
23049 8月10日 曇 不良 （1札幌1） 第5日 第1競走 ��
��1，700�2歳未勝利

発走9時50分 （ダート・右）
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
1：44．9
1：44．9

稍重
稍重

813 ヤ ウ ガ ウ 牡2鹿 54 C．ルメール �Gリビエール・
レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B456＋ 41：45．2 1．7�

610 フ ラ ー レ ン 牝2鹿 54 藤岡 康太 �サンデーレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 494－ 81：45．51� 10．6�
58 クローストゥミー 牡2鹿 54 池添 謙一保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 492± 0 〃 クビ 6．3�
33 ラフリッグフェル 牝2栗 54 藤岡 佑介 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 428－101：46．67 54．2�
712 ヤマノマタカ 牡2鹿 54 吉田 隼人澤村 敏雄氏 相沢 郁 浦河 大北牧場 454－ 21：46．7� 263．6	
57 ウルトラマリン 牝2栗 54 岩田 康誠吉澤 克己氏 今野 貞一 新ひだか 田中 裕之 458－ 21：46．8� 7．0

11 アピテソーロ 牡2青鹿 54

53 ☆横山 武史了德寺健二ホール
ディングス� 武井 亮 安平 追分ファーム 480＋ 21：46．9� 11．3�

711 アイルビーメジャー 牡2栗 54 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 41：47．32� 82．9�
22 ヨシノパナギア 牝2青鹿 54

51 ▲菅原 明良清水 義德氏 宗像 義忠 新ひだか 木田牧場 474＋ 41：47．4� 94．9
45 タガノキトピロ 牡2栗 54 菱田 裕二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋ 21：47．5� 28．6�
34 ラグリマスネグラス 牡2栗 54

51 ▲団野 大成多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 飛野牧場 552＋ 61：47．71 23．0�
814 スズカコーズマンボ 牡2鹿 54 桑村 真明永井 啓弍氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458＋ 2 〃 ハナ 110．3�

（北海道）

46 テントップギヤ 牡2鹿 54
53 ☆坂井 瑠星天白 泰司氏 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 442－ 61：48．23 148．1�

69 セ コ イ ア 牝2栗 54 原田 和真鈴木 芳夫氏 竹内 正洋 新ひだか 見上牧場 454＋101：50．0大差 171．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，106，500円 複勝： 49，690，700円 枠連： 8，821，500円
馬連： 38，492，900円 馬単： 23，377，100円 ワイド： 33，799，400円
3連複： 58，475，600円 3連単： 86，759，800円 計： 330，523，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 170円 枠 連（6－8） 770円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 280円 �� 290円 �� 660円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 計 311065 的中 � 146478（1番人気）
複勝票数 計 496907 的中 � 264134（1番人気）� 41841（4番人気）� 41908（3番人気）
枠連票数 計 88215 的中 （6－8） 8851（2番人気）
馬連票数 計 384929 的中 �� 39268（3番人気）
馬単票数 計 233771 的中 �� 15784（3番人気）
ワイド票数 計 337994 的中 �� 33100（2番人気）�� 31174（3番人気）�� 11604（8番人気）
3連複票数 計 584756 的中 ��� 36301（3番人気）
3連単票数 計 867598 的中 ��� 14701（6番人気）

ハロンタイム 6．7―10．5―12．2―12．8―12．8―12．4―12．7―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．2―29．4―42．2―55．0―1：07．4―1：20．1―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤ ウ ガ ウ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Tiznow デビュー 2019．7．28 札幌2着

2017．4．27生 牡2鹿 母 テ ス テ ィ コ 母母 Last Crown 2戦1勝 賞金 7，800，000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。
（非抽選馬） 3頭 クレパト号・ジェッティー号・デルマオニキス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

23050 8月10日 曇 稍重 （1札幌1） 第5日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時25分 （芝・右）
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
1：48．3
1：45．6

良
良

45 コスミックエナジー 牝2栗 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 438－ 21：51．0 2．7�
69 ウインドジャマー 牡2鹿 54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 480± 01：51．1� 3．4�
58 ハギノエスペラント 牡2青鹿54 藤岡 康太日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 460＋ 41：51．2クビ 30．6�
22 ウインセレナード 牝2鹿 54 松岡 正海�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 452－ 4 〃 クビ 24．4�
57 クリノティファニー 牝2芦 54 横山 典弘栗本 博晴氏 須貝 尚介 日高 木村牧場 422± 0 〃 アタマ 46．2�
814 ドゥラモット 牝2黒鹿54 池添 謙一合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－ 61：51．41 7．0	
11 コスモタイシ 牡2栗 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 454－ 2 〃 クビ 8．7

34 ヴィクトワールボス 牡2黒鹿54 岩田 康誠小田 吉男氏 岩戸 孝樹 日高 シンボリ牧場 502± 01：51．5� 12．7�
711 クラウンマハロ 牡2黒鹿54 柴山 雄一�クラウン 尾形 和幸 日高 クラウン日高牧場 496＋ 41：51．6� 533．1�
712 ワンダーカムラング 牡2黒鹿54 石川 倭山本 能成氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 462－ 61：52．13 45．1

（北海道）

33 クリノテッパン 牡2鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 天間 昭一 日高 川島 正広 468－ 61：53．37 474．6�
46 ワイルドピット 牡2栗 54

51 ▲菅原 明良 TURH 浅野洋一郎 新ひだか 今 牧場 424－ 61：53．4� 304．4�
813 シャーベットフィズ 牡2黒鹿54 吉田 隼人橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 460－ 61：53．82� 218．3�
610 マイネルソラス 牡2芦 54

53 ☆横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田正一郎 浦河 荻伏三好フ

アーム 458＋ 41：54．54 13．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，975，900円 複勝： 41，403，800円 枠連： 9，281，900円
馬連： 37，625，000円 馬単： 19，130，300円 ワイド： 34，532，100円
3連複： 52，895，900円 3連単： 66，604，200円 計： 289，449，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 140円 � 140円 � 460円 枠 連（4－6） 490円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 240円 �� 900円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 2，790円 3 連 単 ��� 10，030円

票 数

単勝票数 計 279759 的中 � 83563（1番人気）
複勝票数 計 414038 的中 � 93510（1番人気）� 89383（2番人気）� 14896（8番人気）
枠連票数 計 92819 的中 （4－6） 14584（1番人気）
馬連票数 計 376250 的中 �� 57053（1番人気）
馬単票数 計 191303 的中 �� 14423（1番人気）
ワイド票数 計 345321 的中 �� 43292（1番人気）�� 8939（11番人気）�� 7292（14番人気）
3連複票数 計 528959 的中 ��� 14185（6番人気）
3連単票数 計 666042 的中 ��� 4811（19番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．3―12．6―12．8―12．9―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．4―47．7―1：00．3―1：13．1―1：26．0―1：38．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．9
1
3

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

勝馬の
紹 介

コスミックエナジー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．7．21 函館2着

2017．3．12生 牝2栗 母 ミクロコスモス 母母 ユーアンミー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 マイネルソラス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ウインドジャマー号の騎手C．ルメールは，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：8番・2番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

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５日



23051 8月10日 曇 不良 （1札幌1） 第5日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・右）

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

610 テーオーポシブル 牡3鹿 56 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 454－101：44．2 9．5�
46 ゴーインピース 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星下河辺俊行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 438＋141：44．3� 206．6�
22 シゲルクロダイヤ 牡3鹿 56 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 496± 01：44．62 5．4�
712 サンライズギガ 牡3栗 56 桑村 真明松岡 隆雄氏 羽月 友彦 日高 ヤナガワ牧場 448＋ 41：45．34 42．0�

（北海道）

58 ヤークトボマー 牡3栗 56 横山 典弘西森 鶴氏 中川 公成 新ひだか ニシケンフアーム 466＋ 61：45．4� 2．4�
813 シービークラーケン 牡3芦 56 C．ルメール 千明牧場 鈴木 伸尋 浦河 千明牧場 514－ 2 〃 アタマ 5．3�
57 ビービーシャルト �3鹿 56 勝浦 正樹坂東 勝彦氏 野中 賢二 新冠 オリエント牧場 482－ 41：45．61� 10．2	
34 エスキシータ 牝3黒鹿54 荻野 極吉田 晴哉氏 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 4 〃 ハナ 31．6

45 エルデリュミエール 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム B470± 01：45．7� 259．8�

11 ヴィヴァンフィーユ 牝3栗 54 岩田 康誠 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 41：45．8� 26．7

33 ペイシャジュエル 牡3芦 56 菱田 裕二北所 直人氏 松永 康利 新冠 ラツキー牧場 B472－ 8 〃 クビ 9．8�
711 スキンズマッチ 牡3鹿 56 国分 恭介岡 浩二氏 大根田裕之 新冠 スカイビーチステーブル 428－ 41：46．43� 18．1�
814 デルマエトワール 牝3芦 54

51 ▲団野 大成浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 482－ 81：46．82� 127．2�
69 ラブミフォーエバー 牡3芦 56 横山 和生村田 哲朗氏 勢司 和浩 新ひだか 桜井牧場 444± 01：49．1大差 237．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 20，692，800円 複勝： 32，082，800円 枠連： 7，793，100円
馬連： 31，568，000円 馬単： 15，778，900円 ワイド： 25，567，100円
3連複： 48，166，800円 3連単： 60，138，000円 計： 241，787，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 290円 � 3，920円 � 200円 枠 連（4－6） 25，370円

馬 連 �� 95，940円 馬 単 �� 139，220円

ワ イ ド �� 19，380円 �� 930円 �� 10，770円

3 連 複 ��� 159，840円 3 連 単 ��� 1，063，410円

票 数

単勝票数 計 206928 的中 � 17258（4番人気）
複勝票数 計 320828 的中 � 29470（4番人気）� 1651（13番人気）� 51875（2番人気）
枠連票数 計 77931 的中 （4－6） 238（30番人気）
馬連票数 計 315680 的中 �� 255（69番人気）
馬単票数 計 157789 的中 �� 85（127番人気）
ワイド票数 計 255671 的中 �� 331（65番人気）�� 7418（8番人気）�� 597（53番人気）
3連複票数 計 481668 的中 ��� 226（180番人気）
3連単票数 計 601380 的中 ��� 41（1065番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．1―30．4―43．2―56．0―1：08．6―1：20．7―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6
1
3
6，8（1，10）（2，4，13）（3，5，14）（12，11）－7＝9
6（8，10）（1，13）2（4，14）（3，5，11，7）12－9

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

勝馬の
紹 介

テーオーポシブル �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Afternoon Deelites デビュー 2018．11．3 京都10着

2016．4．10生 牡3鹿 母 リーグルメアリー 母母 Really Rising 7戦1勝 賞金 11，050，000円
〔3走成績による出走制限〕 デルマエトワール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月10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 ウインゴライアス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

23052 8月10日 曇 稍重 （1札幌1） 第5日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

牝；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
1：07．5
1：06．5

良
良

35 シシリエンヌ 牝3青鹿54 吉田 隼人手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B486＋ 41：10．1 50．4�
11 アセンダント 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 438＋ 2 〃 クビ 2．9�
612 マ カ リ カ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �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 432± 01：10．42 31．4�
47 ペイシャマキアージ 牝3黒鹿54 加藤 祥太北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 B464－ 21：10．61 55．1�
24 ドゥシャンパーニュ 牝3青鹿 54

51 ▲団野 大成大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 414－10 〃 クビ 11．4�
714 バームブラック 牝3黒鹿 54

53 ☆横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B432－ 2 〃 クビ 19．9	

59 フレンチチェリー 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 千津氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 450＋ 41：10．7� 14．7

713 ホットスタンプ 牝3栗 54 桑村 真明岡田 牧雄氏 菊川 正達 新冠 石郷岡 雅樹 B452＋ 4 〃 アタマ 359．6�

（北海道）

23 マジックシード 牝3鹿 54 国分 恭介�G1レーシング 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋141：10．8クビ 118．4�

611 ゴールドエクセル 牝3栗 54 横山 和生居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 428＋ 4 〃 アタマ 56．2
815 スマートレジーナ 牝3鹿 54 横山 典弘大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 株式会社ス

マート 420＋ 61：11．11� 47．2�
510 インディゴブルー 牝3黒鹿54 藤岡 康太近藤 英子氏 松下 武士 安平 ノーザンファーム 406－ 4 〃 ハナ 13．6�
36 グレイシャスギャル 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 426＋10 〃 クビ 17．0�
816 ノンストップ 牝3黒鹿54 C．ルメールゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428－ 21：11．52� 2．2�
12 ロ ジ タ イ ム 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良久米田正明氏 古賀 慎明 新冠 オリエント牧場 454＋ 81：11．71 232．1�
48 ライトアップゼア 牝3鹿 54 松岡 正海岡田 牧雄氏 大江原 哲 伊達 高橋農場 B450－ 61：12．12� 74．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，219，000円 複勝： 39，538，500円 枠連： 10，195，100円
馬連： 38，339，100円 馬単： 20，755，300円 ワイド： 35，637，000円
3連複： 58，855，900円 3連単： 68，794，900円 計： 297，334，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，040円 複 勝 � 970円 � 160円 � 590円 枠 連（1－3） 1，490円

馬 連 �� 6，990円 馬 単 �� 20，670円

ワ イ ド �� 2，200円 �� 8，040円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 37，310円 3 連 単 ��� 348，780円

票 数

単勝票数 計 252190 的中 � 3999（10番人気）
複勝票数 計 395385 的中 � 8572（11番人気）� 85028（2番人気）� 14845（8番人気）
枠連票数 計 101951 的中 （1－3） 5271（6番人気）
馬連票数 計 383391 的中 �� 4246（17番人気）
馬単票数 計 207553 的中 �� 753（52番人気）
ワイド票数 計 356370 的中 �� 4171（21番人気）�� 1114（60番人気）�� 7477（14番人気）
3連複票数 計 588559 的中 ��� 1183（100番人気）
3連単票数 計 687949 的中 ��� 143（703番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．7―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．1―34．6―46．3―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（1，8）（6，5，10）（2，4，12，16）15（7，14）（3，13，11）9 4 1，5，8（6，4，10）（12，16，15）（2，7，14，11）（3，13）9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シシリエンヌ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2018．11．4 福島11着

2016．3．6生 牝3青鹿 母 ニシノビギン 母母 ニシノファイナル 8戦1勝 賞金 8，300，000円
〔制裁〕 インディゴブルー号の騎手藤岡康太は，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：16番）
〔その他〕 ライトアップゼア号は，4コーナーから最後の直線コースにかけて内側および外側に逃避したことについて平地調教注意。
〔3走成績による出走制限〕 マジックシード号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月10日まで平地競走に出走でき

ない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ピエナアイリス号・フィーユブランシェ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



23053 8月10日 曇 稍重 （1札幌1） 第5日 第5競走 ��1，500�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

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

33 ショウリュウハル 牝2栗 54 松岡 正海上田 亙氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 468 ―1：30．8 3．0�
814 イッツアワターン 牝2黒鹿54 岩田 康誠田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 416 ―1：31．12 36．0�
712 メイショウミモザ 牝2芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 430 ―1：31．31� 3．9�
46 ジェシーハート 牡2黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星佐藤 範夫氏 矢作 芳人 青森 ワールドファーム 442 ―1：31．72� 7．9�
610 ヒルノブルージュ 牡2黒鹿54 横山 和生�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 米田牧場 482 ―1：31．91� 11．4�
58 テイエムファンキー 牡2栗 54 国分 恭介竹園 正繼氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 智広 444 ―1：32．32� 221．9	
711 アイシーブルー 牡2鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 日高 野島牧場 426 ―1：32．51� 61．2

57 トーセンシュバリエ 牡2黒鹿54 菱田 裕二島川 �哉氏 上原 博之 新ひだか 千代田牧場 434 ― 〃 アタマ 181．0�
813 コスモオーブ 牡2鹿 54 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 伊藤 大士 日高 増尾牧場 454 ―1：32．81� 125．5�
45 テーオークイーン 牝2鹿 54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 日高 中原牧場 432 ―1：32．9� 38．2�
11 アースウルフ 牡2鹿 54 加藤 祥太松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 416 ―1：33．53� 101．6�
22 ハルプモント 牡2鹿 54 C．ルメール 保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 488 ―1：34．88 6．0�
34 チョウハンパナイ 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成丸山 隆雄氏 西橋 豊治 浦河 草薙 利昭 466 ―1：35．33 92．0�
69 ヴェルテックス 牡2栗 54 藤岡 佑介 シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 514 ―1：37．9大差 8．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，368，500円 複勝： 38，275，300円 枠連： 9，414，700円
馬連： 38，211，200円 馬単： 20，746，700円 ワイド： 30，884，800円
3連複： 50，267，000円 3連単： 65，079，200円 計： 285，247，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 520円 � 160円 枠 連（3－8） 3，960円

馬 連 �� 4，700円 馬 単 �� 6，610円

ワ イ ド �� 1，620円 �� 300円 �� 1，430円

3 連 複 ��� 3，520円 3 連 単 ��� 29，580円

票 数

単勝票数 計 323685 的中 � 87507（1番人気）
複勝票数 計 382753 的中 � 93149（1番人気）� 12577（7番人気）� 65434（2番人気）
枠連票数 計 94147 的中 （3－8） 1839（13番人気）
馬連票数 計 382112 的中 �� 6297（16番人気）
馬単票数 計 207467 的中 �� 2351（25番人気）
ワイド票数 計 308848 的中 �� 4470（18番人気）�� 30895（1番人気）�� 5109（16番人気）
3連複票数 計 502670 的中 ��� 10680（12番人気）
3連単票数 計 650792 的中 ��� 1595（102番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．6―30．7―42．8―55．2―1：07．1―1：18．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ショウリュウハル �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．2．11生 牝2栗 母 ショウリュウムーン 母母 ムーンザドリーム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴェルテックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月10日まで平地競

走に出走できない。

23054 8月10日 曇 不良 （1札幌1） 第5日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12時45分 （ダート・右）

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

69 キタサンチャンドラ 牡3鹿 56 加藤 祥太�大野商事 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 454－ 41：45．4 3．0�
46 カガストロング 牡3栗 56 川島 信二香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 B462－ 61：45．61� 30．6�
33 マーブルサニー 牝3芦 54 池添 謙一下村 直氏 西園 正都 浦河 丸村村下

ファーム 486－ 41：45．7� 14．4�
34 エ ス デ ス 牝3鹿 54 藤岡 佑介田原 邦男氏 田中 博康 千歳 社台ファーム B424－101：45．8� 15．5�
57 カーブドシール 牡3鹿 56 岩田 康誠�ノースヒルズ 浜田多実雄 新冠 株式会社

ノースヒルズ 488± 01：46．22� 1．9	
58 メイプルクリーク 牝3鹿 54

53 ☆横山 武史 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 468＋181：46．62� 23．4

610 プリモパンサー 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B452＋ 6 〃 ハナ 29．8�
45 ペイシャルフェ 牝3黒鹿54 五十嵐冬樹北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 二風谷ファーム 416－141：46．7� 49．2�

（北海道）

813 メイショウフナカジ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 444－ 61：47．01� 18．8
814 ベルジュルネ 牝3栃栗54 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 484－161：47．1� 15．4�
711 ハコダテカーニバル 牝3鹿 54 荻野 極河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 484＋101：47．41� 165．4�
712 トレンドボブ 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成 �ローレルレーシング 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 422－101：47．93 236．5�
22 インターロード 牡3黒鹿56 松岡 正海本間 茂氏 伊藤 伸一 新冠 オリエント牧場 468＋ 41：48．11 42．1�
11 フルヒロブラック �3青鹿56 黛 弘人古岡 宏仁氏 田中 清隆 平取 清水牧場 440＋ 81：48．84 237．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，129，200円 複勝： 39，137，400円 枠連： 9，583，500円
馬連： 28，389，600円 馬単： 15，792，900円 ワイド： 23，137，000円
3連複： 42，567，700円 3連単： 61，688，400円 計： 239，425，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 250円 � 800円 � 520円 枠 連（4－6） 2，150円

馬 連 �� 3，720円 馬 単 �� 5，610円

ワ イ ド �� 790円 �� 670円 �� 2，580円

3 連 複 ��� 13，400円 3 連 単 ��� 53，050円

票 数

単勝票数 計 191292 的中 � 49685（2番人気）
複勝票数 計 391374 的中 � 48239（2番人気）� 11569（7番人気）� 18846（3番人気）
枠連票数 計 95835 的中 （4－6） 3444（7番人気）
馬連票数 計 283896 的中 �� 5901（14番人気）
馬単票数 計 157929 的中 �� 2109（19番人気）
ワイド票数 計 231370 的中 �� 7594（8番人気）�� 9208（5番人気）�� 2186（23番人気）
3連複票数 計 425677 的中 ��� 2382（37番人気）
3連単票数 計 616884 的中 ��� 843（136番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．5―29．2―41．9―54．8―1：07．3―1：20．0―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．1
1
3

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

2
4

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

キタサンチャンドラ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2019．3．9 阪神5着

2016．3．22生 牡3鹿 母 キタサンプリンセス 母母 キタサンオウシャン 6戦1勝 賞金 10，600，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔3走成績による出走制限〕 トレンドボブ号・ベルジュルネ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月10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） 4頭 オールドボンバー号・キュートアクトレス号・サトノエレーナ号・ハーモニーソード号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



23055 8月10日 曇 稍重 （1札幌1） 第5日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時15分 （芝・右）

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

33 ヤップヤップヤップ 牡3栗 56 C．ルメール 薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 438－ 42：01．8 1．8�
44 トゥールナージュ 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 448－ 82：02．75 23．1�
812 レンジャーガール 牝3鹿 54 国分 恭介戸賀 智子氏 河内 洋 日高 Shall Farm 452＋ 62：02．8クビ 3．9�
79 ゼ ッ ト レ オ 牡3栗 56 池添 謙一�フォーレスト 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 436＋ 4 〃 クビ 7．1�
67 ケイアイネイビー 牡3栗 56 吉田 隼人亀田 和弘氏 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 4 〃 アタマ 21．1	
55 ゲットリズム 牡3鹿 56 菱田 裕二ジャコモ合同会社 林 徹 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500－ 62：03．43� 25．3

68 プ ロ ー ス 牡3栗 56

53 ▲菅原 明良ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト
クラブ 480＋ 22：03．71� 116．6�

56 ランランウイング 牝3黒鹿54 藤岡 康太�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 468－ 22：04．23 8．0�
11 ドラゴンエナジー 牡3鹿 56 黛 弘人田頭 勇貴氏 大江原 哲 日高 株式会社カ

ネツ牧場 B462＋ 22：04．52 204．8
710 ヴェルトラウン 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史�G1レーシング 坂口 智康 安平 追分ファーム 436＋122：05．67 55．7�
811 アナザードリーム 牡3鹿 56

53 ▲団野 大成山田 弘氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B452－ 42：06．55 47．4�
（11頭）

22 ウインエルカミーノ 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 438－14 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，692，100円 複勝： 53，645，800円 枠連： 7，663，400円
馬連： 28，178，900円 馬単： 20，366，700円 ワイド： 26，557，500円
3連複： 40，116，100円 3連単： 79，255，100円 計： 277，475，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 140円 枠 連（3－4） 1，040円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 370円 �� 190円 �� 810円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 5，070円

票 数

単勝票数 差引計 216921（返還計 1758） 的中 � 95136（1番人気）
複勝票数 差引計 536458（返還計 3628） 的中 � 345939（1番人気）� 18714（5番人気）� 51087（2番人気）
枠連票数 差引計 76634（返還計 2765） 的中 （3－4） 5660（5番人気）
馬連票数 差引計 281789（返還計 8481） 的中 �� 17549（5番人気）
馬単票数 差引計 203667（返還計 5536） 的中 �� 8694（5番人気）
ワイド票数 差引計 265575（返還計 9964） 的中 �� 17011（5番人気）�� 45054（1番人気）�� 6882（10番人気）
3連複票数 差引計 401161（返還計 26389） 的中 ��� 23759（4番人気）
3連単票数 差引計 792551（返還計 45020） 的中 ��� 11312（12番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．6―12．0―12．5―13．3―12．1―12．2―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―35．3―47．3―59．8―1：13．1―1：25．2―1：37．4―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヤップヤップヤップ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 メジロベイリー デビュー 2018．8．11 新潟5着

2016．3．10生 牡3栗 母 メジロマリアン 母母 メジロサンドラ 11戦1勝 賞金 16，750，000円
〔競走除外〕 ウインエルカミーノ号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。

23056 8月10日 曇 重 （1札幌1） 第5日 第8競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45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

710 レ ノ カ ズ マ 牡4鹿 57
54 ▲菅原 明良合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 バンブー牧場 500＋10 58．0 13．0�

812 ヒロノオリオン 牝4鹿 55 松田 大作サンエイ開発� 高橋 康之 むかわ 宇南山牧場 484－ 2 58．32 16．5�
44 サノノショウグン �5栗 57

56 ☆坂井 瑠星佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 B458－ 4 58．4クビ 7．3�
11 ダイヤクイン 牝3芦 52 吉田 隼人大野 數芳氏 羽月 友彦 新冠 イワミ牧場 476＋12 〃 アタマ 10．8�
33 エ ル ピ ド 牡3青鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 清水 英克 浦河 ディアレスト

クラブ 450± 0 〃 クビ 3．4�
67 � プリンセスヨウク 牝5鹿 55 黛 弘人ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B454＋ 8 〃 ハナ 9．4	
56 セグレートシチー 牡4栗 57 丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B516－ 4 58．5� 16．7

68 � クリノカサット 牝4栗 55 加藤 祥太栗本 博晴氏 藤沢 則雄 日高 三輪牧場 444＋ 8 58．71� 41．7�
811 ペイシャディア 牝4黒鹿55 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 438－ 2 59．01	 5．1�
55 � ファルコンレイナ 牝4鹿 55

52 ▲団野 大成ライオンレースホース� 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 392＋ 2 〃 クビ 34．3
22 サンハンツビル 牝3黒鹿 52

51 ☆横山 武史 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 株式会社
ケイズ 446－10 59．63� 20．8�

79 � プリメラビスタ 牝4栗 55 池添 謙一 �サンデーレーシング 田中 博康 安平 ノーザンファーム B420－ 6 59．7� 7．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 23，306，500円 複勝： 30，797，400円 枠連： 9，057，600円
馬連： 38，702，500円 馬単： 18，829，600円 ワイド： 29，439，100円
3連複： 49，971，800円 3連単： 67，306，000円 計： 267，410，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，300円 複 勝 � 500円 � 410円 � 320円 枠 連（7－8） 880円

馬 連 �� 10，850円 馬 単 �� 17，300円

ワ イ ド �� 3，310円 �� 2，360円 �� 2，790円

3 連 複 ��� 36，380円 3 連 単 ��� 204，170円

票 数

単勝票数 計 233065 的中 � 14330（7番人気）
複勝票数 計 307974 的中 � 15508（10番人気）� 19519（7番人気）� 26891（4番人気）
枠連票数 計 90576 的中 （7－8） 7954（3番人気）
馬連票数 計 387025 的中 �� 2764（46番人気）
馬単票数 計 188296 的中 �� 816（78番人気）
ワイド票数 計 294391 的中 �� 2286（50番人気）�� 3236（30番人気）�� 2724（39番人気）
3連複票数 計 499718 的中 ��� 1030（134番人気）
3連単票数 計 673060 的中 ��� 239（721番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．4―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―34．5―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ ノ カ ズ マ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2018．4．8 福島10着

2015．4．7生 牡4鹿 母 チョウカイクリス 母母 クリスタルトロフィ 13戦2勝 賞金 13，500，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スプリングフット号



23057 8月10日 曇 重 （1札幌1） 第5日 第9競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走14時15分 （ダート・右）（500万円以下）

牝；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
1：40．9
1：40．9

重
重

11 テイエムソレイユ 牝4鹿 55 C．ルメール 竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B492－ 61：43．3 1．9�
68 タイトロープウィン 牝3栗 52 横山 典弘浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 420＋ 41：44．15 8．4�
45 ショウナンマシェリ 牝6鹿 55 岩田 康誠�湘南 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 466± 0 〃 アタマ 5．7�
33 カ グ ラ ヒ メ 牝3青鹿52 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 日高 シンボリ牧場 460＋ 21：44．2クビ 12．0�
710 ミラクルチューン 牝3黒鹿52 藤岡 康太ロイヤルパーク 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 462－ 21：44．3� 49．2	
711 ティボリドライヴ 牝3栗 52 菱田 裕二松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 466－ 2 〃 クビ 21．3

812 ビオレイメル 牝3栗 52

51 ☆坂井 瑠星ケーエスHD 本田 優 新ひだか 前谷 武志 472＋ 21：44．72� 24．4�
69 � ホウオウサマンサ 牝4栗 55

52 ▲菅原 明良小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 466＋161：44．8� 47．2�
56 フ ク キ タ ル 牝4黒鹿55 桑村 真明佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム B464－ 21：44．9� 48．0

（北海道）

44 モ ン オ ー ル 牝3栗 52
49 ▲団野 大成吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：45．0� 7．1�

57 トゥービーシック 牝3黒鹿52 松岡 正海西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 440－ 41：45．32 119．3�
22 シ ャ テ ー ヌ 牝4栗 55

54 ☆横山 武史�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社
ノースヒルズ 502－ 6 〃 アタマ 18．5�

813� ビーコンファイヤー 牝4青鹿55 松田 大作鈴木 康弘氏 高橋 康之 浦河 谷口牧場 466＋ 81：46．36 95．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 29，674，000円 複勝： 68，142，300円 枠連： 12，178，500円
馬連： 38，386，700円 馬単： 26，266，100円 ワイド： 34，512，200円
3連複： 56，011，400円 3連単： 103，781，700円 計： 368，952，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 190円 � 160円 枠 連（1－6） 610円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 330円 �� 230円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 4，410円

票 数

単勝票数 計 296740 的中 � 121411（1番人気）
複勝票数 計 681423 的中 � 415978（1番人気）� 40858（4番人気）� 55366（2番人気）
枠連票数 計 121785 的中 （1－6） 15228（2番人気）
馬連票数 計 383867 的中 �� 34462（3番人気）
馬単票数 計 262661 的中 �� 19327（3番人気）
ワイド票数 計 345122 的中 �� 26713（3番人気）�� 44026（1番人気）�� 12384（7番人気）
3連複票数 計 560114 的中 ��� 30138（2番人気）
3連単票数 計1037817 的中 ��� 17025（5番人気）

ハロンタイム 6．6―11．1―12．2―12．8―12．6―12．1―12．0―11．7―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．7―29．9―42．7―55．3―1：07．4―1：19．4―1：31．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．9
1
3
10，13，8（3，9，12）（2，5）（4，11）6－1－7
10（13，12，1）8（9，5）3（2，11）（4，6）－7

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

勝馬の
紹 介

テイエムソレイユ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2017．10．22 京都15着

2015．4．7生 牝4鹿 母 ペイデュソレイユ 母母 シャイニンググラス 21戦2勝 賞金 40，391，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

23058 8月10日 曇 稍重 （1札幌1） 第5日 第10競走 ��
��1，800�コ ス モ ス 賞

発走14時50分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．3
1：45．6

良
良

811 ルーチェデラヴィタ 牝2鹿 54 池添 謙一安原 浩司氏 西村 真幸 日高 広富牧場 432＋ 61：50．5 2．4�
66 エヴァーガーデン 牝2黒鹿54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 452－ 6 〃 ハナ 6．6�
33 スリリングドリーム 牝2青 54 C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小野 次郎 新冠 タニグチ牧場 432－ 6 〃 ハナ 3．2�
79 コスモインペリウム 牡2鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 和田 雄二 えりも 能登 浩 498＋ 21：50．71	 8．0�
810
 アジュバント 牡2鹿 54 五十嵐冬樹伊達 敏明氏 佐々木国明 日高 サンシャイン

牧場 454＋ 61：51．01� 17．5	
（北海道） （北海道）

78 ミャゴラーレ 牡2鹿 54 松田 大作山口 裕介氏 黒岩 陽一 浦河 杵臼牧場 508＋ 41：51．42� 9．9

44 
 フジノロケット 牡2青鹿54 石川 倭藤沢 和德氏 米川 昇 日高 Wing Farm 436－ 41：51．5� 70．2�

（北海道） （北海道）

55 
 スターオブグリーン 牡2黒鹿54 岩橋 勇二光安 了氏 沼沢 英知 浦河 栄進牧場 444± 01：51．71	 67．3�
（北海道） （北海道）

22 
 プリモジョーカー 牝2鹿 54 阿部 龍�グランド牧場 角川 秀樹 新ひだか グランド牧場 452＋ 21：52．87 66．8
（北海道） （北海道）

67 
 ア イ ル ビ ー 牡2鹿 54 桑村 真明�ワンステップ 角川 秀樹 浦河 大北牧場 462－ 61：53．01� 135．8�
（北海道） （北海道）

11 
 クロスワールド 牝2栗 54 井上 俊彦佐々木 徹氏 林 和弘 新冠 シンユウフアーム 430－ 21：53．1� 234．6�
（北海道） （北海道）

（11頭）

売 得 金
単勝： 40，005，400円 複勝： 34，411，500円 枠連： 10，199，600円
馬連： 51，983，900円 馬単： 29，160，200円 ワイド： 33，123，400円
3連複： 68，421，000円 3連単： 125，409，700円 計： 392，714，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 150円 � 120円 枠 連（6－8） 670円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 280円 �� 190円 �� 310円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 2，760円

票 数

単勝票数 計 400054 的中 � 135049（1番人気）
複勝票数 計 344115 的中 � 79148（2番人気）� 50929（4番人気）� 80209（1番人気）
枠連票数 計 101996 的中 （6－8） 11730（3番人気）
馬連票数 計 519839 的中 �� 49738（2番人気）
馬単票数 計 291602 的中 �� 20165（3番人気）
ワイド票数 計 331234 的中 �� 28017（2番人気）�� 50026（1番人気）�� 24627（4番人気）
3連複票数 計 684210 的中 ��� 76587（1番人気）
3連単票数 計1254097 的中 ��� 32892（4番人気）

ハロンタイム 12．7―12．2―12．7―12．7―12．4―12．1―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．6―50．3―1：02．7―1：14．8―1：26．6―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ルーチェデラヴィタ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2019．6．9 阪神1着

2017．1．28生 牝2鹿 母 トウカイライフ 母母 フ ァ ヴ ォ リ 2戦2勝 賞金 23，245，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



23059 8月10日 曇 稍重 （1札幌1） 第5日 第11競走 ��
��1，500�S T V 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

札幌テレビ放送賞（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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．4
1：27．4

良
良

67 ワールドヘリテージ 牡4鹿 57 横山 典弘谷岡 毅氏 金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 456－ 21：28．7 7．0�
22 ヤマニンペダラーダ 牡5黒鹿57 C．ルメール 土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 468－ 61：28．91� 5．6�
710	 ダブルシャープ 牡4鹿 57 柴山 雄一天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 484－ 8 〃 ハナ 2．9�
68 オーパキャマラード 牝3黒鹿52 藤岡 康太�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 478－ 81：29．0クビ 17．7�
33 モルフェオルフェ 牝4鹿 55 黛 弘人並河賢一郎氏 大江原 哲 浦河 宮内牧場 434＋ 4 〃 クビ 82．2�
55 ムスコローソ 牡4栗 57 岩田 康誠落合 幸弘氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 502－ 41：29．1クビ 12．4	
56 アイスフィヨルド 牡4芦 57 藤岡 佑介佐々木雄二氏 武藤 善則 浦河 浦河小林牧場 452＋ 61：29．31
 4．5

811 ス カ ル バ ン 牡5鹿 57 吉田 隼人椎名 節氏 武井 亮 新冠 パカパカ

ファーム 512－ 4 〃 クビ 8．0�
812 ア リ ン ナ 牝5鹿 55 桑村 真明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 432－ 4 〃 アタマ 20．2
（北海道）

79 ロードライト 牝4青鹿55 坂井 瑠星榊原源一郎氏 手塚 貴久 新冠 オリエント牧場 B438－ 41：29．83 109．8�
44 � アメリカンワールド 牡4栗 57 横山 武史吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 St. Elias

Stables, LLC 468－ 61：29．9� 38．9�
11 	 スタークニナガ 牡4青鹿57 松岡 正海山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか 谷岡スタット 444＋ 41：30．53� 59．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，529，800円 複勝： 68，905，400円 枠連： 27，329，900円
馬連： 153，580，900円 馬単： 60，057，400円 ワイド： 83，142，700円
3連複： 232，616，000円 3連単： 307，463，200円 計： 987，625，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 170円 � 190円 � 130円 枠 連（2－6） 1，410円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，810円

ワ イ ド �� 660円 �� 390円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 15，790円

票 数

単勝票数 計 545298 的中 � 61916（4番人気）
複勝票数 計 689054 的中 � 99010（3番人気）� 82276（5番人気）� 161113（1番人気）
枠連票数 計 273299 的中 （2－6） 14990（9番人気）
馬連票数 計1535809 的中 �� 61675（8番人気）
馬単票数 計 600574 的中 �� 11795（17番人気）
ワイド票数 計 831427 的中 �� 30702（9番人気）�� 56642（3番人気）�� 45020（4番人気）
3連複票数 計2326160 的中 ��� 77447（6番人気）
3連単票数 計3074632 的中 ��� 14114（46番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―18．3―29．9―41．5―53．3―1：04．7―1：16．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ワールドヘリテージ �
�
父 アドマイヤコジーン �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．10．7 東京9着

2015．3．26生 牡4鹿 母 サクラナスカ 母母 サクラコンドル 10戦3勝 賞金 40，111，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

23060 8月10日 曇 稍重 （1札幌1） 第5日 第12競走 ��
��2，000�

し れ と こ

知 床 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス（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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

22 ムーンライトナイト 牝4鹿 55 菱田 裕二 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442－ 62：02．2 19．7�

33 ウインラナキラ 牝4鹿 55 藤岡 佑介�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 410－ 62：02．3� 9．7�
78 ダディーズトリップ 牡3青 54 五十嵐冬樹田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 436－ 42：02．83 32．0�

（北海道）

89 アナザーラブソング 牡3栗 54 池添 謙一市川義美ホール
ディングス� 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 470＋ 22：02．9� 10．8�

66 グレルグリーン 牡3黒鹿54 岩田 康誠斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 452＋ 62：03．0クビ 5．2	
55 プライムシスター 牝3黒鹿52 国分 恭介合同会社小林英一

ホールディングス 西村 真幸 日高 出口牧場 500＋ 82：03．32 28．7

810 サンアップルトン 牡3黒鹿54 黛 弘人 �加藤ステーブル 中野 栄治 日高 株式会社

ケイズ 464－122：03．51	 5．5�
44 
 エンシュラウド �3芦 54 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 英 Mark Johnston

Racing Ltd 462－ 82：03．71	 1．8�
77 � キングポセイドン 牡4栗 57 丹内 祐次 Him Rock Racing

ホールディングス� 武市 康男 浦河 ディアレスト
クラブ 452＋ 22：04．97 244．5

11 � ラッキーアドバンス 牡5芦 57 横山 和生柳内 正基氏 勢司 和浩 新ひだか グランド牧場 484± 02：05．21 70．9�
（10頭）

売 得 金
単勝： 53，952，200円 複勝： 70，755，300円 枠連： 14，897，900円
馬連： 72，526，000円 馬単： 46，308，300円 ワイド： 54，950，400円
3連複： 101，729，900円 3連単： 207，634，000円 計： 622，754，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，970円 複 勝 � 680円 � 340円 � 740円 枠 連（2－3） 4，310円

馬 連 �� 4，370円 馬 単 �� 10，250円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 3，300円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 23，240円 3 連 単 ��� 153，600円

票 数

単勝票数 計 539522 的中 � 21808（6番人気）
複勝票数 計 707553 的中 � 26140（7番人気）� 60779（5番人気）� 24070（8番人気）
枠連票数 計 148979 的中 （2－3） 2676（14番人気）
馬連票数 計 725260 的中 �� 12851（14番人気）
馬単票数 計 463083 的中 �� 3388（34番人気）
ワイド票数 計 549504 的中 �� 13404（13番人気）�� 4201（28番人気）�� 6364（23番人気）
3連複票数 計1017299 的中 ��� 3283（52番人気）
3連単票数 計2076340 的中 ��� 980（303番人気）

ハロンタイム 12．7―10．8―11．6―12．5―13．3―13．2―12．3―12．2―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．5―35．1―47．6―1：00．9―1：14．1―1：26．4―1：38．6―1：50．3

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

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

勝馬の
紹 介

ムーンライトナイト �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Orpen デビュー 2017．9．30 中山5着

2015．2．27生 牝4鹿 母 ポ ー レ ン 母母 On Air 14戦2勝 賞金 24，175，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（1札幌1）第5日 8月10日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
不良後重

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

178，150，000円
2，590，000円
22，510，000円
1，140，000円
19，650，000円
63，001，500円
4，030，000円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
379，651，900円
566，786，200円
136，416，700円
595，984，700円
316，569，500円
445，282，700円
860，095，100円
1，299，914，200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 4，600，701，000円

総入場人員 10，358名 （有料入場人員 9，087名）
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