
23013 7月29日 晴 良 （30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

22 キ タ イ 牝2鹿 54 岩田 康誠西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 500－ 21：09．8 1．7�
11 ドゥシャンパーニュ 牝2青鹿54 C．ルメール 大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 414± 01：09．9� 2．0�
44 スワローテイルジグ 牝2黒鹿54 荻野 琢真吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 444－ 61：10．53� 33．5�
88 ステップシー 牝2鹿 54 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 佐竹 学 434－ 41：11．13� 87．7�
77 ハヤブサヴィーナス 牝2鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 日高 坂 牧場 422± 01：11．52� 24．5�
33 ミコムーンライト 牝2栗 54

52 △菊沢 一樹古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 418－ 81：11．6� 83．0�
55 デュエットソング 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也平川 浩之氏 粕谷 昌央 新ひだか 藤沢牧場 396－101：11．91� 150．5	
66 ケイゴールド 牝2青鹿54 四位 洋文友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 476－ 81：12．11� 34．1


（8頭）

売 得 金
単勝： 28，456，300円 複勝： 56，788，500円 枠連： 発売なし
馬連： 34，103，600円 馬単： 26，150，200円 ワイド： 39，387，100円
3連複： 36，306，900円 3連単： 126，098，100円 計： 347，290，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 100円 � 100円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 110円 馬 単 �� 220円

ワ イ ド �� 110円 �� 280円 �� 320円

3 連 複 ��� 400円 3 連 単 ��� 890円

票 数

単勝票数 計 284563 的中 � 136659（1番人気）
複勝票数 計 567885 的中 � 335895（1番人気）� 176329（2番人気）� 13100（4番人気）
馬連票数 計 341036 的中 �� 225549（1番人気）
馬単票数 計 261502 的中 �� 87085（1番人気）
ワイド票数 計 393871 的中 �� 280094（1番人気）�� 11699（4番人気）�� 9703（5番人気）
3連複票数 計 363069 的中 ��� 67629（2番人気）
3連単票数 計1260981 的中 ��� 102450（3番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．7―11．9―11．1―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．2―47．1―58．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．6
3 1，2，3（4，7）6，8，5 4 1，2，3（4，7）6，8，5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キ タ イ �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 バブルガムフェロー デビュー 2018．6．23 函館2着

2016．2．17生 牝2鹿 母 コウヨウルビー 母母 アサヒマーキュリー 3戦1勝 賞金 9，800，000円

23014 7月29日 晴 良 （30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

79 サトノブレイズ 牡3鹿 56 丸山 元気 �サトミホースカンパニー 萩原 清 日高 下河辺牧場 496－ 8 59．2 2．9�
55 ハードカウント 牡3栗 56 小崎 綾也�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 460－ 8 59．62� 3．0�
812 ロードレジェンド 牡3栗 56

53 ▲三津谷隼人 �ロードホースクラブ 西園 正都 新ひだか ケイアイファーム 480＋ 41：00．66 9．2�
33 バッカルコーン 牝3青鹿54 藤岡 佑介佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 �川 啓一 B436＋ 21：00．7� 16．9�
811 モンパルナス 牡3鹿 56 岩田 康誠栗嶋 豊明氏 牧浦 充徳 新冠 大林ファーム B456－ 2 〃 ハナ 15．3�
44 ナイトジュレップ 牡3栗 56

54 △横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 474－ 6 〃 アタマ 28．7	

56 ラングドック 牡3黒鹿 56
55 ☆木幡 初也新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム B442± 0 〃 アタマ 55．9


68 コーラルフィーユ 牝3栗 54 古川 吉洋 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 三石川上牧場 412－ 61：00．8� 58．1�

22 デンコウエルドラド 牡3栗 56
54 △菊沢 一樹田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 488－ 41：00．9クビ 4．6�

67 シゲルコシアブラ 牡3鹿 56 黛 弘人森中 蕃氏 青木 孝文 新ひだか 松田牧場 B458＋ 2 〃 アタマ 54．2
11 クリノクノイチ 牝3黒鹿54 菱田 裕二栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 450－ 11：01．75 65．1�
710 ダンディマジシャン 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹山口 春夫氏 和田正一郎 新冠 柏木 一則 490± 01：02．02 37．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 18，762，100円 複勝： 24，245，200円 枠連： 7，469，600円
馬連： 34，289，000円 馬単： 18，368，800円 ワイド： 24，866，000円
3連複： 47，100，900円 3連単： 67，906，000円 計： 243，007，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 170円 枠 連（5－7） 390円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 200円 �� 360円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 3，650円

票 数

単勝票数 計 187621 的中 � 51143（1番人気）
複勝票数 計 242452 的中 � 63989（1番人気）� 52298（2番人気）� 27638（4番人気）
枠連票数 計 74696 的中 （5－7） 14753（1番人気）
馬連票数 計 342890 的中 �� 59221（1番人気）
馬単票数 計 183688 的中 �� 14369（2番人気）
ワイド票数 計 248660 的中 �� 36437（1番人気）�� 16981（3番人気）�� 8845（7番人気）
3連複票数 計 471009 的中 ��� 30615（2番人気）
3連単票数 計 679060 的中 ��� 13474（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―11．5―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．9―35．4―47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノブレイズ �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Tale of the Cat デビュー 2018．5．27 東京9着

2015．2．14生 牡3鹿 母 チョウチョウキャット 母母 Cho Cho San 4戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 ダンディマジシャン号の騎手井上敏樹は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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 ビッグディール号

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29日 晴 良 （30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
1：40．9
1：40．9

重
重

34 ハギノアグレッシブ 牡3栗 56 C．ルメール 日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B482＋101：48．5 5．1�
46 キングズテソーロ 牡3栗 56 川島 信二了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 456－ 81：48．6� 48．4�
712 スイートレモネード 牝3鹿 54 北村 宏司 �キャロットファーム 武 英智 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 2 〃 ハナ 43．5�
814 メイショウアドリア 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 480＋ 2 〃 アタマ 9．4�
58 ミツオサウスポー 牡3栗 56

55 ☆加藤 祥太菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 B506＋ 21：48．81� 5．8	
57 ミッキーガーデン 牡3鹿 56 北村 友一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 442＋ 21：48．9クビ 9．5

610 サンシャンペーン 牡3鹿 56

54 △横山 武史加藤 信之氏 小野 次郎 厚真 大川牧場 452－ 61：49．32� 15．8�
711 アドマイヤツルギ 牡3栗 56 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466＋ 4 〃 ハナ 70．4�
45 クイーンステッラ 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹ライオンレースホース� 飯田 雄三 新ひだか 片岡 博 456－ 6 〃 クビ 61．2
11 ネ ル 牡3黒鹿56 J．モレイラユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 482－ 21：49．72� 2．0�

（伯刺）

22 クリノペーテルス 牝3鹿 54 小崎 綾也栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 春木 昭雄 470－ 21：50．02 224．2�
813 ナ ポ リ タ ン 牝3鹿 54 柴山 雄一市川義美ホール

ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 462－ 21：50．53 93．1�
33 シルヴァーヌス 牡3青鹿56 勝浦 正樹ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－ 81：50．6クビ 101．6�
69 シャドウラーテル 牡3黒鹿56 岩田 康誠�Shadow 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 466－ 61：52．3大差 33．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，674，500円 複勝： 35，483，600円 枠連： 9，863，700円
馬連： 38，877，900円 馬単： 21，701，500円 ワイド： 33，083，500円
3連複： 57，687，800円 3連単： 83，344，500円 計： 305，717，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 250円 � 820円 � 1，300円 枠 連（3－4） 7，630円

馬 連 �� 15，020円 馬 単 �� 20，010円

ワ イ ド �� 3，910円 �� 5，340円 �� 19，970円

3 連 複 ��� 179，520円 3 連 単 ��� 710，870円

票 数

単勝票数 計 256745 的中 � 40241（2番人気）
複勝票数 計 354836 的中 � 44240（3番人気）� 10489（8番人気）� 6376（9番人気）
枠連票数 計 98637 的中 （3－4） 1001（17番人気）
馬連票数 計 388779 的中 �� 2005（30番人気）
馬単票数 計 217015 的中 �� 813（48番人気）
ワイド票数 計 330835 的中 �� 2200（29番人気）�� 1601（36番人気）�� 424（73番人気）
3連複票数 計 576878 的中 ��� 241（211番人気）
3連単票数 計 833445 的中 ��� 85（910番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．8―12．8―12．8―13．1―13．0―13．2―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．8―42．6―55．4―1：08．5―1：21．5―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．0
1
3
・（1，8，14）12－（2，5）－（6，13）7（3，4）－10，9，11・（1，8）14（2，13）（12，5）6（7，4）3，10（9，11）

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

勝馬の
紹 介

ハギノアグレッシブ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．8．13 新潟11着

2015．3．29生 牡3栗 母 ハギノクィーン 母母 エリモセレブ 10戦1勝 賞金 8，350，000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。

23016 7月29日 晴 良 （30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

813 サクラユニヴァース 牝3青鹿54 J．モレイラ�さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 454－ 81：28．8 1．7�
（伯刺）

22 サンライズシェル 牝3芦 54 池添 謙一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 81：29．22� 4．9�
712 ラグナーズルート 牝3黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 日高 株式会社カ

ネツ牧場 436－ 81：29．51� 94．2�
46 ウインアイスバーグ 牝3芦 54

52 △横山 武史�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 418＋ 6 〃 クビ 32．2�
814 レッドプリモ 牝3鹿 54 北村 宏司 �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 420± 01：29．81� 43．8	
711 ターフェルムジーク 牝3鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 416＋ 21：29．9� 52．1

57 ニシノゲンセキ 牡3黒鹿56 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 むかわ 清水ファーム 476－12 〃 アタマ 13．5�
69 サトノゲイル 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 466＋ 2 〃 クビ 31．2�
45 モハンマディ 牝3黒鹿54 C．ルメール 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム 422＋ 2 〃 アタマ 7．8
33 キングジョーカ 牡3鹿 56 小崎 綾也�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 21：30．11 11．1�
610 ダノンテアトロ 牡3鹿 56 柴山 雄一�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 458± 01：30．63 18．9�
58 イ ザ ナ ミ 牝3鹿 54 松岡 正海永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 394＋161：31．23� 262．6�
34 マロンコート 牝3栗 54 北村 友一 �サンデーレーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 428－121：31．3� 63．4�
11 アドマイヤサン 	3鹿 56 国分 恭介近藤 利一氏 梅田 智之 洞
湖 レイクヴィラファーム 440－ 61：31．4� 189．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，814，700円 複勝： 57，370，000円 枠連： 10，082，100円
馬連： 44，922，700円 馬単： 24，585，300円 ワイド： 35，361，800円
3連複： 60，558，700円 3連単： 86，812，000円 計： 353，507，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 960円 枠 連（2－8） 470円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 250円 �� 1，600円 �� 4，270円

3 連 複 ��� 8，270円 3 連 単 ��� 19，580円

票 数

単勝票数 計 338147 的中 � 152210（1番人気）
複勝票数 計 573700 的中 � 285960（1番人気）� 66452（2番人気）� 6479（12番人気）
枠連票数 計 100821 的中 （2－8） 16554（1番人気）
馬連票数 計 449227 的中 �� 80674（1番人気）
馬単票数 計 245853 的中 �� 28587（1番人気）
ワイド票数 計 353618 的中 �� 44521（1番人気）�� 5120（19番人気）�� 1860（42番人気）
3連複票数 計 605587 的中 ��� 5488（31番人気）
3連単票数 計 868120 的中 ��� 3214（63番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．4―29．7―41．2―53．4―1：05．6―1：17．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．4

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

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

勝馬の
紹 介

サクラユニヴァース �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2018．3．10 中京2着

2015．4．21生 牝3青鹿 母 サクラレーヌ 母母 セダンフオーエバー 6戦1勝 賞金 13，600，000円
〔騎手変更〕 ダノンテアトロ号の騎手岩田康誠は，検査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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 カシノレガーメ号・コウキバイオ号・ハービーボンズ号・ヒロノエイタツ号
※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。



23017 7月29日 晴 良 （30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
1：45．6

良
良

810 クラージュゲリエ 牡2鹿 54 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 468 ―1：54．2 3．0�
（伯刺）

77 レッドヴィータ 牝2青 54 横山 典弘紅露 純氏 昆 貢 新冠 新冠橋本牧場 448 ―1：54．52 7．1�
66 ハギノアップロード 牡2黒鹿54 池添 謙一日隈 良江氏 松田 国英 千歳 社台ファーム 464 ―1：54．71� 62．7�
22 フローラルパーク 牝2栗 54 国分 恭介髙橋 正雄氏 加藤 征弘 新冠 ムラカミファーム 488 ―1：54．91� 48．1�
11 シェーングランツ 牝2青鹿54 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 482 ― 〃 クビ 2．7�
55 レッドエンヴィー 牡2鹿 54 C．ルメール 	東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472 ―1：55．0クビ 3．8

78 シゲルクロダイヤ 牡2鹿 54 藤岡 佑介森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 494 ―1：55．31� 25．1�
33 リワードアンヴァル 牡2栗 54 丸山 元気宮﨑 冴子氏 藤原 辰雄 浦河 有限会社

リワード 480 ―1：55．72� 105．6�
44 タイムファクター 牡2栗 54 勝浦 正樹高橋 文男氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 480 ―1：56．44 197．0
89 ハイロードシチー 牡2黒鹿54 菱田 裕二 	友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 492 ―1：57．35 125．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，341，800円 複勝： 39，184，400円 枠連： 8，286，700円
馬連： 42，191，000円 馬単： 29，537，800円 ワイド： 27，949，800円
3連複： 54，608，200円 3連単： 121，026，000円 計： 373，125，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 190円 � 610円 枠 連（7－8） 790円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，890円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 9，090円 3 連 単 ��� 29，510円

票 数

単勝票数 計 503418 的中 � 137965（2番人気）
複勝票数 計 391844 的中 � 95560（2番人気）� 54411（4番人気）� 11534（7番人気）
枠連票数 計 82867 的中 （7－8） 8078（4番人気）
馬連票数 計 421910 的中 �� 29624（4番人気）
馬単票数 計 295378 的中 �� 12105（8番人気）
ワイド票数 計 279498 的中 �� 19692（5番人気）�� 3617（16番人気）�� 2117（21番人気）
3連複票数 計 546082 的中 ��� 4505（23番人気）
3連単票数 計1210260 的中 ��� 2973（64番人気）

ハロンタイム 12．6―12．9―14．7―14．1―12．8―12．5―12．0―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．5―40．2―54．3―1：07．1―1：19．6―1：31．6―1：42．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6
1
3
7，9，6，10（3，4）5（1，2，8）・（7，8）2（6，5）1（3，9）（10，4）

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

勝馬の
紹 介

クラージュゲリエ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タニノギムレット 初出走

2016．2．24生 牡2鹿 母 ジ ュ モ ー 母母 ビスクドール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 ハギノアップロード号の騎手岩田康誠は，検査のため池添謙一に変更。
〔制裁〕 クラージュゲリエ号の騎手J．モレイラは，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
※フローラルパーク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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29日 晴 良 （30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
1：44．9
1：44．9

稍重
稍重

22 リープリングスター 牡2鹿 54 C．ルメール 保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 532 ―1：47．8 1．8�
69 モーンストルム 牝2鹿 54 黛 弘人 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 442 ― 〃 ハナ 16．8�
814 フクノワイルド 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 488 ―1：48．01� 54．5�
57 ルプレジール 牝2鹿 54 J．モレイラ �社台レースホース藤原 英昭 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：48．1� 3．1�
（伯刺）

711 プリモダヴィンチ 牝2黒鹿54 松岡 正海�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 458 ―1：49．8大差 15．6	
813 ダイシンクローバー 牡2黒鹿54 北村 友一大八木信行氏 安田 隆行 新冠 カミイスタット 444 ―1：50．54 10．2

45 デルマシャンティ 牡2芦 54 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 492 ―1：50．6� 136．0�
58 トップノッチ 牡2青鹿54 丸山 元気山口 裕介氏 中竹 和也 浦河 富塚ファーム 466 ― 〃 アタマ 41．3�
11 オーミシンゲン 牡2青鹿54 長岡 禎仁岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 様似 山本 和彦 422 ―1：50．81 248．9
610 サウスグラストップ 牡2栗 54 藤岡 康太南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 486 ―1：51．65 56．5�
712 マンノグランプリ 牡2鹿 54 菱田 裕二萬野 順啓氏 角田 晃一 平取 二風谷ファーム 496 ― 〃 クビ 38．9�
33 ウインバイタル 牡2鹿 54 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 482 ―1：52．66 147．7�
34 サ ン マ リ ブ 牝2栗 54

52 △横山 武史加藤 信之氏 新開 幸一 新ひだか 藤沢牧場 440 ―1：54．4大差 211．1�
46 トモノマウイ 牡2鹿 54 柴山 雄一共田 義夫氏 浜田多実雄 洞	湖 レイクヴィラファーム 490 ―1：55．14 168．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，686，900円 複勝： 35，272，000円 枠連： 9，990，900円
馬連： 33，723，200円 馬単： 23，352，800円 ワイド： 24，449，900円
3連複： 48，789，400円 3連単： 78，633，800円 計： 287，898，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 270円 � 690円 枠 連（2－6） 1，170円

馬 連 �� 1，580円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 530円 �� 1，580円 �� 3，720円

3 連 複 ��� 9，840円 3 連 単 ��� 25，010円

票 数

単勝票数 計 336869 的中 � 153121（1番人気）
複勝票数 計 352720 的中 � 158599（1番人気）� 22851（4番人気）� 7140（9番人気）
枠連票数 計 99909 的中 （2－6） 6614（4番人気）
馬連票数 計 337232 的中 �� 16537（3番人気）
馬単票数 計 233528 的中 �� 9726（4番人気）
ワイド票数 計 244499 的中 �� 12816（4番人気）�� 3874（16番人気）�� 1601（30番人気）
3連複票数 計 487894 的中 ��� 3715（28番人気）
3連単票数 計 786338 的中 ��� 2279（67番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―12．9―12．7―13．1―13．2―12．7―12．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．6―31．5―44．2―57．3―1：10．5―1：23．2―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．3
1
3
・（8，9）（7，12）（4，14）13（5，2）3，1－10＝11－6・（2，9）14（7，12，11）13－8（3，5）－1，4－10＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リープリングスター �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Grand Slam 初出走

2016．2．29生 牡2鹿 母 オールザウェイベイビー 母母 Lustily 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 サウスグラストップ号は，枠入り不良。

ルプレジール号・ダイシンクローバー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ルプレジール号・ダイシンクローバー号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマリブ号・トモノマウイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月29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 フローラルパーク号
※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。



23019 7月29日 晴 良 （30札幌1）第2日 第7競走 ��2，000�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
1：58．6
1：56．1

良
良

44 スマートエレメンツ 牡4鹿 57 C．ルメール 大川 徹氏 鹿戸 雄一 新冠
スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 506－102：00．1 1．7�

66 ジ ャ コ マ ル 牡4鹿 57
55 △横山 武史晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 450－102：00．2� 11．7�

89 エレクトロニカ 牝4鹿 55 J．モレイラ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 432＋162：00．83� 2．6�
（伯刺）

88 マイネルパンドーロ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 480＋ 22：01．01� 21．8�

22 フラッグサルート 牝3鹿 52 池添 謙一吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 440± 02：01．21� 16．1	
77 メ ガ フ レ ア 牡4黒鹿57 藤岡 康太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 478－122：01．3� 27．2

33 フィールインラヴ 牡3黒鹿54 藤岡 佑介大塚 亮一氏 浅見 秀一 浦河 浦河小林牧場 440－ 62：01．61� 22．4�
55 	 ピエスドール 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太田畑 憲士氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 436＋102：02．13 76．0�
11 	 モ ン ト 牡5鹿 57 竹之下智昭平山 靖氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 496－ 42：03．27 151．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 28，088，900円 複勝： 78，499，000円 枠連： 6，490，900円
馬連： 37，234，700円 馬単： 25，413，700円 ワイド： 25，864，400円
3連複： 49，206，900円 3連単： 117，066，400円 計： 367，864，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（4－6） 800円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 200円 �� 120円 �� 320円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 2，410円

票 数

単勝票数 計 280889 的中 � 128803（1番人気）
複勝票数 計 784990 的中 � 581668（1番人気）� 34353（3番人気）� 81668（2番人気）
枠連票数 計 64909 的中 （4－6） 6263（2番人気）
馬連票数 計 372347 的中 �� 41862（2番人気）
馬単票数 計 254137 的中 �� 19977（3番人気）
ワイド票数 計 258644 的中 �� 27983（2番人気）�� 76087（1番人気）�� 14487（3番人気）
3連複票数 計 492069 的中 ��� 82590（1番人気）
3連単票数 計1170664 的中 ��� 35148（7番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．1―12．8―12．6―12．1―11．7―11．5―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―36．5―49．3―1：01．9―1：14．0―1：25．7―1：37．2―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートエレメンツ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．9．4 新潟6着

2014．4．11生 牡4鹿 母 ルビーレジェンド 母母 ル ビ ア 19戦3勝 賞金 47，504，000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。

23020 7月29日 晴 良 （30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
1：40．9
1：40．9

重
重

813 シュンノカミ 牡4青鹿57 吉田 隼人石川 博氏 松元 茂樹 新冠 小泉牧場 504＋ 41：45．9 6．2�
34 � レーヌミラクル 牝5鹿 55

54 ☆木幡 初也酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 486－ 61：46．0� 22．7�
11 ア ヴ ァ ン ト 牡4栗 57 藤岡 康太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 478± 01：46．31� 5．2�
69 セカンドエフォート 牡5青鹿57 小崎 綾也 �シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 490－ 21：46．4� 31．1�
45 ト ラ ネ コ 牡4黒鹿57 J．モレイラ桐谷 茂氏 堀井 雅広 新冠 中本 隆志 434－ 6 〃 アタマ 3．3�

（伯刺）

58 メ ヌ エ ッ ト 牝4芦 55 C．ルメール 	ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 81：46．5クビ 5．4

712� ディーエスファニー 牡4鹿 57 丹内 祐次秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 448－ 81：46．6� 120．2�
57 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 54 柴山 雄一香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 432－ 81：47．23� 10．4�
33 フ ク キ タ ル 牝3黒鹿52 松岡 正海佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 460＋22 〃 ハナ 24．6
814� ヴィレッジダンサー 牝5鹿 55 古川 吉洋�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 492＋10 〃 クビ 128．6�
711 ア レ ー グ ル 牡3鹿 54 藤岡 佑介安原 浩司氏 奥村 豊 新ひだか 岡田牧場 464＋ 61：47．41	 219．5�
610 ショウナンマシェリ 牝5鹿 55

54 ☆加藤 祥太�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 460－ 8 〃 ハナ 30．6�
22 トミケンボハテル 牡4芦 57

55 △菊沢 一樹冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B472－121：48．25 7．3�
46 グッドワード 牝3芦 52 池添 謙一下河�行雄氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 486－ 61：53．9大差 71．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，968，200円 複勝： 37，407，700円 枠連： 12，113，300円
馬連： 58，678，200円 馬単： 24，513，100円 ワイド： 36，448，400円
3連複： 74，932，600円 3連単： 100，841，500円 計： 374，903，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 190円 � 480円 � 170円 枠 連（3－8） 2，600円

馬 連 �� 6，590円 馬 単 �� 12，120円

ワ イ ド �� 1，810円 �� 580円 �� 1，520円

3 連 複 ��� 10，250円 3 連 単 ��� 77，200円

票 数

単勝票数 計 299682 的中 � 38106（4番人気）
複勝票数 計 374077 的中 � 53034（3番人気）� 15736（7番人気）� 67374（1番人気）
枠連票数 計 121133 的中 （3－8） 3604（15番人気）
馬連票数 計 586782 的中 �� 6892（23番人気）
馬単票数 計 245131 的中 �� 1516（45番人気）
ワイド票数 計 364484 的中 �� 5003（22番人気）�� 17105（4番人気）�� 6007（16番人気）
3連複票数 計 749326 的中 ��� 5478（40番人気）
3連単票数 計1008415 的中 ��� 947（274番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．7―43．6―56．4―1：08．9―1：21．1―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．0
1
3
・（2，10）12（6，13）（4，8）（1，14）5，9（7，11）－3・（2，10）（12，13）4，8（5，14）（1，3）（6，7，9）11

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

勝馬の
紹 介

シュンノカミ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2017．1．14 京都2着

2014．3．9生 牡4青鹿 母 タケカワルキューレ 母母 イ セ ス ズ カ 11戦1勝 賞金 14，950，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔騎手変更〕 メヌエット号の騎手岩田康誠は，第3競走での負傷のためC．ルメールに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 グッドワード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月29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。
（非抽選馬） 2頭 ヒトノワドリーム号・レユシット号
※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。



23021 7月29日 晴 良 （30札幌1）第2日 第9競走 ��
��1，800�

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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

33 ローリングタワー 牡4黒鹿57 松岡 正海本間 茂氏 伊藤 伸一 浦河 大道牧場 448＋ 41：47．7 16．2�
55 � トーセンスーリヤ 牡3栗 54 四位 洋文島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 464－ 81：47．91	 3．8�
44 ブリシンガメン 牝4栗 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 446－121：48．32	 58．2�
11 メイショウテンシャ 牡4芦 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 470± 01：48．4	 3．4�
77 エアマスカーニ 牡3栃栗54 J．モレイラ �ラッキーフィールド笹田 和秀 様似 猿倉牧場 438－ 81：48．61 4．7	

（伯刺）

66 
 フ ラ テ ッ リ 牡3栗 52 藤岡 康太吉田 和美氏 池添 学 豪
China Horse Club Racing Pty
Ltd,Grimley Bba Pty
Ltd,Worldwide Bloodstock

538＋ 21：49．13 7．7

22 ユウチェンジ 牡5黒鹿57 C．ルメール�アイテツ 森 秀行 浦河 鎌田 正嗣 B500－ 21：49．52	 5．0�
88 シゲルシイタケ 牡3鹿 54 蛯名 正義森中 蕃氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 462＋ 41：49．92	 11．7�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，509，900円 複勝： 40，830，100円 枠連： 発売なし
馬連： 57，255，600円 馬単： 28，288，200円 ワイド： 33，658，100円
3連複： 65，948，300円 3連単： 135，276，400円 計： 396，766，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 370円 � 150円 � 890円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 720円 �� 2，590円 �� 2，420円

3 連 複 ��� 16，320円 3 連 単 ��� 103，120円

票 数

単勝票数 計 355099 的中 � 17458（7番人気）
複勝票数 計 408301 的中 � 24789（7番人気）� 95887（1番人気）� 9097（8番人気）
馬連票数 計 572556 的中 �� 19480（10番人気）
馬単票数 計 282882 的中 �� 3848（28番人気）
ワイド票数 計 336581 的中 �� 12666（9番人気）�� 3257（25番人気）�� 3497（23番人気）
3連複票数 計 659483 的中 ��� 3030（45番人気）
3連単票数 計1352764 的中 ��� 951（246番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―36．5―48．9―1：01．3―1：13．0―1：24．4―1：35．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ローリングタワー 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．8．27 新潟11着

2014．3．11生 牡4黒鹿 母 メイユーブルーム 母母 フローラルグリーン 22戦3勝 賞金 32，753，000円
〔騎手変更〕 ユウチェンジ号の騎手岩田康誠は，第3競走での負傷のためC．ルメールに変更。
※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29日 晴 良 （30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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

44 メイショウタチマチ 牝5鹿 55 J．モレイラ松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 488－161：44．2 3．5�
（伯刺）

67 タガノヴェローナ 牝4芦 55 国分 恭介八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 476－ 61：45．26 6．3�

55 オージャイト 牝5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 490± 01：45．41� 17．0�
56 アルスフェルト 牝5黒鹿55 勝浦 正樹�G1レーシング 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 61：45．5� 4．6�
710 シアワセデス 牝5鹿 55 藤岡 佑介窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 492＋ 61：45．92� 20．8	
812 ヴォカツィオーネ 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 むかわ 上水牧場 452－14 〃 クビ 12．0

68 ウインポプリ 牝4鹿 55 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 新冠 コスモヴューファーム 444－121：46．0� 166．6�
33 パレスハングリー 牝4黒鹿55 吉田 隼人西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 480－ 61：46．32 3．3�
811 フ ィ ビ ュ ラ 牝5芦 55 北村 宏司�G1レーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512＋ 81：47．04 29．6
79 メイショウナゴミ 牝6青鹿55 菊沢 一樹松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 450－101：47．2� 45．6�
22 エヴォリューション 牝7鹿 55 菱田 裕二岡田 隆寛氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 484＋ 81：48．05 52．0�
11 ア グ ネ ッ タ 牝5鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B470－ 41：49．59 33．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 37，761，000円 複勝： 51，800，300円 枠連： 16，664，400円
馬連： 86，829，600円 馬単： 39，732，000円 ワイド： 54，259，400円
3連複： 112，743，300円 3連単： 161，454，500円 計： 561，244，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 200円 � 310円 枠 連（4－6） 1，310円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，410円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，100円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 8，200円 3 連 単 ��� 28，650円

票 数

単勝票数 計 377610 的中 � 84234（2番人気）
複勝票数 計 518003 的中 � 84721（2番人気）� 68393（4番人気）� 37842（5番人気）
枠連票数 計 166644 的中 （4－6） 9824（5番人気）
馬連票数 計 868296 的中 �� 41598（6番人気）
馬単票数 計 397320 的中 �� 12364（9番人気）
ワイド票数 計 542594 的中 �� 23431（5番人気）�� 12612（9番人気）�� 7293（22番人気）
3連複票数 計1127433 的中 ��� 10311（32番人気）
3連単票数 計1614545 的中 ��� 4085（94番人気）

ハロンタイム 6．7―10．8―11．9―12．5―12．7―12．8―12．6―12．0―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．5―29．4―41．9―54．6―1：07．4―1：20．0―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウタチマチ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2015．12．20 阪神1着

2013．3．5生 牝5鹿 母 サーリセルカ 母母 ラストリゾート 21戦4勝 賞金 76，742，000円
〔騎手変更〕 オージャイト号の騎手岩田康誠は，第3競走での負傷のためC．ルメールに変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アグネッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月29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。



23023 7月29日 晴 良 （30札幌1）第2日 第11競走 ��
��1，800�第66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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

79 デ ィ ア ド ラ 牝4鹿 55 C．ルメール 森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 490 1：46．2 3．2�
55 フロンテアクイーン 牝5鹿 55 蛯名 正義三協ファーム� 国枝 栄 浦河 林 孝輝 460－141：46．73 6．9�
22 ソウルスターリング 牝4青鹿56 北村 宏司 �社台レースホース藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 488＋ 4 〃 クビ 4．5�
33 トーセンビクトリー 牝6鹿 55 池添 謙一島川 �哉氏 中竹 和也 安平 ノーザンファーム 472± 01：46．8クビ 13．4	
78 アンドリエッテ 牝6鹿 55 国分 恭介永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 476＋ 21：47．01	 22．4

811 エテルナミノル 牝5黒鹿55 四位 洋文吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 460－ 2 〃 クビ 17．1�
11 アグレアーブル 牝5青鹿55 J．モレイラ �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 492－121：47．42
 13．2�

（伯刺）

810 ハッピーユニバンス 牝6黒鹿55 藤岡 康太亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：47．5
 64．0
44 ツ ヅ ミ モ ン 牝3黒鹿51 吉田 隼人諸江 幸祐氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 532＋10 〃 クビ 7．8�
66 リバティハイツ 牝3鹿 51 北村 友一 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム 446＋ 61：47．6� 5．9�
67 ティーエスクライ 牝6芦 55 竹之下智昭田畑 利彦氏 武 幸四郎 浦河 浦河日成牧場 458－ 81：50．4大差 96．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 178，080，000円 複勝： 209，123，700円 枠連： 62，216，500円
馬連： 571，157，300円 馬単： 215，249，800円 ワイド： 267，197，500円
3連複： 856，718，100円 3連単： 1，378，812，000円 計： 3，738，554，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 170円 � 170円 枠 連（5－7） 820円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，510円

ワ イ ド �� 370円 �� 390円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，610円 3 連 単 ��� 6，560円

票 数

単勝票数 計1780800 的中 � 444775（1番人気）
複勝票数 計2091237 的中 � 477835（1番人気）� 287946（3番人気）� 284652（4番人気）
枠連票数 計 622165 的中 （5－7） 58329（2番人気）
馬連票数 計5711573 的中 �� 441175（2番人気）
馬単票数 計2152498 的中 �� 106880（1番人気）
ワイド票数 計2671975 的中 �� 188724（1番人気）�� 180621（3番人気）�� 103331（6番人気）
3連複票数 計8567181 的中 ��� 397314（1番人気）
3連単票数 計13788120 的中 ��� 152293（2番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．5―12．1―12．6―12．5―11．8―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．1―22．9―34．4―46．5―59．1―1：11．6―1：23．4―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．1―3F34．6
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ ィ ア ド ラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．2 中京2着

2014．4．4生 牝4鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 17戦6勝 賞金 239，999，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔騎手変更〕 トーセンビクトリー号の騎手岩田康誠は，第3競走での負傷のため池添謙一に変更。
※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。

23024 7月29日 晴 良 （30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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．4
1：27．4

良
良

33 テ ラ ノ ヴ ァ 牝5芦 55 J．モレイラ �社台レースホース須貝 尚介 千歳 社台ファーム 490－ 21：28．3 4．5�
（伯刺）

55 フローレスマジック 牝4鹿 55 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 466－ 61：28．51 1．4�
810 プ レ ト リ ア �3鹿 54 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 442－ 61：28．82 15．9�
77 ニシノカブケ 牡6栗 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 502－ 2 〃 クビ 74．8�
22 キャンディバローズ 牝5鹿 55 北村 友一猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 420± 01：28．9	 9．5�
78 シンフォニア 牝6栗 55 小崎 綾也安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 492－ 61：29．11
 57．6	
89 パルティトゥーラ 牝4黒鹿55 横山 典弘 �キャロットファーム 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 474－ 8 〃 クビ 7．8

66 アロンザモナ 牝4鹿 55 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 B480＋101：29．52 39．3�
44 カレンマタドール �7鹿 57 三津谷隼人鈴木 隆司氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B486－ 21：30．56 207．6

（9頭）
11 プッシュアゲン 牡5栗 57 四位 洋文浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 492－10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 57，616，500円 複勝： 162，051，800円 枠連： 18，141，800円
馬連： 98，297，500円 馬単： 64，058，700円 ワイド： 54，546，800円
3連複： 116，638，600円 3連単： 283，765，400円 計： 855，117，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（3－5） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 140円 �� 660円 �� 340円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 5，300円

票 数

単勝票数 差引計 576165（返還計 21055） 的中 � 102255（2番人気）
複勝票数 差引計1620518（返還計 32652） 的中 � 130350（2番人気）� 1264581（1番人気）� 43433（5番人気）
枠連票数 差引計 181418（返還計 19004） 的中 （3－5） 58423（1番人気）
馬連票数 差引計 982975（返還計 98496） 的中 �� 314133（1番人気）
馬単票数 差引計 640587（返還計 58512） 的中 �� 64261（4番人気）
ワイド票数 差引計 545468（返還計 75007） 的中 �� 143778（1番人気）�� 15371（10番人気）�� 34444（4番人気）
3連複票数 差引計1166386（返還計275905） 的中 ��� 105624（3番人気）
3連単票数 差引計2837654（返還計619195） 的中 ��� 38747（18番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―18．4―29．9―41．9―54．3―1：05．7―1：16．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．4―3F34．0

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

勝馬の
紹 介

テ ラ ノ ヴ ァ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2015．11．23 東京5着

2013．4．16生 牝5芦 母 エアトゥーレ 母母 スキーパラダイス 27戦4勝 賞金 103，547，000円
〔騎手変更〕 テラノヴァ号の騎手岩田康誠は，第3競走での負傷のためJ．モレイラに変更。
〔競走除外〕 プッシュアゲン号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。

３レース目



（30札幌1）第2日 7月29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 135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
1，270，000円
20，860，000円
1，560，000円
28，170，000円
56，011，000円
3，697，000円
1，296，000円

勝馬投票券売得金
557，760，800円
828，056，300円
161，319，900円
1，137，560，300円
540，951，900円
657，072，700円
1，581，239，700円
2，741，036，600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 8，204，998，200円

総入場人員 17，132名 （有料入場人員 11，106名）
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