦 新冠 川上牧場 514＋ 21：46．9クビ 238．5
57 ヤマカツグレース 牝3栗 51 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 448± 01：47．11
 14．8�
710 パールコード 牝4青鹿55 川田 将雅 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 千歳 社台ファーム 512＋121：47．42 10．0�
69 ラインハート 牝6鹿 55 丸山 元気大塚 亮一氏 上原 博之 平取 坂東牧場 468± 01：48．14 382．7�
711 ノットフォーマル 牝5黒鹿55 江田 照男芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 B470± 01：48．2	 116．5�
33 シ ャ ル ー ル 牝5栗 55 四位 洋文 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋10 〃 アタマ 35．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 179，724，100円 複勝： 233，647，700円 枠連： 82，167，400円
馬連： 604，133，300円 馬単： 257，457，100円 ワイド： 280，198，700円
3連複： 966，373，100円 3連単： 1，701，196，500円 計： 4，304，897，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 390円 � 390円 枠 連（1－2） 2，180円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 880円 �� 900円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 8，150円 3 連 単 ��� 29，800円

票 数

単勝票数 計1797241 的中 � 440705（2番人気）
複勝票数 計2336477 的中 � 476284（2番人気）� 135157（7番人気）� 133738（8番人気）
枠連票数 計 821674 的中 （1－2） 29091（10番人気）
馬連票数 計6041333 的中 �� 211667（12番人気）
馬単票数 計2574571 的中 �� 61005（13番人気）
ワイド票数 計2801987 的中 �� 82939（12番人気）�� 81505（13番人気）�� 37954（24番人気）
3連複票数 計9663731 的中 ��� 88844（37番人気）
3連単票数 計17011965 的中 ��� 41385（105番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．8―11．6―11．5―11．9―12．1―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―23．4―35．2―46．8―58．3―1：10．2―1：22．3―1：33．8

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

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

勝馬の
紹 介

アエロリット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．6．19 東京1着

2014．5．17生 牝3芦 母 アステリックス 母母 アイルドフランス 7戦3勝 賞金 183，914，000円
〔制裁〕 トーセンビクトリー号の騎手福永祐一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて平成29年8月5日から平成29年

8月13日まで騎乗停止。（被害馬：3番）

23024 7月30日 曇 良 （29札幌1）第2日 第12競走 ��
��1，500�道新スポーツ賞

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

道新スポーツ賞（1着）
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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．4
1：27．4

良
良

22 サングレーザー 牡3青鹿54 福永 祐一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 482＋161：29．7 3．0�
78 ツーエムマイスター 牡5黒鹿57 池添 謙一水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 458＋ 61：29．91� 21．9�
11 ヒルノマゼラン 牡4黒鹿57 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 上村 清志 510± 0 〃 ハナ 5．9�
66 テ ラ ノ ヴ ァ 牝4芦 55 C．ルメール �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 484－ 2 〃 クビ 2．6�
67 	 パラダイスガーデン 牝5栗 55 四位 洋文岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 米 Crossroads

Farm, LLC 482± 01：30．0
 20．4	
44 メローブリーズ 牝3黒鹿52 藤岡 康太�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 444－121：30．1クビ 58．5

811 スマートプラネット 牝5鹿 55 丹内 祐次田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 454－121：30．2
 55．3�
55 ユメノマイホーム 牝5栗 55 蛯名 正義�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 448－10 〃 アタマ 23．6�
33 レッドルモンド 牡5青鹿57 K．ティータン �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510－101：30．3� 84．1

（香港）

810 ス ズ カ ゼ 牝3鹿 52 横山 典弘 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 474－ 41：30．62 5．3�

79 ジ ェ イ ラ ー 牝4栗 55 黛 弘人岡田 壮史氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 438－ 21：30．91
 189．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 70，800，500円 複勝： 73，275，300円 枠連： 23，930，700円
馬連： 136，487，600円 馬単： 66，212，100円 ワイド： 73，498，000円
3連複： 173，963，100円 3連単： 320，018，800円 計： 938，186，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 340円 � 180円 枠 連（2－7） 2，800円

馬 連 �� 2，580円 馬 単 �� 4，240円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 360円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 21，330円

票 数

単勝票数 計 708005 的中 � 183943（2番人気）
複勝票数 計 732753 的中 � 164420（2番人気）� 41609（7番人気）� 110669（3番人気）
枠連票数 計 239307 的中 （2－7） 6602（11番人気）
馬連票数 計1364876 的中 �� 40858（10番人気）
馬単票数 計 662121 的中 �� 11699（17番人気）
ワイド票数 計 734980 的中 �� 16629（12番人気）�� 58162（4番人気）�� 11545（17番人気）
3連複票数 計1739631 的中 ��� 28929（18番人気）
3連単票数 計3200188 的中 ��� 10874（74番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．5―18．4―30．4―42．7―55．1―1：07．4―1：18．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6

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

勝馬の
紹 介

サングレーザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2016．7．9 中京3着

2014．1．13生 牡3青鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 8戦3勝 賞金 48，405，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

１レース目 ４レース目



（29札幌1）第2日 7月30日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 131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
厩務員出走奨励金

238，650，000円
2，530，000円
17，490，000円
1，810，000円
26，190，000円
54，350，000円
3，584，000円
1，257，600円

勝馬投票券売得金
513，851，800円
751，917，300円
186，149，600円
1，163，660，300円
581，213，000円
621，037，200円
1，691，453，000円
3，051，644，600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 8，560，926，800円

総入場人員 21，112名 （有料入場人員 12，057名）
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