
23001 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1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
1：45．6

良
良

11 コントラチェック 牝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 458＋ 41：50．1 1．1�
66 ブラックウォーリア 牡2鹿 54 岩田 康誠佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 488＋ 61：51．37 7．6�
33 テングレート 牡2青鹿54 丸山 元気天白 泰司氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 480－ 61：51．4� 8．3�
44 イチザテイオー 牡2鹿 54 松岡 正海奈良﨑孝一郎氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 460－ 81：52．35 46．7�
55 トーセンイマジン 牡2栗 54

52 △横山 武史島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 470－ 81：53．57 39．8	

22 ロングファイナリー 牡2鹿 54 古川 吉洋中井 敏雄氏 高橋 亮 日高 石原牧場 468－121：54．03 50．8
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売 得 金
単勝： 31，409，500円 複勝： 70，088，900円 枠連： 発売なし
馬連： 19，114，500円 馬単： 22，603，600円 ワイド： 13，625，200円
3連複： 23，126，000円 3連単： 106，976，700円 計： 286，944，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 210円

ワ イ ド �� 110円 �� 110円 �� 150円

3 連 複 ��� 160円 3 連 単 ��� 330円

票 数

単勝票数 計 314095 的中 � 230048（1番人気）
複勝票数 計 700889 的中 � 586515（1番人気）� 47865（2番人気）
馬連票数 計 191145 的中 �� 80991（1番人気）
馬単票数 計 226036 的中 �� 80716（1番人気）
ワイド票数 計 136252 的中 �� 51307（1番人気）�� 32719（2番人気）�� 13189（3番人気）
3連複票数 計 231260 的中 ��� 107941（1番人気）
3連単票数 計1069767 的中 ��� 231419（1番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―12．4―12．5―12．3―12．3―12．3―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．4―37．8―50．3―1：02．6―1：14．9―1：27．2―1：38．6

コーナー
通過順位

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

2
4
1－6－3－4－（5，2）
1，6，3，4－2，5

勝馬の
紹 介

コントラチェック �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Halling デビュー 2018．7．8 函館3着

2016．4．1生 牝2黒鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 2戦1勝 賞金 6，800，000円

23002 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1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 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

33 タイセイパルフェ 牝3黒鹿54 J．モレイラ田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 456－ 6 59．9 2．1�
（伯刺）

67 アップティルナウ 牝3鹿 54 岩田 康誠吉田 千津氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B470± 0 〃 クビ 3．6�
55 イ ナ ン ナ 牝3鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 462＋141：00．0� 113．9�
710 ノーブルキッス 牝3鹿 54

52 △横山 武史吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 藤沢牧場 408－ 4 〃 ハナ 29．4�
68 ダノンチェリー 牝3鹿 54 小崎 綾也�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 458－101：00．1� 9．9�
79 シゲルトウガラシ 牝3鹿 54 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 嶋田牧場 442± 01：00．2クビ 183．7	
812 ネオヴォイス 牝3鹿 54 C．ルメール 山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 440－ 81：00．3� 5．3

811 グ ノ ー シ ス 牝3鹿 54 城戸 義政清水 敏氏 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム 456＋ 21：01．25 37．6�
44 リリーコサージュ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �社台レースホース橋口 慎介 安平 追分ファーム 476＋ 21：01．41� 12．4
56 ミ ス ベ ル 牝3鹿 54 黛 弘人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 402－101：01．61� 180．5�
22 テイエムブルグッコ 牝3青鹿 54

52 △菊沢 一樹竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか タイヘイ牧場 436－ 21：01．91� 72．2�
11 チャーミングホープ 牝3鹿 54 池添 謙一川島 吉男氏 浜田多実雄 浦河 大道牧場 440－ 8 〃 ハナ 22．2�
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売 得 金
単勝： 18，238，100円 複勝： 24，188，700円 枠連： 5，809，700円
馬連： 27，246，200円 馬単： 15，581，600円 ワイド： 19，763，000円
3連複： 39，001，100円 3連単： 52，863，400円 計： 202，691，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 110円 � 770円 枠 連（3－6） 310円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 190円 �� 1，960円 �� 2，320円

3 連 複 ��� 5，950円 3 連 単 ��� 17，950円

票 数

単勝票数 計 182381 的中 � 68144（1番人気）
複勝票数 計 241887 的中 � 70766（1番人気）� 69922（2番人気）� 3719（10番人気）
枠連票数 計 58097 的中 （3－6） 14192（1番人気）
馬連票数 計 272462 的中 �� 49798（1番人気）
馬単票数 計 155816 的中 �� 16571（1番人気）
ワイド票数 計 197630 的中 �� 34480（1番人気）�� 2182（24番人気）�� 1829（27番人気）
3連複票数 計 390011 的中 ��� 4915（23番人気）
3連単票数 計 528634 的中 ��� 2134（56番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．5―11．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．7―23．8―35．3―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイセイパルフェ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．8．27 新潟5着

2015．3．31生 牝3黒鹿 母 マイネハッピー 母母 コスモフォーチュン 12戦1勝 賞金 9，300，000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。

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１日

追 加 記 事（第 2回函館競馬第 6日第 7競走）
〔その他〕　　ヌンジュリエット号は，競走中に疾病〔左第３中手骨遠位剥離骨折〕を発症。なお，

同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



23003 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1日 第3競走 ��
��2，400�サラブレッド系3歳

発走10時45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� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

33 � イ グ レ ッ ト 牝3栗 54
52 △横山 武史前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Ltd. B454＋ 42：36．5 3．3�
11 エンドウォーニング 牡3栗 56 長岡 禎仁井上 久光氏 高市 圭二 新冠 石田牧場 478± 0 〃 クビ 27．8�
77 ファイトアローン 牡3栗 56 松岡 正海�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 532± 02：36．6クビ 10．8�
55 ロイヤルアフェア 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486－14 〃 アタマ 3．8�
22 ビ ヨ ン ド 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 430－ 42：37．98 47．0	
44 キタノテイオウ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 新冠 長浜牧場 450－ 82：38．43 27．9


810 プ レ ビ ア ス 牡3鹿 56
55 ☆井上 敏樹 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 514－ 42：38．61� 27．9�

66 テーオーエンブレム 牡3鹿 56 藤岡 佑介小笹 公也氏 藤岡 健一 日高 若林 順一 478－ 62：39．98 8．4�
89 サンライズコロン 牡3栗 56 丸山 元気松岡 隆雄氏 羽月 友彦 浦河 浦河小林牧場 468－ 22：40．96 3．5
78 キングオブハーツ 牡3鹿 56 小崎 綾也広尾レース� 野中 賢二 新ひだか 木村 秀則 478＋ 22：41．64 14．7�
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売 得 金
単勝： 17，534，800円 複勝： 23，193，400円 枠連： 5，494，500円
馬連： 26，698，000円 馬単： 14，450，200円 ワイド： 19，685，900円
3連複： 35，685，100円 3連単： 54，190，700円 計： 196，932，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 190円 � 610円 � 310円 枠 連（1－3） 3，620円

馬 連 �� 3，050円 馬 単 �� 4，720円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 690円 �� 2，950円

3 連 複 ��� 9，860円 3 連 単 ��� 37，840円

票 数

単勝票数 計 175348 的中 � 41616（1番人気）
複勝票数 計 231934 的中 � 38946（3番人気）� 8252（7番人気）� 18491（5番人気）
枠連票数 計 54945 的中 （1－3） 1175（14番人気）
馬連票数 計 266980 的中 �� 6768（13番人気）
馬単票数 計 144502 的中 �� 2295（19番人気）
ワイド票数 計 196859 的中 �� 5110（12番人気）�� 7600（8番人気）�� 1637（32番人気）
3連複票数 計 356851 的中 ��� 2714（40番人気）
3連単票数 計 541907 的中 ��� 1038（137番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．7―38．7―51．7―1：04．9―1：18．4―1：31．9―1：45．2―1：57．7―2：10．4―2：23．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�イ グ レ ッ ト �
�
父 Distorted Humor �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2017．9．18 阪神3着

2015．3．11生 牝3栗 母 Heavenly Romance 母母 First Act 8戦1勝 賞金 10，550，000円
［他本会外：1戦0勝］

23004 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時15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
1：40．9
1：40．9

重
重

814 ブルレジーナ 牝3栗 54 J．モレイラ髙田 秀信氏 小崎 憲 日高 チャンピオン
ズファーム 438－201：47．3 4．3�

（伯刺）

57 ディナミーデン 牡3芦 56 横山 典弘ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 456－ 8 〃 クビ 2．3�
58 シネマソングス 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 422± 01：48．25 13．4�
33 ブロッコリー 牡3鹿 56 岩田 康誠嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 466－101：48．3クビ 17．4�
711 ピエナシニスター 牝3栗 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 448－ 41：48．72� 16．0�
712 ウェルズレジェンド 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹菊地 祐司氏 大江原 哲 新ひだか 本桐牧場 B470－121：48．8� 302．2	
610 タイセイレーベン 牡3栗 56 勝浦 正樹田中 成奉氏 菊川 正達 新ひだか 森 政巳 514－ 41：49．22� 41．5

46 ア イ ム ワ ン 牡3鹿 56 川島 信二 �ローレルレーシング 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 458－ 61：49．41� 16．3�
45 シーザライト 牝3鹿 54 池添 謙一広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 494＋ 61：49．61� 34．5�
11 ホッコーエレノア 牝3芦 54 小崎 綾也北幸商事� 戸田 博文 日高 川端 正博 508± 01：49．7� 4．9
34 リネンゴール 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人戸山 光男氏 坂口 正則 日高 坪田 信作 420－ 8 〃 ハナ 59．4�
813 パ チ ュ リ ー 牝3鹿 54 丸山 元気�レッドマジック金成 貴史 新ひだか 三木田牧場 450＋141：49．91� 23．5�
22 メイケイフウジン 牡3芦 56 藤岡 康太名古屋競馬� 清水 久詞 安平 ノーザンファーム B534－ 81：50．0クビ 46．1�
69 グランカナーレ 牡3栗 56

55 ☆井上 敏樹浅田 次郎氏 小桧山 悟 新冠 上井農場 440－ 41：50．53 590．8�
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売 得 金
単勝： 24，445，800円 複勝： 31，918，200円 枠連： 8，297，600円
馬連： 34，559，000円 馬単： 17，399，600円 ワイド： 25，599，300円
3連複： 47，783，200円 3連単： 62，781，600円 計： 252，784，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 130円 � 360円 枠 連（5－8） 410円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，260円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，480円 3 連 単 ��� 12，600円

票 数

単勝票数 計 244458 的中 � 45422（2番人気）
複勝票数 計 319182 的中 � 47138（3番人気）� 88886（1番人気）� 15438（7番人気）
枠連票数 計 82976 的中 （5－8） 15563（1番人気）
馬連票数 計 345590 的中 �� 52381（1番人気）
馬単票数 計 173996 的中 �� 10274（4番人気）
ワイド票数 計 255993 的中 �� 30499（1番人気）�� 4536（15番人気）�� 11692（5番人気）
3連複票数 計 477832 的中 ��� 14440（6番人気）
3連単票数 計 627816 的中 ��� 3612（26番人気）

ハロンタイム 6．8―10．7―11．7―12．9―13．2―13．0―12．9―13．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．5―29．2―42．1―55．3―1：08．3―1：21．2―1：34．4

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

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

勝馬の
紹 介

ブルレジーナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 End Sweep デビュー 2018．3．24 阪神7着

2015．4．7生 牝3栗 母 リキオリンピア 母母 Opera Queen 6戦1勝 賞金 9，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ハローダーリン号
※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。



23005 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1日 第5競走 ��
��1，500�サラブレッド系2歳

発走12時05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
1：29．1
1：29．1

良
良

813 レーヴドカナロア 牝2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 434 ―1：31．8 5．2�
710 ア ル マ マ 牡2芦 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 430 ―1：31．9� 1．7�
45 アドマイヤスコール 牡2鹿 54 J．モレイラ近藤 利一氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 476 ―1：32．0	 5．5�

（伯刺）

68 ヒルノアニモ 牡2栗 54 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 500 ― 〃 ハナ 20．5�
11 
 スポーカンテソーロ 牝2栗 54 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Summer-
hill Farm 516 ―1：32．21� 11．9	

33 ライデンシャフト 牝2黒鹿 54
52 △横山 武史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 464 ―1：32．3� 124．6

711 エムアイグランツ 牡2黒鹿 54

52 △菊沢 一樹岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 細川牧場 502 ―1：32．4� 89．1�
44 プレイングラン 牡2栗 54

53 ☆木幡 初也スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 454 ―1：32．61� 188．1�
812 トーセンベリーニ 牡2鹿 54 藤岡 康太島川 哉氏 武 幸四郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 462 ― 〃 ハナ 99．1�
22 サクララージャン 牡2青鹿54 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 486 ―1：33．23	 59．1�
56 ニューヨークタヤス 牡2鹿 54 池添 謙一横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 450 ― 〃 クビ 30．2�
69 オーロセレステ 牝2鹿 54

53 ☆井上 敏樹柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 412 ―1：34．810 492．3�
57 ケイティクラウン 牡2栗 54 柴山 雄一瀧本 和義氏 清水 英克 日高 中館牧場 474 ―1：39．8大差 271．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 55，619，700円 複勝： 67，799，400円 枠連： 7，548，100円
馬連： 45，329，700円 馬単： 29，600，800円 ワイド： 33，834，800円
3連複： 60，572，300円 3連単： 105，235，900円 計： 405，540，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 120円 � 110円 � 120円 枠 連（7－8） 320円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 170円 �� 280円 �� 170円

3 連 複 ��� 470円 3 連 単 ��� 3，200円

票 数

単勝票数 計 556197 的中 � 90762（2番人気）
複勝票数 計 677994 的中 � 78074（2番人気）� 379970（1番人気）� 76878（3番人気）
枠連票数 計 75481 的中 （7－8） 18028（1番人気）
馬連票数 計 453297 的中 �� 90665（1番人気）
馬単票数 計 296008 的中 �� 22511（3番人気）
ワイド票数 計 338348 的中 �� 52827（2番人気）�� 25302（3番人気）�� 53240（1番人気）
3連複票数 計 605723 的中 ��� 94933（1番人気）
3連単票数 計1052359 的中 ��� 23842（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．1―19．1―31．5―43．9―56．3―1：08．3―1：19．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

レーヴドカナロア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Highest Honor 初出走

2016．1．31生 牝2鹿 母 レーヴドスカー 母母 Numidie 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ライデンシャフト号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ライデンシャフト号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイティクラウン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月28日まで平地競

走に出走できない。
※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。

23006 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時35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
1：58．6
1：56．1

良
良

79 フラッシュスタイル 牡3黒鹿56 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 492－ 22：02．0 12．6�
55 ウインオルフェウス 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム B460＋102：02．21� 7．4�
22 ショウナンワダツミ 牡3栗 56 横山 典弘国本 哲秀氏 和田 勇介 新ひだか 静内フアーム 430－142：02．3� 10．2�
56 カシノデジール 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹柏木 務氏 天間 昭一 日高 藤本ファーム 420－ 4 〃 クビ 6．8�
33 コスモグラトナス 牡3青 56

53 ▲三津谷隼人 �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 460－102：02．4クビ 13．9	
812 オークヒルロッジ 牡3青鹿56 岩田 康誠宇田 豊氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 526＋ 82：02．61� 4．2

67 ヒロシゲセブン 牡3鹿 56 池添 謙一�岡 隆氏 北出 成人 日高 北田 剛 496± 02：02．7	 8．0�
44 ワ イ ズ ワ ン 牡3鹿 56 藤岡 康太林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B492＋ 62：02．91� 13．4
710 エンジェルリード 牝3鹿 54 勝浦 正樹広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 454－ 42：03．21	 36．0�
811 ベ リ ー タ 牝3栗 54 柴田 大知 �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 444＋ 42：03．3	 4．1�
68 センターフィールド 牝3青鹿54 古川 吉洋中野 秀樹氏 武 英智 新ひだか 坂本 智広 452－ 82：05．2大差 145．5�
11 アマゾンチャック 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹�下河辺牧場 林 徹 日高 下河辺牧場 462＋ 62：05．94 111．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，212，500円 複勝： 27，403，600円 枠連： 8，681，800円
馬連： 31，473，700円 馬単： 15，719，500円 ワイド： 23，677，100円
3連複： 44，617，300円 3連単： 55，731，400円 計： 225，516，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，260円 複 勝 � 450円 � 290円 � 410円 枠 連（5－7） 1，900円

馬 連 �� 6，200円 馬 単 �� 14，620円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 1，620円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 15，370円 3 連 単 ��� 68，950円

票 数

単勝票数 計 182125 的中 � 11542（7番人気）
複勝票数 計 274036 的中 � 15265（8番人気）� 26739（5番人気）� 16959（7番人気）
枠連票数 計 86818 的中 （5－7） 3532（10番人気）
馬連票数 計 314737 的中 �� 3931（32番人気）
馬単票数 計 157195 的中 �� 806（69番人気）
ワイド票数 計 236771 的中 �� 2742（36番人気）�� 3766（29番人気）�� 4049（24番人気）
3連複票数 計 446173 的中 ��� 2176（71番人気）
3連単票数 計 557314 的中 ��� 586（334番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．9―12．6―12．8―12．8―12．4―12．0―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．3―47．9―1：00．7―1：13．5―1：25．9―1：37．9―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フラッシュスタイル �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2017．7．23 函館5着

2015．4．14生 牡3黒鹿 母 ユキノマーメイド 母母 サスペンスクイーン 7戦1勝 賞金 5，700，000円



23007 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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

56 � フェリシアルチア 牝4栗 55 松岡 正海浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 506＋14 59．2 20．2�
11 ヘ ル デ ィ ン 牝4青鹿 55

53 △横山 武史金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 428－ 2 〃 ハナ 12．1�

44 アイアムキャツアイ 牝4黒鹿55 蛯名 正義堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 434－ 6 59．3� 2．8�
710 コウエイアンカ �3鹿 54 勝浦 正樹伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 468－ 4 〃 アタマ 5．0�
79 ゼ セ ル 牡4鹿 57 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 474－ 6 59．4クビ 10．6�
811 サノノショウグン �4栗 57

56 ☆木幡 初也佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 460＋ 2 〃 ハナ 7．4�
33 スマートダフネ 牝4栗 55 小崎 綾也大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 448－161：00．25 68．6	
55 アンチャーテッド 牡4鹿 57 岩田 康誠吉澤 克己氏 相沢 郁 日高 池添 安雄 440－161：00．41	 6．7

68 タイセイラビッシュ 牡6鹿 57 丸山 元気田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 486＋ 41：00．5	 30．3�
22 セグレートシチー 牡3栗 54

52 △菊沢 一樹 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B504± 01：00．6	 7．7
812 カンタベリーマイン �5鹿 57 古川 吉洋峰 哲馬氏 石栗 龍彦 新ひだか 藤吉牧場 454－ 4 〃 アタマ 68．4�
67 � サンデリアーナ 牝5鹿 55 川島 信二海谷 幸司氏 高橋 義博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－101：00．91� 201．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 22，401，000円 複勝： 25，970，700円 枠連： 7，524，900円
馬連： 33，935，900円 馬単： 17，187，300円 ワイド： 24，515，400円
3連複： 42，846，000円 3連単： 59，211，500円 計： 233，592，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，020円 複 勝 � 460円 � 300円 � 160円 枠 連（1－5） 3，340円

馬 連 �� 10，810円 馬 単 �� 19，980円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 1，230円 �� 580円

3 連 複 ��� 6，910円 3 連 単 ��� 67，600円

票 数

単勝票数 計 224010 的中 � 8846（8番人気）
複勝票数 計 259707 的中 � 12065（8番人気）� 20354（6番人気）� 54626（1番人気）
枠連票数 計 75249 的中 （1－5） 1745（13番人気）
馬連票数 計 339359 的中 �� 2432（37番人気）
馬単票数 計 171873 的中 �� 645（68番人気）
ワイド票数 計 245154 的中 �� 2102（36番人気）�� 5066（16番人気）�� 11524（4番人気）
3連複票数 計 428460 的中 ��� 4649（26番人気）
3連単票数 計 592115 的中 ��� 635（268番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．4―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．5―34．9―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�フェリシアルチア �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Singspiel

2014．3．15生 牝4栗 母 サ ン シ ェ ル 母母 Silica 8戦1勝 賞金 9，400，000円
初出走 JRA

〔制裁〕 フェリシアルチア号の騎手松岡正海は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・3番・2番）

23008 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・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
1：07．5
1：06．5

良
良

66 トロワゼトワル 牝3鹿 52 池添 謙一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 458± 01：08．7 1．6�
78 シュエットヌーベル 牝4栗 55 J．モレイラ �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 岡田スタツド B450－ 21：08．91� 2．9�
（伯刺）

44 キャスパリーグ 牝4鹿 55 藤岡 佑介杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 438＋ 61：09．21� 16．1�
55 スリーランディア 牝4鹿 55 岩田 康誠永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 416－ 61：09．41� 10．8�
89 	 ブラウンローズ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 472－ 41：09．61� 24．9	
22 シンシアズブレス 牝5黒鹿55 菱田 裕二 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 496－ 41：10．23� 16．1

33 プルメリアブーケ 牝5栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 458－ 61：10．41� 163．6�
77 スリーミスヨハネス 牝4鹿 55 竹之下智昭永井商事� 武 英智 浦河 辻 牧場 440－141：10．71� 280．3�
11 イヴノオモイデ 牝4鹿 55 長岡 禎仁嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 428－101：11．02 70．3
810	 アドマイヤホルン 牝4栗 55 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 402＋181：11．31� 56．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 30，519，900円 複勝： 70，894，200円 枠連： 8，490，400円
馬連： 37，976，900円 馬単： 27，746，400円 ワイド： 25，632，700円
3連複： 48，138，900円 3連単： 118，089，500円 計： 367，488，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（6－7） 180円

馬 連 �� 180円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 130円 �� 330円 �� 430円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 1，440円

票 数

単勝票数 計 305199 的中 � 149973（1番人気）
複勝票数 計 708942 的中 � 464407（1番人気）� 115441（2番人気）� 29428（4番人気）
枠連票数 計 84904 的中 （6－7） 35777（1番人気）
馬連票数 計 379769 的中 �� 156958（1番人気）
馬単票数 計 277464 的中 �� 65388（1番人気）
ワイド票数 計 256327 的中 �� 70675（1番人気）�� 16032（4番人気）�� 11490（8番人気）
3連複票数 計 481389 的中 ��� 61249（2番人気）
3連単票数 計1180895 的中 ��� 59282（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．0―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―33．9―45．5―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．8
3 ・（1，10）－6（5，8）（2，3，4）9，7 4 ・（1，10）（6，8）5（2，3，4）9，7

勝馬の
紹 介

トロワゼトワル �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2017．7．2 中京1着

2015．2．28生 牝3鹿 母 セコンドピアット 母母 エービーヌードル 7戦2勝 賞金 31，100，000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。



23009 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1日 第9競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走14時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：40．9
1：40．9

重
重

33 テ ィ ー コ ア 牡4栗 57 C．ルメール 深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B504＋ 21：46．2 4．7�
68 スパイスマジック 牡3芦 54 松岡 正海 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 474－ 8 〃 クビ 21．1�
69 オールウェイズゼア 牡4黒鹿 57

55 △横山 武史グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 470－ 61：46．51� 9．0�
45 バニーテール 牝4芦 55 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 484＋ 2 〃 ハナ 1．7�
711	 プリンセスヨウク 牝4鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 440－141：46．6
 29．8	
812 ユノディエール 牡4鹿 57 古川 吉洋�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 434－ 81：46．81� 28．1

813 ロードスターダスト 牡3栗 54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 458－101：47．11� 7．2�
11 グラスチャンプ 牡3芦 54 勝浦 正樹半沢� 田島 俊明 新ひだか タツヤファーム 468－ 2 〃 アタマ 32．0�
22 サ ン ペ ド ロ 牡5栗 57 柴山 雄一�ラ・メール 田村 康仁 日高 豊洋牧場 478± 01：47．63 20．3
710 ダ イ フ ク 牡5黒鹿57 黛 弘人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 B476－ 61：48．13 232．9�
57 	 リ ー ダ ー ズ 牡6鹿 57 丸山 元気平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B492＋ 21：48．52
 158．6�
56 ソングオブファイア 牡3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 2 〃 ハナ 86．1�

（12頭）
44 アドマイヤカロ 牡7栗 57 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 542＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 27，547，900円 複勝： 54，704，200円 枠連： 11，766，400円
馬連： 41，640，700円 馬単： 24，834，400円 ワイド： 30，187，700円
3連複： 50，001，100円 3連単： 81，111，000円 計： 321，793，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 250円 � 850円 � 350円 枠 連（3－6） 1，720円

馬 連 �� 6，770円 馬 単 �� 9，360円

ワ イ ド �� 1，390円 �� 690円 �� 1，540円

3 連 複 ��� 9，930円 3 連 単 ��� 60，250円

票 数

単勝票数 差引計 275479（返還計 11843） 的中 � 46096（2番人気）
複勝票数 差引計 547042（返還計 26370） 的中 � 65984（2番人気）� 14647（8番人気）� 41650（4番人気）
枠連票数 差引計 117664（返還計 10972） 的中 （3－6） 5276（7番人気）
馬連票数 差引計 416407（返還計 65291） 的中 �� 4761（17番人気）
馬単票数 差引計 248344（返還計 34771） 的中 �� 1988（23番人気）
ワイド票数 差引計 301877（返還計 53924） 的中 �� 5487（15番人気）�� 11645（8番人気）�� 4916（17番人気）
3連複票数 差引計 500011（返還計152214） 的中 ��� 3774（31番人気）
3連単票数 差引計 811110（返還計244336） 的中 ��� 976（168番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―12．3―12．9―13．0―12．7―12．7―12．4―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．2―43．1―56．1―1：08．8―1：21．5―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テ ィ ー コ ア �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2016．10．15 東京8着

2014．5．15生 牡4栗 母 ナムラメロディー 母母 ケイジヨイナー 18戦2勝 賞金 21，650，000円
〔競走除外〕 アドマイヤカロ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。

23010 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1日 第10競走 ��
��1，500�

ひ つ じ が お か

羊 ヶ 丘 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：27．4
1：27．4

良
良

22 ス カ ル バ ン 牡4鹿 57 吉田 隼人�KTレーシング 武井 亮 新冠 パカパカ
ファーム 508＋ 41：28．8 7．5�

34 キングリッド 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 安惠氏 池上 昌和 安平 追分ファーム 448＋ 4 〃 クビ 2．8�
712 メイショウサンアイ 牝3鹿 52 四位 洋文松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 474－ 61：28．9クビ 60．1�
711 ヤマニンペダラーダ 牡4黒鹿57 池添 謙一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 464－ 6 〃 アタマ 11．7�
45 サレンティーナ 牡4栗 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 萩原 清 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 61：29．11� 35．7	
814 レ ネ ッ ト 牝3栗 52 松岡 正海 �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 450＋ 41：29．31	 85．2

58 
 デルタバローズ 牡3鹿 54 J．モレイラ猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C.

Oxley 498＋101：29．4	 2．2�
（伯刺）

33 ホッコーモモタン 牝5黒鹿55 蛯名 正義北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 426＋ 41：29．5クビ 248．4�
69 インジャスティス �5鹿 57 藤岡 佑介山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B508－121：29．71� 26．5
57 ロードラズライト �3青鹿54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 440－ 21：30．55 10．0�
813 グロワールシチー 牡4鹿 57 古川 吉洋 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 464－ 2 〃 クビ 46．0�
46 オンファサイト 牝3青鹿52 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 浦河 中村 雅明 422－ 21：30．81� 316．2�
610 ヤマノグラップル 牡3青鹿54 菊沢 一樹澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 450－121：31．43	 214．5�
11  キャッチヒストリー 牡4栗 57 柴山 雄一嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 496± 01：31．61� 232．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，891，900円 複勝： 54，879，900円 枠連： 16，412，400円
馬連： 79，625，000円 馬単： 36，102，200円 ワイド： 47，164，900円
3連複： 107，808，500円 3連単： 154，502，300円 計： 539，387，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 200円 � 130円 � 690円 枠 連（2－3） 800円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 2，240円

ワ イ ド �� 310円 �� 3，240円 �� 1，870円

3 連 複 ��� 11，260円 3 連 単 ��� 56，600円

票 数

単勝票数 計 428919 的中 � 45547（3番人気）
複勝票数 計 548799 的中 � 67516（3番人気）� 162053（1番人気）� 13358（9番人気）
枠連票数 計 164124 的中 （2－3） 15832（2番人気）
馬連票数 計 796250 的中 �� 73426（2番人気）
馬単票数 計 361022 的中 �� 12086（7番人気）
ワイド票数 計 471649 的中 �� 45517（2番人気）�� 3398（28番人気）�� 5993（20番人気）
3連複票数 計1078085 的中 ��� 7176（28番人気）
3連単票数 計1545023 的中 ��� 1979（151番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．3―30．1―41．8―53．5―1：05．1―1：16．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ス カ ル バ ン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 Catrail デビュー 2017．1．14 中山1着

2014．3．9生 牡4鹿 母 オージーカンパニー 母母 Irish Company 11戦3勝 賞金 39，605，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ケルベロス号
※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。



23011 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1日 第11競走 ��
��1，800�T V h 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，29．7．29以降30．7．22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

テレビ北海道賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：45．7
1：43．9

良
良

813 スティッフェリオ 牡4鹿 56 丸山 元気 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442－ 81：47．2 3．7�
712 プロフェット 牡5鹿 57 J．モレイラ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460－ 41：47．51� 2．8�

（伯刺）

57 ギブアンドテイク �7栗 53 岩田 康誠嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 468－141：47．6	 40．1�
33 ワールドレーヴ 牡8黒鹿54 柴山 雄一嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 470－181：47．7� 265．6�
45 ハナズレジェンド 牡5栗 56 小崎 綾也広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 456± 0 〃 アタマ 10．1	
69 ドレッドノータス �5栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448－ 21：47．8� 14．8

711 ルッジェーロ 牡3黒鹿53 柴田 善臣村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 496－ 61：48．01 17．0�
46 ショウナンマルシェ �7青鹿56 横山 典弘国本 哲秀氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468－10 〃 クビ 23．3�
22 ロ ラ イ マ �5鹿 55 池添 謙一 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 446－ 8 〃 アタマ 7．1
610 ウインフェニックス 牡7鹿 55 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 480＋ 21：48．21	 23．1�
11 
 エリモジパング 牡8青鹿53 黛 弘人山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 466－ 6 〃 ハナ 110．9�
34 ブランドベルグ �6青鹿54 藤岡 佑介 �グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 462－ 8 〃 同着 27．9�
58 メイショウフェイク 牡6鹿 55 菱田 裕二内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 506－ 41：48．51� 11．9�
814 ブライトエンブレム 牡6鹿 56 蛯名 正義 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 500－101：48．6	 44．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 69，930，300円 複勝： 103，275，500円 枠連： 33，771，400円
馬連： 197，051，500円 馬単： 77，679，700円 ワイド： 115，128，300円
3連複： 303，132，200円 3連単： 393，085，000円 計： 1，293，053，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 140円 � 560円 枠 連（7－8） 440円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，870円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 6，020円 3 連 単 ��� 23，780円

票 数

単勝票数 計 699303 的中 � 147762（2番人気）
複勝票数 計1032755 的中 � 203964（2番人気）� 242365（1番人気）� 30360（11番人気）
枠連票数 計 337714 的中 （7－8） 58218（1番人気）
馬連票数 計1970515 的中 �� 278927（1番人気）
馬単票数 計 776797 的中 �� 48862（2番人気）
ワイド票数 計1151283 的中 �� 150684（1番人気）�� 14000（24番人気）�� 14681（21番人気）
3連複票数 計3031322 的中 ��� 37717（19番人気）
3連単票数 計3930850 的中 ��� 11982（58番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．4―3F35．2
1
3
4，13（1，6）（2，8）11（9，10）（5，7）（3，14）12
4－13，8（1，11）（2，6）（10，14）9（5，7，12）3

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

勝馬の
紹 介

スティッフェリオ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Mtoto デビュー 2016．9．18 阪神2着

2014．2．17生 牡4鹿 母 シリアスアティテュード 母母 Zameyla 16戦5勝 賞金 91，827，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アップクォーク号
※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。

23012 7月28日 晴 良 （30札幌1）第1日 第12競走 ��
��2，600�北海道150年記念

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

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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

77 レッドジェノヴァ 牝4青鹿55 J．モレイラ �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 492± 02：41．0 2．0�
（伯刺）

66 マスターコード 牡4黒鹿57 勝浦 正樹�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 460－102：41．42� 8．8�

89 ララエクラテール 牡6鹿 57 岩田 康誠フジイ興産� 今野 貞一 新冠 佐藤 信広 B422－102：41．61	 13．6�
（法942）

810 ブラックオニキス 牝4青鹿55 城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 広富牧場 414－ 6 〃 アタマ 18．3�
22 アルムフォルツァ 牡3黒鹿54 池添 謙一﨑川美枝子氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 452± 02：41．91
 2．8�
33 マイネルクラフト 牡5黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B476－ 42：42．0� 63．8	
55 ハ ウ エ バ ー 牡4栗 57 井上 敏樹古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 412－ 62：42．21	 44．5

44 ピッツバーグ �5鹿 57 黛 弘人�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 B496－122：42．3
 67．4�
78 アインザッツ 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B464± 02：42．83 9．5
11 クールエイジア 牡6鹿 57 横山 武史�山王飯店 鈴木 伸尋 浦河 成隆牧場 460－ 82：43．11
 65．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，998，400円 複勝： 53，466，200円 枠連： 19，130，100円
馬連： 91，563，700円 馬単： 47，929，000円 ワイド： 58，299，400円
3連複： 121，320，700円 3連単： 220，894，100円 計： 665，601，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 230円 枠 連（6－7） 660円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 300円 �� 400円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，860円 3 連 単 ��� 5，880円

票 数

単勝票数 計 529984 的中 � 205171（1番人気）
複勝票数 計 534662 的中 � 173641（1番人気）� 69500（3番人気）� 43806（5番人気）
枠連票数 計 191301 的中 （6－7） 22239（3番人気）
馬連票数 計 915637 的中 �� 83420（2番人気）
馬単票数 計 479290 的中 �� 29012（3番人気）
ワイド票数 計 582994 的中 �� 54191（2番人気）�� 36978（4番人気）�� 16739（11番人気）
3連複票数 計1213207 的中 ��� 48837（6番人気）
3連単票数 計2208941 的中 ��� 27199（17番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―11．8―12．3―12．6―13．0―13．6―13．5―12．8―12．1―11．3―11．4―12．0

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�
13．0―24．6―36．4―48．7―1：01．3―1：14．3―1：27．9―1：41．4―1：54．2―2：06．3―2：17．6―2：29．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドジェノヴァ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2016．11．20 東京3着

2014．4．22生 牝4青鹿 母 コロンバスサークル 母母 マンハッタンフィズ 12戦4勝 賞金 56，252，000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。



（30札幌1）第1日 7月28日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 139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

187，070，000円
10，370，000円
17，130，000円
1，260，000円
19，590，000円
58，142，000円
3，614，000円
1，334，400円

勝馬投票券売得金
411，749，800円
607，782，900円
132，927，300円
666，214，800円
346，834，300円
437，113，700円
924，032，400円
1，464，673，100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 4，991，328，300円

総入場人員 13，091名 （有料入場人員 12，015名）
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