
24001 8月17日 曇 稍重 （1札幌2） 第1日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走9時50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

77 ヒシエレガンス 牡2栗 54 藤岡 康太阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 476± 01：51．5 8．9�
11 ネブロシティ 牡2黒鹿54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 476－ 2 〃 クビ 1．4�
55 サンシャインキッド 牡2栗 54 菱田 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 元茂牧場 432＋ 41：51．6� 36．0�
78 トーセンソワレ 牡2鹿 54 五十嵐冬樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－141：51．81� 160．8�
（北海道）

22 ディーププレザント 牡2栗 54
53 ☆坂井 瑠星山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 千代田牧場 B492＋ 41：52．01� 22．2�

89 インウィクトス 牡2鹿 54 荻野 極加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 438－ 2 〃 ハナ 10．2	
33 ダンツクォーレ 牡2黒鹿54 川島 信二山元 哲二氏 山内 研二 浦河 田中スタッド 462－ 41：52．21� 24．4

44 アッカレッツァーレ 牡2鹿 54 松田 大作山口 裕介氏 黒岩 陽一 新ひだか 千代田牧場 466－ 81：52．51� 10．5�
66 キタノストロング 牡2鹿 54 加藤 祥太北所 直人氏 中尾 秀正 日高 厚賀古川牧場 446－ 41：53．13� 48．3�
810 コスモシャルドネ 牡2芦 54 丹内 祐次 ビッグレッドファーム 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 512－ 41：55．6大差 10．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，842，800円 複勝： 71，034，400円 枠連： 6，960，900円
馬連： 28，971，200円 馬単： 20，432，400円 ワイド： 25，564，000円
3連複： 44，368，100円 3連単： 80，332，000円 計： 296，505，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 180円 � 110円 � 470円 枠 連（1－7） 450円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 1，710円

ワ イ ド �� 220円 �� 2，080円 �� 850円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 22，810円

票 数

単勝票数 計 188428 的中 � 17945（2番人気）
複勝票数 計 710344 的中 � 34388（2番人気）� 535704（1番人気）� 8831（8番人気）
枠連票数 計 69609 的中 （1－7） 11906（2番人気）
馬連票数 計 289712 的中 �� 45933（1番人気）
馬単票数 計 204324 的中 �� 8949（5番人気）
ワイド票数 計 255640 的中 �� 35747（1番人気）�� 2701（22番人気）�� 7002（13番人気）
3連複票数 計 443681 的中 ��� 8876（13番人気）
3連単票数 計 803320 的中 ��� 2553（75番人気）

ハロンタイム 12．4―11．8―12．4―13．3―13．1―12．2―12．2―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．2―36．6―49．9―1：03．0―1：15．2―1：27．4―1：39．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒシエレガンス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．8．4 札幌5着

2017．3．4生 牡2栗 母 ヴェルザンディ 母母 ウインドインハーヘア 2戦1勝 賞金 5，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモシャルドネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月17日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24002 8月17日 曇 稍重 （1札幌2） 第1日 第2競走 ��1，200�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
1：09．1
1：07．8

良
良

11 カワキタアジン 牝2鹿 54 C．ルメール 川島 吉男氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 464＋ 61：10．5 1．8�
78 サ ン ラ イ ト 牡2鹿 54 松田 大作�三嶋牧場 上村 洋行 新ひだか 原口牧場 434－ 41：11．14 16．2�
33 クインズラプソディ 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 大北牧場 436－ 21：11．2� 22．4�
89 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 456＋ 2 〃 ハナ 72．0�
77 カ ミ ー ノ 牡2鹿 54 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新冠 新冠橋本牧場 470－ 81：11．3クビ 3．0	
55 メイプルプレゼント 牝2黒鹿54 川島 信二節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 440± 0 〃 クビ 7．3

66 テリオスベル 牝2黒鹿54 松岡 正海鈴木美江子氏 田島 俊明 新ひだか 野坂牧場 430－ 41：11．4� 17．8�
44 アイブランコ 牡2栗 54

51 ▲菅原 明良井上 勇人氏 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 472－101：11．61 103．2�

810 ジェッティー 牡2青鹿54 国分 恭介�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 泊 寿幸 432＋ 21：12．77 227．4
22 ハヤブサセクーシー 牝2栗 54 五十嵐冬樹武田 修氏 小桧山 悟 日高 シンボリ牧場 480＋ 21：13．87 217．1�

（北海道）
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売 得 金
単勝： 27，167，700円 複勝： 37，312，600円 枠連： 6，021，000円
馬連： 27，738，900円 馬単： 22，379，100円 ワイド： 23，741，700円
3連複： 39，271，100円 3連単： 87，927，700円 計： 271，559，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 350円 枠 連（1－7） 240円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 420円 �� 570円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 11，760円

票 数

単勝票数 計 271677 的中 � 120913（1番人気）
複勝票数 計 373126 的中 � 206884（1番人気）� 20602（4番人気）� 12897（6番人気）
枠連票数 計 60210 的中 （1－7） 19284（1番人気）
馬連票数 計 277389 的中 �� 23729（3番人気）
馬単票数 計 223791 的中 �� 14683（4番人気）
ワイド票数 計 237417 的中 �� 15531（4番人気）�� 10844（8番人気）�� 2498（19番人気）
3連複票数 計 392711 的中 ��� 6693（13番人気）
3連単票数 計 879277 的中 ��� 5418（38番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―11．8―11．6―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．9―35．7―47．3―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カワキタアジン �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．3 札幌2着

2017．5．1生 牝2鹿 母 カフジウインド 母母 エシュクアルバー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔発走状況〕 カワキタアジン号は，発進不良〔外側に逃避〕。
〔その他〕 ハヤブサセクーシー号は，発走直後に他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の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２回 札幌競馬 第１日



24003 8月17日 曇 重 （1札幌2） 第1日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・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
1：40．9
1：40．9

重
重

33 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 442＋ 41：45．9 2．7�

22 ハートウォーミング 牝3青鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 B436＋ 41：46．0� 2．7�

34 サウンドウイング 牝3栗 54
53 ☆横山 武史増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 飛渡牧場 B426－ 21：46．53 145．0�

11 ラストマンボ 牝3黒鹿54 岩田 康誠�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 494＋18 〃 クビ 26．6�
46 デンコウミシオン 牝3黒鹿54 荻野 琢真田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 426± 01：46．6� 24．3�
711 ダイヤーズブルーム 牝3鹿 54 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 浦河 ヒダカフアーム B470＋ 61：46．7クビ 4．7	
69 ノ ア キ セ キ 牝3鹿 54 荻野 極佐山 公男氏 大江原 哲 平取 スガタ牧場 460＋ 21：46．91� 27．0

813 カフェノヴィーン 牝3栗 54 黛 弘人西川 恭子氏 和田 雄二 様似 猿倉牧場 460－ 21：47．0� 394．7�
814 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 B426＋ 21：47．1クビ 14．5�
712 モリトローテローゼ 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良石橋 忠之氏 堀井 雅広 浦河 桑田 正己 470－ 21：47．52� 20．9
45 トモノヘイヘイ 牝3黒鹿54 加藤 祥太共田 義夫氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 438± 01：47．6クビ 116．0�
57 レガーロブロッサム 牝3鹿 54

51 ▲団野 大成 �グリーンファーム橋口 慎介 千歳 社台ファーム 432＋26 〃 クビ 18．6�
610 サトノエレーナ 牝3青 54 松田 大作 �サトミホースカンパニー 高橋 康之 日高 下河辺牧場 436＋ 21：47．81� 116．6�
58 リネンアリス 牝3黒鹿54 柴山 雄一戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 小倉 光博 414＋ 21：49．6大差 260．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，551，000円 複勝： 28，616，400円 枠連： 8，149，200円
馬連： 33，260，000円 馬単： 17，104，600円 ワイド： 28，755，100円
3連複： 53，312，100円 3連単： 64，480，500円 計： 256，228，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 130円 � 980円 枠 連（2－3） 420円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 210円 �� 3，560円 �� 2，190円

3 連 複 ��� 8，010円 3 連 単 ��� 26，890円

票 数

単勝票数 計 225510 的中 � 65317（1番人気）
複勝票数 計 286164 的中 � 48402（3番人気）� 76663（1番人気）� 4598（10番人気）
枠連票数 計 81492 的中 （2－3） 14734（1番人気）
馬連票数 計 332600 的中 �� 57230（1番人気）
馬単票数 計 171046 的中 �� 13818（3番人気）
ワイド票数 計 287551 的中 �� 44766（1番人気）�� 1766（31番人気）�� 2907（24番人気）
3連複票数 計 533121 的中 ��� 4991（22番人気）
3連単票数 計 644805 的中 ��� 1738（82番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―30．0―42．8―55．7―1：08．2―1：20．5―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴーインピース �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．12．22 中山5着

2016．4．8生 牝3栗 母 ピースオブアイ 母母 シルバーコースト 6戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 サウンドウイング号の騎手横山武史は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000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 レッツゴームーチョ号

24004 8月17日 晴 重 （1札幌2） 第1日 第4競走 ��1，000�3歳未勝利
発走11時25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
57．5
56．9

良
重

811 ハルワタート 牝3黒鹿 54
53 ☆横山 武史�下河辺牧場 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 458± 0 58．6 2．5�

55 ビービーアライヴ 牝3鹿 54
51 ▲団野 大成�坂東牧場 高柳 瑞樹 平取 坂東牧場 448± 0 58．7� 7．6�

44 テイエムダイリン 牝3鹿 54 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 456－ 6 58．8� 8．3�
11 カ ー ヴ ィ ー 牝3黒鹿54 藤岡 康太山住 勲氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 432± 0 59．33 23．0�
79 アカンダナパワー 牝3鹿 54 岩田 康誠聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 440＋ 2 59．4クビ 8．7�
67 ヴ ェ ル 牝3鹿 54 松田 大作�桑田牧場 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 412－ 2 59．61� 4．9	
56 ナイトオブゴールド 牡3鹿 56 丹内 祐次大島 昌也氏 水野 貴広 日高 日高大洋牧場 448－12 59．81� 100．9

68 キタノキセキ 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良北所 直人氏 松永 康利 日高 森永牧場 444＋ 4 59．9� 19．0�
812 マイミッション 牡3鹿 56 横山 和生加藤 光淑氏 小島 茂之 むかわ 市川牧場 482＋ 21：00．11� 41．7�
22 クリノショウグン 牡3黒鹿56 古川 吉洋栗本 博晴氏 坂口 智康 浦河 中村 雅明 496＋ 61：00．31� 73．7
33 ソルヴィクトリア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹天野 克彦氏 小西 一男 浦河 丸幸小林牧場 394－ 21：00．51� 183．1�
710 ビ ッ ケ 牡3黒鹿56 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450－ 41：01．24 6．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，058，000円 複勝： 30，980，100円 枠連： 8，745，200円
馬連： 34，019，100円 馬単： 17，429，000円 ワイド： 28，082，100円
3連複： 48，859，100円 3連単： 62，448，000円 計： 254，620，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 240円 � 300円 枠 連（5－8） 1，070円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 420円 �� 480円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 10，910円

票 数

単勝票数 計 240580 的中 � 74927（1番人気）
複勝票数 計 309801 的中 � 68442（1番人気）� 31184（4番人気）� 22525（6番人気）
枠連票数 計 87452 的中 （5－8） 6304（4番人気）
馬連票数 計 340191 的中 �� 23005（3番人気）
馬単票数 計 174290 的中 �� 8413（3番人気）
ワイド票数 計 280821 的中 �� 17768（3番人気）�� 15319（4番人気）�� 5947（16番人気）
3連複票数 計 488591 的中 ��� 11883（11番人気）
3連単票数 計 624480 的中 ��� 4147（25番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―34．7―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハルワタート �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．4．7 福島13着

2016．4．5生 牝3黒鹿 母 ダイワエルシエーロ 母母 ロンドンブリッジ 5戦1勝 賞金 7，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 クリノショウグン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月17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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 モエレコネクター号
（非抽選馬） 2頭 ファンシーラン号・メイショウワキザシ号



24005 8月17日 晴 良 （1札幌2） 第1日 第5競走 ��1，500�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

牝；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

22 ポレンティア 牝2青鹿54 池添 謙一 �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 488 ―1：30．9 3．2�

11 エピファレーヌ 牝2黒鹿54 松田 大作広尾レース� 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 504 ―1：31．43 7．6�
33 ナンヨーショウエイ 牝2栗 54 岩田 康誠中村 德也氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 392 ―1：32．03� 40．2�
89 モノポリーアイズ 牝2黒鹿54 横山 典弘吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 432 ― 〃 クビ 10．9�
55 パーフェクトラヴ 牝2鹿 54 藤岡 康太広尾レース� 高柳 大輔 新ひだか 木村 秀則 424 ― 〃 クビ 12．3	
77 アスティパレア 牝2鹿 54 C．ルメール �サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 472 ―1：32．53 2．5

44 デルマモルガナイト 牝2栗 54

51 ▲団野 大成浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 新冠 オリエント牧場 442 ―1：32．6� 7．1�
88 ソ テ ィ ラ ス 牝2芦 54

53 ☆横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 422 ― 〃 クビ 42．9�

66 シンデレラサイズ 牝2栗 54 横山 和生佐藤 範夫氏 竹内 正洋 青森 ワールドファーム 414 ―1：33．77 178．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 36，538，400円 複勝： 27，627，900円 枠連： 5，554，800円
馬連： 38，244，300円 馬単： 22，975，300円 ワイド： 26，899，900円
3連複： 43，861，500円 3連単： 79，793，800円 計： 281，495，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 180円 � 560円 枠 連（1－2） 1，460円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，420円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，390円 �� 2，200円

3 連 複 ��� 6，510円 3 連 単 ��� 23，690円

票 数

単勝票数 計 365384 的中 � 91397（2番人気）
複勝票数 計 276279 的中 � 55789（2番人気）� 41787（3番人気）� 9338（7番人気）
枠連票数 計 55548 的中 （1－2） 2933（8番人気）
馬連票数 計 382443 的中 �� 20578（7番人気）
馬単票数 計 229753 的中 �� 7098（10番人気）
ワイド票数 計 268999 的中 �� 13726（8番人気）�� 4845（17番人気）�� 3009（22番人気）
3連複票数 計 438615 的中 ��� 5053（25番人気）
3連単票数 計 797938 的中 ��� 2441（98番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―18．8―30．9―43．6―56．2―1：08．2―1：19．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．7

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

勝馬の
紹 介

ポレンティア �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Orpen 初出走

2017．4．24生 牝2青鹿 母 ポ ー レ ン 母母 On Air 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24006 8月17日 晴 重 （1札幌2） 第1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

813 ノーリミッツ 牡3黒鹿56 古川 吉洋山内 邦一氏 木原 一良 浦河 岡本 昌市 438＋ 81：45．1 2．6�
11 モーンストルム 牝3鹿 54 丹内 祐次 �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 B428＋ 21：45．52� 5．2�
57 トライゲッター �3黒鹿56 竹之下智昭畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 中島牧場 496－ 21：45．81� 36．5�
45 キモンボーイ 牡3鹿 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 494－ 4 〃 ハナ 5．2�
58 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 438＋ 2 〃 クビ 7．7	
69 デンコウブレイブ 牡3黒鹿 56

53 ▲団野 大成田中 康弘氏 坂口 智康 新ひだか 田原橋本牧場 462－ 61：45．9� 11．6

33 ピエナガウディ 牡3黒鹿56 城戸 義政本谷 兼三氏 奥村 豊 日高 株式会社

ケイズ 438＋ 61：46．0クビ 34．7�
46 トラインコンパス 牡3黒鹿56 石川裕紀人�G1レーシング 小笠 倫弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－ 21：46．53 51．6�
22 エイユーラトゥール 牡3黒鹿56 加藤 祥太笹部 義則氏 藤沢 則雄 様似 富田 恭司 438＋ 21：46．6� 89．9
34 ディアマキニスタ 牡3青鹿56 岩田 康誠ディアレストクラブ� 新開 幸一 むかわ 市川牧場 450－ 8 〃 クビ 10．5�
814 オールドボンバー 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星�リーヴァ 矢作 芳人 新ひだか 桜井牧場 B468－ 21：47．23� 131．8�
610 サングリーンベイ 牡3栗 56 横山 和生 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 新冠 サンローゼン B482－ 41：48．26 38．3�
712 ルナエスメラルダ 牝3栗 54 荻野 極ライオンレースホース� 高柳 大輔 浦河 浦河日成牧場 440＋ 21：48．94 23．5�
711 ローブドール 牝3栗 54 柴山 雄一 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 434＋ 81：55．3大差 57．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，301，300円 複勝： 26，008，600円 枠連： 8，074，100円
馬連： 33，448，300円 馬単： 15，642，400円 ワイド： 26，019，600円
3連複： 49，067，300円 3連単： 56，335，800円 計： 233，897，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 190円 � 680円 枠 連（1－8） 690円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，810円 �� 2，280円

3 連 複 ��� 8，810円 3 連 単 ��� 25，510円

票 数

単勝票数 計 193013 的中 � 58734（1番人気）
複勝票数 計 260086 的中 � 63996（1番人気）� 35717（3番人気）� 6730（8番人気）
枠連票数 計 80741 的中 （1－8） 8952（1番人気）
馬連票数 計 334483 的中 �� 33112（1番人気）
馬単票数 計 156424 的中 �� 8423（2番人気）
ワイド票数 計 260196 的中 �� 17538（2番人気）�� 3517（20番人気）�� 2768（26番人気）
3連複票数 計 490673 的中 ��� 4175（28番人気）
3連単票数 計 563358 的中 ��� 1601（80番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．7―30．3―43．0―55．7―1：07．7―1：19．9―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ノーリミッツ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2018．6．30 函館5着

2016．5．20生 牡3黒鹿 母 フェステロマーネ 母母 ブロッソミングビューティ 11戦1勝 賞金 8，700，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ローブドール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月17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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ウォーターリベルテ号・スズカシニック号・ニシノビアンカ号・プランタンヴェール号・マイサンシャイン号・

ミスジャスミン号
（非抽選馬） 2頭 フルヒロブラック号・ユキエチャン号



24007 8月17日 晴 良 （1札幌2） 第1日 第7競走 ��
��1，200�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 625，000
625，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

611 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 440＋ 21：10．0 2．1�

816 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 B470＋ 61：10．1� 41．0�
48 ティーフルムーン 牝3鹿 54 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 420＋ 4 〃 クビ 18．0�
35 ソルパシオン 牡3栗 56 松岡 正海 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中舘 英二 新ひだか 岡田スタツド 466－121：10．2クビ 12．2�
612 マイネルカゲツ 牡3鹿 56 五十嵐冬樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 長谷川浩大 新冠 ビッグレッドファーム 454± 0 〃 同着 136．5�
（北海道）

47 フィーユブランシェ 牝3鹿 54
53 ☆横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 4 〃 ハナ 127．8	
12 コンソラトゥール 牝3鹿 54 荻野 極吉澤 克己氏 庄野 靖志 新ひだか タイヘイ牧場 B488－ 41：10．3� 35．5

713 リブパッション 牝3鹿 54 横山 典弘 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 勇介 新ひだか 服部 牧場 B452＋ 6 〃 クビ 17．5�
714 ウインドブラーハ 牝3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース武 幸四郎 安平 追分ファーム 436－ 61：10．4クビ 89．8
24 ファイナライズ 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 41：10．5� 5．6�
23 レディポワソン 牝3鹿 54 黛 弘人近藤 克麿氏 森田 直行 新ひだか カタオカフアーム 498＋ 6 〃 ハナ 141．4�
11 � ブライトンテソーロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠了德寺健二ホール

ディングス� 栗田 徹 英 Merry Fox
Stud Limited 468± 0 〃 クビ 6．5�

36 ラインアポロン 牡3鹿 56
53 ▲団野 大成大澤 繁昌氏 松永 昌博 新ひだか 千代田牧場 436－ 21：10．71� 21．6�

815 ヘリオシース 牝3芦 54 菱田 裕二岡田 牧雄氏 武藤 善則 新ひだか 下屋敷牧場 B416－ 61：10．91	 216．5�
59 � ベストピクチャー 牝3栗 54 藤岡 康太ゴドルフィン 藤岡 健一 英 Godolphin 456＋ 6 〃 ハナ 8．7�
510 エ ラ ー ブ ル 牝3栗 54

51 ▲菅原 明良大塚 亮一氏 小崎 憲 浦河 ディアレスト
クラブ 458－ 61：11．22 75．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，537，500円 複勝： 37，733，800円 枠連： 9，881，200円
馬連： 41，360，800円 馬単： 20，255，500円 ワイド： 34，658，100円
3連複： 57，996，000円 3連単： 66，796，800円 計： 298，219，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 140円 � 540円 � 290円 枠 連（6－8） 2，640円

馬 連 �� 4，010円 馬 単 �� 5，680円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 730円 �� 4，710円

3 連 複 ��� 16，110円 3 連 単 ��� 65，350円

票 数

単勝票数 計 295375 的中 � 109709（1番人気）
複勝票数 計 377338 的中 � 101365（1番人気）� 13440（9番人気）� 29195（5番人気）
枠連票数 計 98812 的中 （6－8） 2900（12番人気）
馬連票数 計 413608 的中 �� 7983（14番人気）
馬単票数 計 202555 的中 �� 2672（19番人気）
ワイド票数 計 346581 的中 �� 9004（10番人気）�� 12717（5番人気）�� 1801（45番人気）
3連複票数 計 579960 的中 ��� 2700（53番人気）
3連単票数 計 667968 的中 ��� 741（212番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―12．0―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．9―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アセンダント �
�
父 ダノンバラード �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2018．6．23 東京4着

2016．4．18生 牝3鹿 母 ディーズハイビガー 母母 マーズプリンセス 10戦1勝 賞金 15，875，000円
〔制裁〕 ペイシャマキアージ号の騎手加藤祥太は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
〔3走成績による出走制限〕 レディポワソン号・ヘリオシース号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月17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） 1頭 ピエナアイリス号
（非抽選馬） 1頭 ストレイトスタイル号
※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。

24008 8月17日 晴 稍重 （1札幌2） 第1日 第8競走 ��
��1，000�3歳以上1勝クラス

発走13時45分 （500万円以下） （ダート・右）
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

55 ダイメイサツキ 牡3黒鹿54 池添 謙一宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 502＋ 6 58．2 4．7�
79 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 B450－ 8 58．41	 20．0�
11 マルモマリア 牝4鹿 55 古川 吉洋まるも組合 木原 一良 浦河 岡本 昌市 478＋20 58．61	 14．2�
812
 ラブリースパイス 牝5栗 55 岩田 康誠前田 幸治氏 北出 成人 新冠 平山牧場 426－ 4 58．7� 21．8�
56 スマートモリガン 牝3青鹿 52

51 ☆横山 武史大川 徹氏 寺島 良 新ひだか 飛野牧場 480＋ 8 58．8� 23．7�
67 � セイウンコービー 牡3鹿 54 C．ルメール 西山 茂行氏 森 秀行 米 Woodford

Thoroughbreds 518± 0 〃 クビ 3．4�
33 ケイゴールド 牝3青鹿52 五十嵐冬樹布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 466－ 4 59．01� 101．4	

（北海道）

710 ジーガーローレンス 牝3鹿 52
49 ▲菅原 明良
ジーガー 武市 康男 新冠 須崎牧場 B496＋10 59．1 4．0�

811 メイショウメイリン 牡3黒鹿 54
51 ▲団野 大成松本 好雄氏 西園 正都 浦河 宮内牧場 454＋ 2 〃 ハナ 5．3�

68 メイショウゼッケイ 牝3栗 52 加藤 祥太松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 420－10 〃 クビ 15．7
44 タイキラメール 牡6栗 57 荻野 琢真
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－ 4 59．2� 38．3�
22 
 ブロンドキュート 牝4栗 55 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 松山 将樹 日高 前野牧場 444－261：00．05 115．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，613，500円 複勝： 32，382，500円 枠連： 8，725，200円
馬連： 43，348，500円 馬単： 20，614，400円 ワイド： 32，228，600円
3連複： 57，078，300円 3連単： 75，334，700円 計： 298，325，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 420円 � 440円 枠 連（5－7） 800円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 4，640円

ワ イ ド �� 1，120円 �� 1，430円 �� 4，000円

3 連 複 ��� 19，520円 3 連 単 ��� 87，950円

票 数

単勝票数 計 286135 的中 � 48138（3番人気）
複勝票数 計 323825 的中 � 58102（1番人気）� 17839（5番人気）� 16993（7番人気）
枠連票数 計 87252 的中 （5－7） 8428（6番人気）
馬連票数 計 433485 的中 �� 10501（9番人気）
馬単票数 計 206144 的中 �� 3330（14番人気）
ワイド票数 計 322286 的中 �� 7534（11番人気）�� 5834（17番人気）�� 2018（38番人気）
3連複票数 計 570783 的中 ��� 2192（63番人気）
3連単票数 計 753347 的中 ��� 621（287番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．1―34．6―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F35．1
3 ・（1，5）7，9，12（3，10）4（6，11）－（2，8） 4 1（5，7）（12，9）（3，4）（6，10）（8，11）－2

勝馬の
紹 介

ダイメイサツキ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2018．10．27 東京8着

2016．4．30生 牡3黒鹿 母 ダイメイダーク 母母 スノーペトレル 8戦2勝 賞金 21，900，000円
※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 サトノアイビス号・セイウンアワード号・セグレートシチー号・メガポリゴン号
※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。



24009 8月17日 晴 稍重 （1札幌2） 第1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）

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

11 ライジングドラゴン 牡4芦 57 吉田 隼人鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 444－ 21：44．0 4．9�
57 シ ハ ー ブ 牡3青 54 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 536＋ 21：44．21� 1．3�
69 ヒ ラ ソ ー ル �3鹿 54 荻野 極阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 450－ 21：44．41 38．8�
34 キングスクロス 牡4黒鹿57 藤岡 康太落合 幸弘氏 大久保龍志 日高 下河辺牧場 470－ 21：44．71� 14．8�
45 フクノワイルド 牡3鹿 54 加藤 祥太佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム B472－ 81：45．02 10．0�
814 カ ガ ス タ ー 牡4鹿 57

54 ▲菅原 明良香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 446－ 21：45．32 90．5	
22 ディナミーデン 牡4芦 57

56 ☆坂井 瑠星ライオンレースホース
 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 468－ 61：45．4	 78．2�
711 ハ イ チ ー ズ 牡4鹿 57 松岡 正海 
ローレルレーシング 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 498－ 61：45．61 71．5�
712 ハギノアグレッシブ 牡4栗 57

54 ▲団野 大成日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 B486－ 2 〃 クビ 39．3
813
 ラッシュワールド 牡5栗 57 竹之下智昭小林 哲之氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム B480－ 21：46．77 303．0�
46 キララアモーレ 牝3栗 52 菱田 裕二吉澤 克己氏 今野 貞一 浦河 辻 牧場 B478－ 41：47．12	 283．5�
58 スプリングフット 牡5鹿 57 原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 502＋121：47．52	 75．1�
33 
 ファイトエルフ �5青鹿57 横山 和生西村 健氏 水野 貴広 むかわ 市川牧場 440－ 61：49．110 214．1�
610 ディーエスバズーカ 牡4黒鹿57 黛 弘人秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 広富牧場 514± 01：50．05 142．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，243，000円 複勝： 83，594，200円 枠連： 9，619，300円
馬連： 39，824，600円 馬単： 27，290，200円 ワイド： 28，900，900円
3連複： 58，435，400円 3連単： 108，948，700円 計： 390，856，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 120円 � 110円 � 440円 枠 連（1－5） 310円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 170円 �� 1，330円 �� 810円

3 連 複 ��� 2，580円 3 連 単 ��� 15，120円

票 数

単勝票数 計 342430 的中 � 55388（2番人気）
複勝票数 計 835942 的中 � 78532（2番人気）� 626640（1番人気）� 9009（7番人気）
枠連票数 計 96193 的中 （1－5） 23487（1番人気）
馬連票数 計 398246 的中 �� 108163（1番人気）
馬単票数 計 272902 的中 �� 18873（4番人気）
ワイド票数 計 289009 的中 �� 58927（1番人気）�� 4474（14番人気）�� 7664（8番人気）
3連複票数 計 584354 的中 ��� 16931（7番人気）
3連単票数 計1089487 的中 ��� 5223（45番人気）

ハロンタイム 7．2―11．0―11．8―12．4―12．7―12．4―12．2―12．1―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―18．2―30．0―42．4―55．1―1：07．5―1：19．7―1：31．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．5
1
3
7（1，13）（5，9）6，2（4，11）（10，12）－8，14，3
7（13，11，12）（1，9）5（4，6，3）2（10，14）8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ライジングドラゴン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．10．14 京都1着

2015．3．29生 牡4芦 母 ゴッドビラブドミー 母母 ゴッドインチーフ 10戦2勝 賞金 23，400，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ファイトエルフ号・ディーエスバズーカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元

年9月17日まで平地競走に出走できない。

24010 8月17日 晴 良 （1札幌2） 第1日 第10競走 ��2，000�
ふ ら の

富 良 野 特 別
発走14時50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

55 ハーメティキスト 牡3鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 450± 02：00．4 8．8�
710 トーセンカンビーナ 牡3鹿 54 藤岡 康太島川 �哉氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 456＋ 82：01．14 5．8�
811 レーガノミクス 牡4鹿 57 藤岡 佑介�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 516± 02：01．73� 4．9�
44 エ デ リ ー 牡3鹿 54 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 22：01．8� 1．6	
79 ウインプライマリー 牝4鹿 55 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新冠 コスモヴューファーム 426－ 42：01．9クビ 283．2

56 マイネルユニブラン 牡5黒鹿57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 裕 日高 沖田牧場 B514－ 82：02．0� 32．4�
11 センティフォリア 牝4黒鹿55 国分 恭介 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 434＋ 22：02．1� 117．4�
67 コスモレリア 牡4栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 8 〃 アタマ 21．0
33 � ウインリベロ 牡4栗 57 黛 弘人�ウイン 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 432－ 62：02．42 221．6�
22 アドマイヤリーブラ 牡3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 458± 02：02．5クビ 32．4�
68 ギャンブラー 牡4黒鹿57 横山 武史大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 518＋ 22：04．7大差 31．0�
812 マイネルベレーロ 牡5栗 57 五十嵐冬樹 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 486± 02：04．8クビ 82．5�
（北海道）

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，222，800円 複勝： 51，990，700円 枠連： 14，259，400円
馬連： 65，479，700円 馬単： 36，322，800円 ワイド： 48，677，400円
3連複： 94，096，200円 3連単： 150，040，700円 計： 501，089，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 210円 � 180円 � 150円 枠 連（5－7） 2，350円

馬 連 �� 2，590円 馬 単 �� 5，580円

ワ イ ド �� 800円 �� 570円 �� 450円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 25，740円

票 数

単勝票数 計 402228 的中 � 36433（4番人気）
複勝票数 計 519907 的中 � 54886（4番人気）� 70080（3番人気）� 107760（2番人気）
枠連票数 計 142594 的中 （5－7） 4690（9番人気）
馬連票数 計 654797 的中 �� 19590（10番人気）
馬単票数 計 363228 的中 �� 4877（17番人気）
ワイド票数 計 486774 的中 �� 14993（9番人気）�� 21906（5番人気）�� 28767（4番人気）
3連複票数 計 940962 的中 ��� 20071（14番人気）
3連単票数 計1500407 的中 ��� 4226（84番人気）

ハロンタイム 12．5―10．5―11．7―12．3―12．2―12．3―12．4―12．4―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―23．0―34．7―47．0―59．2―1：11．5―1：23．9―1：36．3―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハーメティキスト �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Generous デビュー 2018．10．20 東京4着

2016．3．5生 牡3鹿 母 ミスティックリップス 母母 Majorata 5戦2勝 賞金 19，437，000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。



24011 8月17日 晴 良 （1札幌2） 第1日 第11競走 ��
��2，600�札幌日刊スポーツ杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），30．8．18以降1．8．11まで1回以上出走馬；負担
重量は，ハンデキャップ

北海道日刊スポーツ新聞社賞（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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

811� ヒーリングマインド 牡3鹿 53 池添 謙一ゴドルフィン 松田 国英 愛 Godolphin 476－ 22：42．3 6．1�
66 サトノシャーク 牡5鹿 54 岩田 康誠 �サトミホースカンパニー 田中 博康 千歳 社台ファーム B528± 0 〃 ハナ 32．5�
79 トロピカルストーム �6黒鹿54 藤岡 康太吉田 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 454＋102：42．4	 8．7�
44 � バ リ ン グ ラ �5鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 堀 宣行 愛 Barron-

stown Stud B532＋ 82：42．5	 2．8�
78 ディバインフォース 牡3鹿 53 横山 典弘吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 446－ 2 〃 クビ 6．1	
810
 イ チ ダ イ 牡6鹿 55 的場 勇人合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B538± 02：42．6クビ 50．2

55 ラクローチェ 牡3鹿 53 藤岡 佑介畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 458＋ 42：43．13 4．9�
11 ドリームスピリット 牡4鹿 55 横山 武史落合 幸弘氏 武藤 善則 様似 中村 俊紀 512± 02：43．84 5．8�
22 ピッツバーグ �6鹿 54 坂井 瑠星�ラ・メール 矢作 芳人 日高 戸川牧場 488－ 22：43．9クビ 92．6
33 
 ハ ナ ザ カ リ 牝4黒鹿51 団野 大成岡田 壮史氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田牧場 488＋ 22：44．0� 44．0�
67 
 フレンドミラクル 牡6栗 53 丹内 祐次横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 456± 02：44．42 218．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，958，600円 複勝： 79，405，000円 枠連： 28，739，800円
馬連： 161，584，200円 馬単： 65，680，900円 ワイド： 89，237，500円
3連複： 230，749，200円 3連単： 349，573，600円 計： 1，065，928，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 260円 � 620円 � 230円 枠 連（6－8） 5，290円

馬 連 �� 10，210円 馬 単 �� 16，790円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 980円 �� 2，100円

3 連 複 ��� 20，240円 3 連 単 ��� 132，340円

票 数

単勝票数 計 609586 的中 � 78695（5番人気）
複勝票数 計 794050 的中 � 84765（6番人気）� 28265（7番人気）� 100349（5番人気）
枠連票数 計 287398 的中 （6－8） 4207（14番人気）
馬連票数 計1615842 的中 �� 12255（26番人気）
馬単票数 計 656809 的中 �� 2933（41番人気）
ワイド票数 計 892375 的中 �� 8929（25番人気）�� 24143（15番人気）�� 10812（20番人気）
3連複票数 計2307492 的中 ��� 8547（58番人気）
3連単票数 計3495736 的中 ��� 1915（317番人気）

ハロンタイム 13．1―12．7―13．0―12．8―11．2―11．9―12．1―12．0―12．0―12．1―13．0―13．5―12．9

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�
13．1―25．8―38．8―51．6―1：02．8―1：14．7―1：26．8―1：38．8―1：50．8―2：02．9―2：15．9―2：29．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F51．5―3F39．4
1
�
7＝3－5，2，4，10，1（6，9）－11，8
7＝（3，5）（4，10）（2，6）（11，1）9，8

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

勝馬の
紹 介

�ヒーリングマインド �
�
父 Tanino Gimlet �

�
母父 Monsun デビュー 2018．12．9 阪神3着

2016．3．6生 牡3鹿 母 Ancient Art 母母 Shinko Hermes 9戦3勝 賞金 34，776，000円

24012 8月17日 晴 良 （1札幌2） 第1日 第12競走 ��
��1，500�

い し か り

石 狩 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 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

69 ロ ザ ム ー ル 牝3栗 52 松岡 正海栗山 良子氏 上原 博之 新ひだか 静内坂本牧場 488－ 41：28．4 7．5�
813 フォルコメン 牡3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース堀 宣行 千歳 社台ファーム 506± 0 〃 クビ 1．4�
45 � ソフトポジション 牡4鹿 57 古川 吉洋北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 466－ 21：29．25 51．9�
11 ハッピーゴラッキー 牝3鹿 52 藤岡 康太ゴドルフィン 千田 輝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋101：29．41	 12．0�
610 マルターズルーメン 牝4栗 55 勝浦 正樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 428＋ 61：29．71
 97．2�
46 プリミエラムール 牝3芦 52 坂井 瑠星ライオンレースホース	 田島 俊明 浦河 田中スタッド 438＋ 81：29．91� 17．7

814 カネコメアサヒ 牡3栗 54 松田 大作髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 422－121：30．32� 189．3�
711 ムーンザムーン 牝5鹿 55 岩田 康誠林 正道氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 484± 0 〃 クビ 15．8�
58 � ミスシェーンハイト 牝3栗 52 五十嵐冬樹田村 誠氏 川島 洋人 日高 田村 靖典 490－101：30．51� 54．8

（北海道） （北海道）

33 カリブメーカー 牝4鹿 55 国分 恭介松岡 隆雄氏 河内 洋 新ひだか 藤原牧場 516＋ 61：30．6クビ 25．4�
712 ラブリロンリロンス 牡3黒鹿54 団野 大成熊澤 浩樹氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 438＋ 2 〃 アタマ 144．1�
34 � ヒロノオウカン 牡4青鹿57 川島 信二小野 博郷氏 蛯名 利弘 清水 小野瀬 竜馬 B438＋ 81：30．7
 68．5�
57 メイクアンシー 牡3青鹿54 横山 和生チームユッキレーシング 高市 圭二 日高 広富牧場 452＋ 21：30．8クビ 20．1�
22 テーオーキャンディ 牝3黒鹿52 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 B434－ 81：32．28 23．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，472，800円 複勝： 117，810，600円 枠連： 20，949，800円
馬連： 87，592，400円 馬単： 56，238，900円 ワイド： 64，634，800円
3連複： 137，682，000円 3連単： 231，770，000円 計： 759，151，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 180円 � 110円 � 550円 枠 連（6－8） 440円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 250円 �� 2，470円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，800円 3 連 単 ��� 20，210円

票 数

単勝票数 計 424728 的中 � 45229（2番人気）
複勝票数 計1178106 的中 � 61575（2番人気）� 854029（1番人気）� 13927（9番人気）
枠連票数 計 209498 的中 （6－8） 36309（1番人気）
馬連票数 計 875924 的中 �� 153075（1番人気）
馬単票数 計 562389 的中 �� 27438（6番人気）
ワイド票数 計 646348 的中 �� 80719（1番人気）�� 5850（26番人気）�� 17110（8番人気）
3連複票数 計1376820 的中 ��� 27134（13番人気）
3連単票数 計2317700 的中 ��� 8313（65番人気）

ハロンタイム 6．7―11．2―11．0―11．3―11．8―12．2―12．4―11．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―17．9―28．9―40．2―52．0―1：04．2―1：16．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロ ザ ム ー ル �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 Caerleon デビュー 2018．11．4 福島4着

2016．3．31生 牝3栗 母 グレートテン 母母 アイヴォリーイメージ 9戦2勝 賞金 18，200，000円
※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 エンパイアシュアー号・シルヴァーメテオ号・ミルメルシー号
（非抽選馬） 1頭 フェニアンサイクル号
※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。



（1札幌2）第1日 8月17日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 148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

167，700，000円
10，370，000円
17，880，000円
1，250，000円
18，500，000円
61，847，250円
3，848，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
384，507，400円
624，496，800円
135，679，900円
634，872，000円
342，365，500円
457，399，700円
914，776，300円
1，413，782，300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 4，907，879，900円

総入場人員 10，852名 （有料入場人員 9，532名）
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