
24025 8月25日 曇 不良 （30札幌2）第3日 第1競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走9時55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
58．5
57．7

良
重

11 プロトイチバンボシ 牡2栗 54 内田 博幸飯田 真也氏 浅野洋一郎 日高 中館牧場 472＋ 2 59．3 7．2�
55 ケイゴールド 牝2青鹿54 戸崎 圭太友水 達也氏 中野 栄治 新冠 岩見牧場 474－ 2 〃 アタマ 4．4�
44 シ ョ ウ ブ 牡2鹿 54

52 △菊沢 一樹�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 464－ 2 59．62 1．8�
22 ヒョットシテ 牝2鹿 54 丹内 祐次 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 432－101：00．77 92．4�
33 カガストロング 牡2栗 54 川島 信二香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 462＋ 61：01．12� 14．2�
66 キモンボーイ 牡2鹿 54 古川 吉洋小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 480－ 4 〃 アタマ 7．2	
77 ロ マ ン 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか 稲葉牧場 414＋ 61：01．84 28．9

88 グラマラススカイ 牝2黒鹿 54

51 ▲三津谷隼人スリースターズレーシング 西橋 豊治 新冠 アラキフアーム 436＋ 21：02．22� 39．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 18，116，800円 複勝： 26，805，700円 枠連： 発売なし
馬連： 20，394，600円 馬単： 15，387，600円 ワイド： 14，210，100円
3連複： 26，114，800円 3連単： 61，817，800円 計： 182，847，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，670円 馬 単 �� 3，390円

ワ イ ド �� 280円 �� 180円 �� 180円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 6，820円

票 数

単勝票数 計 181168 的中 � 21248（3番人気）
複勝票数 計 268057 的中 � 20088（3番人気）� 25409（2番人気）� 170929（1番人気）
馬連票数 計 203946 的中 �� 9462（5番人気）
馬単票数 計 153876 的中 �� 3402（12番人気）
ワイド票数 計 142101 的中 �� 11166（5番人気）�� 20719（2番人気）�� 21625（1番人気）
3連複票数 計 261148 的中 ��� 31782（1番人気）
3連単票数 計 618178 的中 ��� 6564（24番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．4―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―34．8―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

プロトイチバンボシ �

父 キングヘイロー �


母父 エンドスウィープ デビュー 2018．6．17 函館12着

2016．4．19生 牡2栗 母 ワンモアミイチュー 母母 グリドルボーン 5戦1勝 賞金 6，300，000円

24026 8月25日 曇 稍重 （30札幌2）第3日 第2競走 ��1，500�サラブレッド系2歳
発走10時25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
1：29．1
1：29．1

良
良

22 セントセシリア 牝2栗 54 川島 信二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 386－ 61：33．7 2．8�
55 トーセングラート 牝2鹿 54 黛 弘人島川 �哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 446＋ 41：34．23 6．4�
77 ドゥーエノルドゥ 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 468± 01：34．3� 9．6�
33 モズコールズ 牝2鹿 54 J．モレイラ �キャピタル・システム 牧田 和弥 新冠 三村 卓也 404－ 41：34．51 2．1	

（伯刺）

66 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 414± 01：34．71� 9．6


11 イデアノオモイ 牝2鹿 54
52 △菊沢 一樹益田 修一氏 柄崎 孝 新ひだか 西川富岡牧場 442－ 81：35．33� 72．3�

44 ナツノトビラ 牝2鹿 54
53 ☆木幡 初也堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 422－ 61：36．04 78．8�

（7頭）

売 得 金
単勝： 21，119，700円 複勝： 15，979，200円 枠連： 発売なし
馬連： 22，528，400円 馬単： 16，887，900円 ワイド： 12，765，600円
3連複： 22，481，300円 3連単： 65，868，900円 計： 177，631，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 170円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 230円 �� 400円 �� 500円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 4，910円

票 数

単勝票数 計 211197 的中 � 61038（2番人気）
複勝票数 計 159792 的中 � 39748（2番人気）� 25251（3番人気）
馬連票数 計 225284 的中 �� 20471（3番人気）
馬単票数 計 168879 的中 �� 10592（5番人気）
ワイド票数 計 127656 的中 �� 15687（3番人気）�� 7680（7番人気）�� 5923（9番人気）
3連複票数 計 224813 的中 ��� 12862（5番人気）
3連単票数 計 658689 的中 ��� 9717（18番人気）

ハロンタイム 6．9―12．4―12．7―13．0―12．5―12．4―11．9―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―19．3―32．0―45．0―57．5―1：09．9―1：21．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．2

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

勝馬の
紹 介

セントセシリア 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．8．5 札幌5着

2016．3．9生 牝2栗 母 セ シ リ ア 母母 マ シ ュ ー ル 2戦1勝 賞金 5，700，000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２回 札幌競馬 第３日



24027 8月25日 曇 不良 （30札幌2）第3日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時55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 アルマトップエンド 牡3栗 56 J．モレイラコウトミックレーシング 佐々木晶三 新ひだか タツヤファーム 486＋ 61：44．5 1．6�
（伯刺）

58 ダノンテアトロ 牡3鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 460＋ 21：44．92� 10．7�
33 ミツオサウスポー 牡3栗 56 田辺 裕信菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 B510＋ 61：45．64 7．5�
57 ダイヤモンドベガ 牝3栗 54 吉田 隼人佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 428± 01：46．55 21．8�
814 タガノヤマト 牡3栗 56 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 506－ 2 〃 ハナ 5．4�
11 ペイシャキャサリン 牝3鹿 54 菱田 裕二北所 直人氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 430± 01：46．82 32．6	
22 トミケンバディリ 牡3鹿 56 黛 弘人冨樫 賢二氏 小西 一男 浦河 高昭牧場 486－ 41：47．01 12．1

45 ピンクダイキリ 牝3鹿 54 小崎 綾也髙橋 大氏 中舘 英二 千歳 社台ファーム 444＋ 41：47．1� 171．6�
712 ト ッ プ ギ ア 牡3鹿 56

55 ☆井上 敏樹 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 448＋ 81：47．73� 94．5�
69 スモーキングガン 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太 サンデーレーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 514－ 2 〃 アタマ 146．6�
711 ビービーシールズ 牡3黒鹿56 桑村 真明坂東牧場 藤原 英昭 平取 坂東牧場 550 ― 〃 クビ 74．6�

（北海道）

813 タイガーアイ 牝3鹿 54
52 △菊沢 一樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 400＋ 21：49．29 217．4�

46 ペルランドール 牡3鹿 56 古川 吉洋 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 的場 均 新ひだか 岡田スタツド 456－ 41：49．51� 136．1�

610 グローバルフェイム 牝3芦 54 丸山 元気 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 新ひだか 静内白井牧場 484＋ 8 （競走中止） 114．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，145，500円 複勝： 63，990，200円 枠連： 8，806，200円
馬連： 34，519，500円 馬単： 23，393，900円 ワイド： 25，277，300円
3連複： 47，868，000円 3連単： 80，585，000円 計： 309，585，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 200円 � 160円 枠 連（3－5） 410円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 330円 �� 240円 �� 740円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 4，620円

票 数

単勝票数 計 251455 的中 � 125547（1番人気）
複勝票数 計 639902 的中 � 380311（1番人気）� 35089（5番人気）� 54480（3番人気）
枠連票数 計 88062 的中 （3－5） 16525（2番人気）
馬連票数 計 345195 的中 �� 31517（4番人気）
馬単票数 計 233939 的中 �� 15025（4番人気）
ワイド票数 計 252773 的中 �� 19629（4番人気）�� 29506（2番人気）�� 7590（9番人気）
3連複票数 計 478680 的中 ��� 20647（6番人気）
3連単票数 計 805850 的中 ��� 12624（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．9―42．5―54．8―1：07．2―1：19．7―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルマトップエンド �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2017．6．18 阪神11着

2015．4．13生 牡3栗 母 オーゴンサンデー 母母 ピサノダイヤ 10戦1勝 賞金 9，000，000円
〔競走中止〕 グローバルフェイム号は，競走中に疾病〔左前浅屈腱不全断裂〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 8頭 オーミティグリス号・グヴィアズダ号・スマートフレイ号・デンコウスティール号・ハローダーリン号・

ペイシャスター号・ポップスフラッシュ号・ロイヤルオペラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

24028 8月25日 曇 稍重 （30札幌2）第3日 第4競走 ��
��1，500�サラブレッド系3歳

発走11時25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

11 ベラソヴラーノ 牝3鹿 54
52 △菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 上村 清志 460± 01：31．9 6．4�
34 ホーカスポーカス 牡3鹿 56 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 428± 0 〃 クビ 8．5�
22 ア ス ト ル ム 牡3栗 56 武 豊 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 61：32．0� 7．8�
58 アルレーサー 牡3鹿 56 古川 吉洋�エーティー 昆 貢 浦河 杵臼牧場 446＋ 21：32．21� 9．3�
33 ワンダースイルーロ 牡3黒鹿56 C．スコフィールド 山本 能成氏 森田 直行 新ひだか フクダファーム 504－ 41：32．4� 24．6	

（香港）

712 ウインアイスバーグ 牝3芦 54 C．ルメール�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 416＋ 2 〃 ハナ 3．3

610 イ ナ ロ ア 牝3黒鹿54 戸崎 圭太増田 和啓氏 小島 茂之 平取 二風谷ファーム 470＋ 81：32．61� 42．7�
57 ウインエスキース 牝3栗 54 国分 恭介�ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 456＋ 4 〃 クビ 42．8�
46 ティーサムライ 牡3黒鹿56 I．メンディザバル 深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 478＋ 61：32．81� 7．0

（仏）

69 マーガレットステラ 牝3鹿 54 勝浦 正樹大森 悌次氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム 464± 01：33．01 137．1�
813 エメラルストロング 牝3栗 54 藤岡 康太高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 444－ 6 〃 クビ 6．8�
814 ニシノプログレス 牡3青 56 S．フォーリー 西山 茂行氏 橋口 慎介 新冠 村上 欽哉 B460＋141：33．74 34．1�

（愛）

711 ラプトレックス 	3栗 56 川島 信二 �キャロットファーム 宮本 博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468－ 41：34．33
 41．8�

45 ド ラ ム 牡3鹿 56
55 ☆木幡 初也 H.H．シェイク・ハムダン 田中 剛 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 480 ―1：36．3大差 114．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，155，900円 複勝： 39，883，200円 枠連： 8，259，500円
馬連： 38，931，400円 馬単： 19，258，800円 ワイド： 30，110，600円
3連複： 55，120，200円 3連単： 63，075，700円 計： 277，795，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 290円 � 310円 枠 連（1－3） 2，090円

馬 連 �� 2，350円 馬 単 �� 5，160円

ワ イ ド �� 830円 �� 900円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 34，020円

票 数

単勝票数 計 231559 的中 � 28879（2番人気）
複勝票数 計 398832 的中 � 50203（3番人気）� 34921（6番人気）� 31541（7番人気）
枠連票数 計 82595 的中 （1－3） 3060（8番人気）
馬連票数 計 389314 的中 �� 12790（7番人気）
馬単票数 計 192588 的中 �� 2798（16番人気）
ワイド票数 計 301106 的中 �� 9366（9番人気）�� 8600（11番人気）�� 6908（16番人気）
3連複票数 計 551202 的中 ��� 6836（18番人気）
3連単票数 計 630757 的中 ��� 1344（105番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．6―30．6―43．2―55．9―1：08．0―1：19．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベラソヴラーノ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．12．16 阪神7着

2015．4．6生 牝3鹿 母 ベ ラ ル ー ナ 母母 エンジェルインザモーニング 8戦1勝 賞金 7，550，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ドラム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月25日まで平地競走に出走
できない。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アメリカンドミンゴ号・ナイトレイド号・ノーモアサイレンス号
（非抽選馬） 1頭 アドマイヤテンプウ号
※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。



24029 8月25日 曇 不良 （30札幌2）第3日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走12時15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

69 ロークアルルージュ 牡2芦 54 J．モレイラ尾﨑 恒男氏 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 544 ―1：45．2 7．8�
（伯刺）

22 ハクナマタタ 牡2鹿 54 C．ルメール�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478 ―1：45．73 5．3�
710 カルロスミノル 牡2栗 54

52 △菊沢 一樹吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 468 ―1：45．91� 23．3�
711 デルマルーヴル 牡2青鹿54 福永 祐一浅沼 廣幸氏 戸田 博文 平取 坂東牧場 496 ―1：46．0� 3．2�
33 アイメイドイット 牝2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 400 ―1：46．32 145．0	
56 ビービーシャルト 牡2鹿 54

53 ☆加藤 祥太坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 オリエント牧場 486 ― 〃 アタマ 41．1

11 オリオンパッチ 牡2黒鹿54 M．デムーロ陳 立文氏 加藤 征弘 浦河 バンブー牧場 480 ―1：46．61	 2．8�
813 イマジンラヴ 牡2鹿 54 岩田 康誠薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 484 ―1：48．19 15．9�
44 ペイシャラメント 牝2鹿 54 戸崎 圭太北所 直人氏 蛯名 利弘 浦河 杵臼斉藤牧場 438 ― 〃 クビ 43．6
45 アースエアブリーズ 牝2鹿 54 勝浦 正樹松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 460 ―1：49．710 32．9�
812 ベルキューズ 牝2栗 54 黛 弘人 �ローレルレーシング 武井 亮 新冠 村田牧場 492 ―1：50．55 58．8�
68 オンザタウン 牡2栗 54 小崎 綾也三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 474 ―1：51．35 84．2�
57 ワイルドトレイダー 牡2栗 54 丸山 元気吉岡 泰治氏 松山 将樹 森 笹川大晃牧場 488 ―2：00．3大差 178．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，212，700円 複勝： 32，494，100円 枠連： 7，905，800円
馬連： 34，327，700円 馬単： 19，971，500円 ワイド： 24，452，400円
3連複： 45，563，400円 3連単： 62，528，200円 計： 257，455，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 180円 � 370円 枠 連（2－6） 2，010円

馬 連 �� 1，870円 馬 単 �� 3，720円

ワ イ ド �� 620円 �� 2，110円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 10，360円 3 連 単 ��� 49，000円

票 数

単勝票数 計 302127 的中 � 32331（4番人気）
複勝票数 計 324941 的中 � 38418（4番人気）� 54651（3番人気）� 18956（6番人気）
枠連票数 計 79058 的中 （2－6） 3048（10番人気）
馬連票数 計 343277 的中 �� 14187（6番人気）
馬単票数 計 199715 的中 �� 4023（13番人気）
ワイド票数 計 244524 的中 �� 10749（5番人気）�� 2874（24番人気）�� 4164（15番人気）
3連複票数 計 455634 的中 ��� 3297（30番人気）
3連単票数 計 625282 的中 ��� 925（136番人気）

ハロンタイム 6．7―11．1―12．2―12．3―12．4―12．7―12．4―12．4―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―30．0―42．3―54．7―1：07．4―1：19．8―1：32．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロークアルルージュ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 Redoute’s Choice 初出走

2016．2．19生 牡2芦 母 ルージュクール 母母 Sunday Valentine 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 オンザタウン号・ワイルドトレイダー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月

25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。

24030 8月25日 曇 稍重 （30札幌2）第3日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時45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

48 サトノオンリーワン 牡3芦 56 J．モレイラ里見 治紀氏 堀 宣行 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－ 42：04．2 3．7�

（伯刺）

11 ブライトロージー 牝3栗 54 M．デムーロ吉田 千津氏 林 徹 千歳 社台ファーム 480＋ 42：04．62� 4．5�
12 ソ ー グ レ ア 牡3黒鹿56 横山 典弘�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 470＋ 22：05．02� 8．8�
816 マイネルテンプス 牡3鹿 56 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 466＋10 〃 クビ 60．5�
23 ミ ス ル ー ア 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 428＋ 42：05．1クビ 6．3	
815 レッドプリモ 牝3鹿 54 C．スコフィールド �東京ホースレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 414± 02：05．2� 41．5


（香港）

611 イ ザ ナ ミ 牝3鹿 54
52 △菊沢 一樹永田 和彦氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 396＋ 22：05．41 298．6�

47 エスケートーラス 牡3鹿 56 菱田 裕二菅藤 宗一氏 木原 一良 青森 伊藤牧場 450± 0 〃 クビ 171．3�
36 オテンバキッズ 牝3鹿 54 川島 信二瀬谷 雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 440± 02：05．5� 30．7�
612 パシュパティナート 牝3黒鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム 466＋102：05．82 3．4�
59 エアヴェイユ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太 �ラッキーフィールド吉村 圭司 千歳 社台ファーム 430－ 22：05．9� 34．9�
24 フラッシュテソーロ 牡3黒鹿56 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460± 02：06．0� 280．9�
713 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 530＋ 42：06．1クビ 19．2�
714 ペイシャゲイン 牝3黒鹿54 古川 吉洋北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 482－ 4 〃 アタマ 57．3�
510 ワールドビーター �3鹿 56 武 豊岡 浩二氏 角田 晃一 新冠 株式会社

ノースヒルズ B428＋ 22：10．5大差 46．8�
35 クレージーバローズ 牡3鹿 56 藤岡 康太猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 526＋ 4 （競走中止） 224．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，570，400円 複勝： 38，476，000円 枠連： 10，327，500円
馬連： 36，691，800円 馬単： 18，339，000円 ワイド： 30，628，500円
3連複： 52，549，700円 3連単： 65，269，200円 計： 277，852，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 170円 � 230円 枠 連（1－4） 680円

馬 連 �� 1，170円 馬 単 �� 1，860円

ワ イ ド �� 500円 �� 710円 �� 670円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 12，460円

票 数

単勝票数 計 255704 的中 � 53863（2番人気）
複勝票数 計 384760 的中 � 69039（2番人気）� 59750（3番人気）� 37929（5番人気）
枠連票数 計 103275 的中 （1－4） 11685（3番人気）
馬連票数 計 366918 的中 �� 24163（4番人気）
馬単票数 計 183390 的中 �� 7366（4番人気）
ワイド票数 計 306285 的中 �� 16348（4番人気）�� 10887（10番人気）�� 11486（9番人気）
3連複票数 計 525497 的中 ��� 13426（9番人気）
3連単票数 計 652692 的中 ��� 3795（28番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．7―12．6―12．9―12．8―12．5―12．6―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．4―49．0―1：01．9―1：14．7―1：27．2―1：39．8―1：51．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノオンリーワン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Exchange Rate デビュー 2017．6．4 東京2着

2015．1．11生 牡3芦 母 クリームオンリー 母母 Raspberry Eggcream 9戦1勝 賞金 14，350，000円
〔競走中止〕 クレージーバローズ号は，競走中に異常歩様となったため4コーナー手前で競走中止。
〔調教再審査〕 クレージーバローズ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ワールドビーター号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月25日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スズカローレル号・ランパートエース号
（非抽選馬） 2頭 アドマイヤテン号・プリヒストリー号
※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。



24031 8月25日 曇 稍重 （30札幌2）第3日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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

11 パッションチカ 牝4鹿 55 国分 恭介冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 446＋ 21：10．9 12．2�
35 シャインサンデー 牝4栗 55 J．モレイラ森 保彦氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 424＋ 6 〃 ハナ 3．0�

（伯刺）

23 ベルダニューブ 牝3栗 52 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 450± 01：11．0� 12．5�
510 キャスパリーグ 牝4鹿 55 岩田 康誠杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 450＋ 21：11．21� 3．8�
611 シンデレラメイク 牝3栗 52 菱田 裕二田島 政光氏 �島 一歩 日高 モリナガファーム 470－ 6 〃 アタマ 4．8�
713 ニシノオトコマサリ 牝3青鹿52 勝浦 正樹成田 隆好氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 388－ 4 〃 クビ 44．9�
36 グリニッチヴィレジ 牝5黒鹿55 古川 吉洋 	コロンバスサークル 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 440± 01：11．41� 9．2

612 リーゼントアイリス 牝3黒鹿52 武 豊三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 420＋ 41：11．61� 15．8�
714 ラブユーミー 牝4鹿 55 S．フォーリー 増田 陽一氏 星野 忍 新ひだか 松田牧場 498± 01：12．02� 90．1�

（愛）

24 メイショウハバネラ 牝4栗 55
53 △横山 武史松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 454＋ 2 〃 アタマ 36．0

47 シゲルトウガラシ 牝3鹿 52 丹内 祐次森中 蕃氏 水野 貴広 新ひだか 嶋田牧場 446＋ 41：12．21� 188．5�
816 ミコジェンヌ 牝3栗 52

49 ▲三津谷隼人古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 444± 0 〃 クビ 180．9�
815 ネオヴォイス 牝3鹿 52 川島 信二山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 444＋ 4 〃 アタマ 85．1�
12 	 マナツノヨノユメ 牝4鹿 55

53 △菊沢 一樹國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 472＋241：12．52 57．8�
48 ペイシャゲラン 牝4栗 55 桑村 真明北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 446＋ 81：12．6クビ 62．9�

（北海道）

59 グ ノ ー シ ス 牝3鹿 52 荻野 琢真清水 敏氏 伊藤 正徳 浦河 ミルファーム B472＋161：12．81� 397．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 26，259，200円 複勝： 39，430，400円 枠連： 10，722，100円
馬連： 38，864，700円 馬単： 18，343，100円 ワイド： 30，681，100円
3連複： 53，025，700円 3連単： 66，181，600円 計： 283，507，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 300円 � 180円 � 320円 枠 連（1－3） 1，340円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 6，300円

ワ イ ド �� 930円 �� 1，760円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，410円 3 連 単 ��� 49，310円

票 数

単勝票数 計 262592 的中 � 17178（5番人気）
複勝票数 計 394304 的中 � 30987（5番人気）� 67491（2番人気）� 29562（6番人気）
枠連票数 計 107221 的中 （1－3） 6191（5番人気）
馬連票数 計 388647 的中 �� 12722（9番人気）
馬単票数 計 183431 的中 �� 2181（25番人気）
ワイド票数 計 306811 的中 �� 8522（11番人気）�� 4362（18番人気）�� 9685（8番人気）
3連複票数 計 530257 的中 ��� 5363（23番人気）
3連単票数 計 661816 的中 ��� 973（160番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．8―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．4―34．9―46．7―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パッションチカ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 Machiavellian デビュー 2016．8．14 新潟10着

2014．4．10生 牝4鹿 母 コ ル チ カ 母母 Ivrea 15戦2勝 賞金 18，300，000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。
（非抽選馬） 2頭 ファルコンレイナ号・メイショウタンゴ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

24032 8月25日 曇 不良 （30札幌2）第3日 第8競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時50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

33 タンタラスノオカ 牡5黒鹿57 岩田 康誠嶋田 賢氏 田中 清隆 むかわ ヤマイチ牧場 516＋20 57．9 4．2�
11 ウイナーズロード 牝4青鹿 55

53 △横山 武史�宮内牧場 寺島 良 浦河 宮内牧場 418－ 4 〃 クビ 5．9�
56 � セイウンストリーム 牡4鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 水野 貴広 米 Jack

Swain III 470－ 2 58．11	 3．4�
67 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± 0 58．2� 4．2�
79 サ マ ニ ー 
5青鹿57 内田 博幸井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B472＋ 2 58．73 44．4�
44 � アドマイヤホルン 牝4栗 55 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 398－ 4 58．91	 20．7	
811 タイキラメール 牡5栗 57 福永 祐一�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 474－ 6 59．11	 9．5

710 ブランオラージュ 牡4芦 57 藤岡 康太ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 436± 0 〃 クビ 15．6�
68 リルティングインク 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 4 59．2� 94．9
55 オモイサイフ 牡4栗 57 川島 信二小田切有一氏 谷 潔 浦河 荻伏三好フ

アーム 500＋ 6 〃 アタマ 64．1�
22 ホウロクダマ 牡4鹿 57 I．メンディザバル �ノルマンディーサラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 558－ 2 59．3� 23．2�

（仏）

812 メイショウフレイヤ 牝5栗 55
53 △菊沢 一樹松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 466－ 2 59．51	 90．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，579，700円 複勝： 33，847，700円 枠連： 8，358，800円
馬連： 38，834，500円 馬単： 20，729，700円 ワイド： 28，215，200円
3連複： 52，790，200円 3連単： 74，691，400円 計： 282，047，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 190円 � 130円 枠 連（1－3） 1，360円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 460円 �� 330円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 7，330円

票 数

単勝票数 計 245797 的中 � 45927（3番人気）
複勝票数 計 338477 的中 � 54500（3番人気）� 40076（5番人気）� 76744（1番人気）
枠連票数 計 83588 的中 （1－3） 4761（6番人気）
馬連票数 計 388345 的中 �� 25119（5番人気）
馬単票数 計 207297 的中 �� 8224（6番人気）
ワイド票数 計 282152 的中 �� 15097（5番人気）�� 22850（2番人気）�� 18503（3番人気）
3連複票数 計 527902 的中 ��� 27037（3番人気）
3連単票数 計 746914 的中 ��� 7378（13番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．3―11．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．5―34．8―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タンタラスノオカ �
�
父 アッミラーレ �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2015．8．22 新潟1着

2013．3．2生 牡5黒鹿 母 カンタベリーラヴ 母母 エイダイアスワン 10戦3勝 賞金 27，600，000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 ヤマニンラボーナ号
※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。



24033 8月25日 曇 稍重 （30札幌2）第3日 第9競走 ��
��2，600�

しゃこたん

積 丹 特 別
発走14時25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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

710� バ リ ン グ ラ 牡4鹿 57 J．モレイラ �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-
stown Stud B536－ 62：45．5 2．8�

（伯刺）

11 トロピカルストーム 	5黒鹿57 M．デムーロ吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 452＋102：46．03 3．4�

33 ウォルビスベイ 牡3黒鹿54 四位 洋文 �社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 448＋ 22：46．32 4．6�
56 ピッツィカート 	5鹿 57 丸山 元気 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：46．51
 16．7�
22 サトノシャーク 牡4鹿 57 武 豊 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 520－ 2 〃 ハナ 13．1	
44 シャイニーロケット 牡3鹿 54 古川 吉洋小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 456－102：46．6
 35．2

68 ドルフィンマーク 	5黒鹿57 S．フォーリー 大塚 亮一氏 渡辺 薫彦 浦河 杵臼牧場 B500－ 82：46．81 32．4�

（愛）

67 ヴァンクールシルク 牡4栗 57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 582± 02：48．6大差 5．5�
812 ビレッジソング 牝7鹿 55 城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 438－ 42：49．02
 172．8
811 ランパートエース 牡3栗 54 柴山 雄一村上 稔氏 大橋 勇樹 日高 出口牧場 484＋142：49．53 298．7�
79 エンドウォーニング 牡3栗 54 長岡 禎仁井上 久光氏 高市 圭二 新冠 石田牧場 474－ 62：49．92 132．7�
55 ヴィーヴルサヴィ 牡3鹿 54 黛 弘人ライオンレースホース� 林 徹 千歳 社台ファーム B494－ 2 〃 ハナ 298．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，873，900円 複勝： 39，539，100円 枠連： 9，323，100円
馬連： 52，142，000円 馬単： 26，690，000円 ワイド： 34，030，500円
3連複： 69，102，200円 3連単： 108，739，600円 計： 373，440，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 130円 � 130円 � 150円 枠 連（1－7） 520円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 240円 �� 310円 �� 260円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 3，940円

票 数

単勝票数 計 338739 的中 � 93903（1番人気）
複勝票数 計 395391 的中 � 77361（2番人気）� 82956（1番人気）� 63786（3番人気）
枠連票数 計 93231 的中 （1－7） 13886（1番人気）
馬連票数 計 521420 的中 �� 72701（1番人気）
馬単票数 計 266900 的中 �� 18386（1番人気）
ワイド票数 計 340305 的中 �� 37638（1番人気）�� 26721（5番人気）�� 33953（2番人気）
3連複票数 計 691022 的中 ��� 54675（2番人気）
3連単票数 計1087396 的中 ��� 19990（3番人気）

ハロンタイム 13．3―12．1―13．2―13．3―12．5―13．2―13．6―13．1―12．6―12．3―12．3―11．9―12．1

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�
13．3―25．4―38．6―51．9―1：04．4―1：17．6―1：31．2―1：44．3―1：56．9―2：09．2―2：21．5―2：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�バ リ ン グ ラ �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Montjeu デビュー 2016．11．26 東京1着

2014．2．27生 牡4鹿 母 Sweet Dreams Baby 母母 Shahtoush 10戦3勝 賞金 38，319，000円
※ランパートエース号は，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。

24034 8月25日 曇 稍重 （30札幌2）第3日 第10競走 ��
��1，200�2018ワールドオールスタージョッキーズ第1戦

発走15時00分 （国際騎手招待） （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下29．8．26以降30．8．19まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る；負担重量は，3
歳56�4歳以上58�，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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

814 アイファープリティ 牝5鹿 56 武 豊中島 稔氏 �島 一歩 新冠 川上 悦夫 448± 01：11．1 18．9�
45 サラデコラシオン 牝4栗 56 R．ベハラーノ 川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 440＋ 61：11．2	 20．2�

（米）

610 コロラトゥーレ 牝4鹿 56 福永 祐一廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 450－ 4 〃 クビ 3．5�
33 ショウナンアエラ 牡4黒鹿58 内田 博幸国本 哲秀氏 奥村 武 浦河 大北牧場 B492＋ 61：11．3	 3．2�
711 イ キ オ イ 牡6鹿 58 M．デムーロ西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 450＋ 61：11．4クビ 16．7�
813 ワンダフルラッシュ 牝5黒鹿56 田辺 裕信 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 様似 様似共栄牧場 456＋ 6 〃 ハナ 6．2	
712 グランドポピー 牝6栗 56 S．コレット田畑 利彦氏 高柳 大輔 浦河 宮内牧場 492＋ 21：11．5
 28．3


（新）

22 シルヴァーコード 牝6芦 56 J．モレイラ田上 雅春氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 474－ 4 〃 クビ 5．7�
（伯刺）

58 ヴァッフシュテルケ 牡7青鹿58 C．ルメール�宮内牧場 寺島 良 浦河 宮内牧場 450－ 61：11．6クビ 20．2
57 レヴァンタール �9鹿 58 桑村 真明岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 454－ 21：11．81� 285．4�

（北海道）

46 ショウナンマッシブ 牡4鹿 58 I．メンディザバル 国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 468－101：11．9
 41．3�
（仏）

69  スズカプリオール 牡7鹿 58 C．スコフィールド 永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B494－ 61：12．32	 282．9�
（香港）

34 アイアンクロー 牡3栗 56 S．フォーリー 藤井聡一郎氏 斉藤 崇史 日高 チャンピオン
ズファーム 424－ 61：12．62 32．5�

（愛）

11 ト キ ワ 牝6鹿 56 戸崎 圭太田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 478－ 41：13．02	 63．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 45，772，000円 複勝： 53，299，500円 枠連： 18，879，900円
馬連： 97，624，400円 馬単： 41，574，000円 ワイド： 55，154，800円
3連複： 133，612，200円 3連単： 166，407，800円 計： 612，324，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，890円 複 勝 � 420円 � 370円 � 160円 枠 連（4－8） 2，930円

馬 連 �� 16，020円 馬 単 �� 32，370円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 990円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 13，370円 3 連 単 ��� 129，440円

票 数

単勝票数 計 457720 的中 � 19328（6番人気）
複勝票数 計 532995 的中 � 27577（7番人気）� 32417（5番人気）� 116795（1番人気）
枠連票数 計 188799 的中 （4－8） 4980（13番人気）
馬連票数 計 976244 的中 �� 4720（40番人気）
馬単票数 計 415740 的中 �� 963（82番人気）
ワイド票数 計 551548 的中 �� 3386（40番人気）�� 14641（7番人気）�� 13855（10番人気）
3連複票数 計1336122 的中 ��� 7492（46番人気）
3連単票数 計1664078 的中 ��� 932（398番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．7―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイファープリティ �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2015．10．12 京都2着

2013．6．5生 牝5鹿 母 ヤマノラヴリー 母母 レディランサム 23戦4勝 賞金 55，238，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



24035 8月25日 曇 稍重 （30札幌2）第3日 第11競走 ��
��2，000�2018ワールドオールスタージョッキーズ第2戦

発走15時35分 （国際騎手招待） （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下29．8．26以降30．8．19まで平地競走（地方競馬指定交流競
走および理事長が別に定める外国の競走を含む。）に出走した馬に限る，除未出走馬お
よび未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上58�，牝馬2�減

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

33 レッドジェノヴァ 牝4青鹿56 C．ルメール �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 486－ 62：04．4 3．4�
68 ギブアンドテイク �7栗 58 S．フォーリー 嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 470＋ 22：04．72 22．7�

（愛）

710 ドレッドノータス �5栗 58 戸崎 圭太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458＋102：05．02 8．6�
45 アドマイヤエイカン 牡5鹿 58 C．スコフィールド 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 502－ 42：05．1	 4．3�

（香港）

711 ハナズレジェンド 牡5栗 58 I．メンディザバル 広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 460＋ 42：05．2クビ 7．5	
（仏）

812 ワールドレーヴ 牡8黒鹿58 武 豊嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 470± 02：05．3
 35．5

813 プロフェット 牡5鹿 58 桑村 真明 �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460± 02：05．51	 5．1�

（北海道）

56 ショウナンマルシェ �7青鹿58 M．デムーロ国本 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 470＋ 22：05．6クビ 19．7�

57 ウインフェニックス 牡7鹿 58 R．ベハラーノ�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 482＋ 22：05．7	 19．8
（米）

69 � マコトガラハッド �5鹿 58 S．コレット�ディアマント �島 一歩 様似 出口 繁夫 480± 0 〃 クビ 68．9�
（新）

22 パワーポケット 牡6黒鹿58 J．モレイラ柳原 達也氏 中野 栄治 浦河 ダイヤモンドファーム 538＋ 42：05．8クビ 12．7�
（伯刺）

11 セイカエドミザカ 牡5栗 58 福永 祐一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 498＋142：06．01 58．2�
44 � エリモジパング 牡8青鹿58 内田 博幸山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 460－ 22：06．53 229．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 75，571，200円 複勝： 95，835，300円 枠連： 40，692，600円
馬連： 201，132，100円 馬単： 79，403，200円 ワイド： 103，796，100円
3連複： 288，696，300円 3連単： 390，148，000円 計： 1，275，274，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 170円 � 430円 � 250円 枠 連（3－6） 3，240円

馬 連 �� 3，730円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 620円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 8，300円 3 連 単 ��� 37，030円

票 数

単勝票数 計 755712 的中 � 176296（1番人気）
複勝票数 計 958353 的中 � 183055（2番人気）� 47117（7番人気）� 97597（5番人気）
枠連票数 計 406926 的中 （3－6） 9711（13番人気）
馬連票数 計2011321 的中 �� 41728（14番人気）
馬単票数 計 794032 的中 �� 10699（22番人気）
ワイド票数 計1037961 的中 �� 18443（16番人気）�� 45819（5番人気）�� 10965（29番人気）
3連複票数 計2886963 的中 ��� 26062（30番人気）
3連単票数 計3901480 的中 ��� 7637（120番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―37．2―50．5―1：03．6―1：16．3―1：28．6―1：40．6―1：52．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
1，5（2，3，6）（4，10）8，13（9，7）11－12・（1，5）6（2，3，10）（4，8，13）（7，11）9，12

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

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 13戦5勝 賞金 74，774，000円
※出走取消馬 デルマサリーチャン号（疾病〔感冒〕のため）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

24036 8月25日 曇 不良 （30札幌2）第3日 第12競走 ��1，700�ニ セ コ 特 別
発走16時15分 （ダート・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 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

45 リ ア リ ス ト 牡5鹿 57 J．モレイラ吉澤 克己氏 相沢 郁 安平 ノーザンファーム B488＋ 61：43．8 3．6�
（伯刺）

11 フラベリフォーム 牡3鹿 54 C．ルメール 水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 454－ 61：44．75 2．1�
34 レンズフルパワー 牡6鹿 57 丸山 元気田畑 富子氏 南田美知雄 浦河 宮内牧場 502＋ 61：45．12� 15．8�
711 オールウェイズゼア 牡4黒鹿57 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 474－ 21：45．31� 20．2�
22 ブロンズケイ 牡3黒鹿54 菱田 裕二畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 500－ 61：45．51 14．7�
33 リセンティート 牡4鹿 57 丹内 祐次米津 佳昭氏 尾形 和幸 新ひだか 及川 ミツ子 512＋ 81：45．6� 51．5�
46 ゴッドスパロウ 牡3鹿 54 古川 吉洋中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 532＋ 61：45．81� 85．7	
814 マコトキッショウ 牡3芦 54 福永 祐一
ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 474＋101：46．12 4．1�
57 ステリファラス 牡3鹿 54 内田 博幸ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484－ 21：46．52� 122．5�
69 トミケンボハテル 牡4芦 57 黛 弘人冨樫 賢二氏 武市 康男 日高 藤本ファーム B482＋101：47．03 25．9
712 クリノプラハ 牡5鹿 57 川島 信二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 528＋ 21：47．85 411．0�
58 ニシノストーリー 牝4黒鹿55 勝浦 正樹西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 428＋ 21：48．43� 197．5�
610 ア レ ー グ ル 牡3鹿 54 小崎 綾也安原 浩司氏 奥村 豊 新ひだか 岡田牧場 474＋101：51．4大差 452．5�
813� 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 504＋ 81：52．78 111．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 57，647，000円 複勝： 62，261，000円 枠連： 19，156，300円
馬連： 91，529，700円 馬単： 55，144，700円 ワイド： 56，478，100円
3連複： 129，037，600円 3連単： 229，557，200円 計： 700，811，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 110円 � 220円 枠 連（1－4） 350円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 190円 �� 570円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，530円 3 連 単 ��� 6，050円

票 数

単勝票数 計 576470 的中 � 126552（2番人気）
複勝票数 計 622610 的中 � 96067（2番人気）� 239910（1番人気）� 45303（4番人気）
枠連票数 計 191563 的中 （1－4） 41384（1番人気）
馬連票数 計 915297 的中 �� 185586（1番人気）
馬単票数 計 551447 的中 �� 47443（4番人気）
ワイド票数 計 564781 的中 �� 95199（1番人気）�� 21937（5番人気）�� 28382（4番人気）
3連複票数 計1290376 的中 ��� 62948（2番人気）
3連単票数 計2295572 的中 ��� 27493（13番人気）

ハロンタイム 6．7―10．8―11．7―12．6―13．0―12．5―12．3―12．0―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．5―29．2―41．8―54．8―1：07．3―1：19．6―1：31．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5
1
3
10，5（1，14）（2，9，13）11，3－4（6，12）－8－7
5（14，11）10，1（2，3，9，12）（4，13，6）－7，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リ ア リ ス ト �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Numerous デビュー 2015．10．17 東京11着

2013．4．11生 牡5鹿 母 リアリサトリス 母母 Riziere 22戦3勝 賞金 48，951，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アレーグル号・キャッチヒストリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月

25日まで平地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 サンヘレナ号
※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。



（30札幌2）第3日 8月25日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
不良

競走回数 12回 出走頭数 153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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

192，770，000円
9，070，000円
17，080，000円
2，060，000円
24，910，000円
37，030，000円
62，854，000円
16，776，000円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
407，024，000円
541，841，400円
142，431，800円
707，520，800円
355，123，400円
445，800，300円
975，961，600円
1，434，870，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，010，573，700円

総入場人員 9，262名 （有料入場人員 7，930名）
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