
24013 8月18日 晴 良 （1札幌2） 第2日 第1競走 ��
��1，500�2歳未勝利

発走10時10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
1：29．1
1：29．1

良
良

55 ヴェスターヴァルト 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 460－ 21：31．1 1．5�
810 グレイスフルダンス 牝2栗 54 戸崎 圭太杉山 忠国氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 486－ 41：31．2� 35．0�
89 メイショウチタン 牡2黒鹿54 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 松田牧場 462－ 4 〃 クビ 19．0�
33 ナリタブレード 牡2黒鹿54 岩田 康誠�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 490－ 21：31．62� 6．0�
66 ウインアクティーボ 牡2鹿 54 松岡 正海�ウイン 高木 登 浦河 宮内牧場 490＋ 21：31．7クビ 8．0	
78 レディトゥラン 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 日高 天羽牧場 412＋ 21：31．91� 146．4

44 シ ャ チ 牡2鹿 54

51 ▲菅原 明良中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 440＋ 2 〃 ハナ 34．7�
11 サイモンルグラン 牡2鹿 54 勝浦 正樹澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 482＋ 61：32．0� 40．4�
22 ポーカークイーン 牝2鹿 54 松田 大作�三嶋牧場 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 434＋ 41：32．63� 8．1
77 タカシーフェイス 牡2栗 54 吉田 隼人佐々木 勉氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 482－ 21：33．13 170．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 27，488，700円 複勝： 95，497，000円 枠連： 7，857，100円
馬連： 40，503，000円 馬単： 27，917，400円 ワイド： 34，596，700円
3連複： 61，765，800円 3連単： 117，020，400円 計： 412，646，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 470円 � 400円 枠 連（5－8） 560円

馬 連 �� 2，080円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 770円 �� 550円 �� 3，060円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 15，280円

票 数

単勝票数 計 274887 的中 � 145108（1番人気）
複勝票数 計 954970 的中 � 708339（1番人気）� 14450（7番人気）� 17564（5番人気）
枠連票数 計 78571 的中 （5－8） 10756（4番人気）
馬連票数 計 405030 的中 �� 15066（8番人気）
馬単票数 計 279174 的中 �� 9021（8番人気）
ワイド票数 計 345967 的中 �� 11598（9番人気）�� 16910（7番人気）�� 2721（24番人気）
3連複票数 計 617658 的中 ��� 8377（17番人気）
3連単票数 計1170204 的中 ��� 5551（50番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．1―29．2―41．3―54．0―1：06．9―1：18．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．8―3F37．1

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

勝馬の
紹 介

ヴェスターヴァルト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2019．6．23 函館6着

2017．3．16生 牡2鹿 母 サンブルエミューズ 母母 ヴィートマルシェ 3戦1勝 賞金 7，000，000円

24014 8月18日 晴 稍重 （1札幌2） 第2日 第2競走 ��
��2，400�3歳未勝利

発走10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� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

55 コバルトブルー 牡3栗 56 C．ルメール 青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 464－ 22：37．6 3．9�
11 エイシンフォーラン 牡3栗 56

53 ▲団野 大成�栄進堂 上村 洋行 浦河 栄進牧場 484± 02：38．02� 6．6�
79 レイバーリフォーム 牝3黒鹿54 M．デムーロ�G1レーシング 小島 茂之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464－122：38．1クビ 12．8�
33 オウケンランボー 牡3黒鹿56 岩田 康誠福井 明氏 和田 勇介 浦河 辻 牧場 508－10 〃 アタマ 2．4�
811 ヘルムヴィーゲ 牝3栗 54 戸崎 圭太ディアレストクラブ� 高橋 義忠 浦河 小島牧場 B462＋ 62：38．41� 17．8�
44 レッドグラティアス 牡3黒鹿56 石橋 脩 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 534－ 4 〃 クビ 6．4	
67 クリノイナヅマオー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 渡辺 薫彦 日高 賀張三浦牧場 468＋ 82：38．93 19．4

78 ビ ケ ッ ト 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良小林竜太郎氏 高柳 大輔 新冠 須崎牧場 428± 02：39．11� 29．6�
22 ロ ズ 牝3鹿 54 荻野 極 �ローレルレーシング 高柳 大輔 新ひだか 田中 春美 432± 02：39．2クビ 32．7�
810 ザプリオレス 牡3鹿 56 城戸 義政村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 506－ 2 〃 クビ 90．6
66 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 470＋ 22：40．810 42．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，749，000円 複勝： 35，170，400円 枠連： 7，366，500円
馬連： 41，445，000円 馬単： 22，379，800円 ワイド： 34，847，400円
3連複： 65，967，100円 3連単： 82，471，200円 計： 313，396，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 200円 � 290円 枠 連（1－5） 1，440円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 530円 �� 760円 �� 1，440円

3 連 複 ��� 4，920円 3 連 単 ��� 18，730円

票 数

単勝票数 計 237490 的中 � 48353（2番人気）
複勝票数 計 351704 的中 � 56563（2番人気）� 48251（4番人気）� 27657（5番人気）
枠連票数 計 73665 的中 （1－5） 3962（5番人気）
馬連票数 計 414450 的中 �� 24578（4番人気）
馬単票数 計 223798 的中 �� 7752（7番人気）
ワイド票数 計 348474 的中 �� 17503（5番人気）�� 11763（9番人気）�� 5931（18番人気）
3連複票数 計 659671 的中 ��� 10052（17番人気）
3連単票数 計 824712 的中 ��� 3191（61番人気）

ハロンタイム 13．0―12．6―13．3―13．6―13．7―13．5―13．8―13．2―12．4―12．5―12．8―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．6―38．9―52．5―1：06．2―1：19．7―1：33．5―1：46．7―1：59．1―2：11．6―2：24．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」 上り4F50．9―3F38．5
1
�
1（6，9）（2，5，8，4）（10，11，3）7・（1，9，4，3）6－5，7，2（10，11）－8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コバルトブルー �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Bluegrass Cat デビュー 2019．7．6 中京5着

2016．2．15生 牡3栗 母 カトマンブルー 母母 Abba Gold 3戦1勝 賞金 6，000，000円

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２日



24015 8月18日 晴 良 （1札幌2） 第2日 第3競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走11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

36 アリスブルー 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 浦河 大北牧場 454－ 82：03．3 6．7�

611 サトノダイナスティ 牡3鹿 56 戸崎 圭太 �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 456－ 22：03．51� 2．1�
59 アークロイヤル 牝3栗 54 岩田 康誠原 �子氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 410＋ 4 〃 ハナ 7．3�
35 	 モントカイザー 
3黒鹿56 石橋 脩岡田 牧雄氏 尾形 和幸 英 Mrs D. du

Feu 474＋ 42：03．92� 9．4�
713 ストームリッパー 
3鹿 56 川田 将雅吉田 勝己氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム B486－ 8 〃 クビ 5．1�
48 クリムゾンスター 牝3黒鹿54 吉田 隼人 N．ウェレット氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 430－ 4 〃 クビ 41．0	
714	 ドリームライクエマ 牝3栗 54 福永 祐一ニューワールドレー

シング� 矢作 芳人 愛 Nausicaa
Syndicate 418＋ 42：04．11� 31．0


11 ハードエイム 牡3栗 56 五十嵐冬樹新井 衛氏 小桧山 悟 日高 広富牧場 442＋ 42：04．73� 276．4�
（北海道）

815 シェルメール 牝3黒鹿 54
51 ▲団野 大成 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 416－182：05．01� 191．3

816 ナスノコウラン 牡3鹿 56 丸山 元気�須野牧場 矢野 英一 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 494－14 〃 クビ 49．3�

47 ネクストスクワッド 牡3栗 56
53 ▲菅原 明良平田 修氏 林 徹 日高 ヤナガワ牧場 B430－ 62：05．1� 44．0�

12 メイショウサガノ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 湯窪 幸雄 新ひだか 三木田 明仁 512－ 22：05．31 125．4�
23 ア ル マ ン ド 牝3青鹿54 竹之下智昭�キーファーズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 382－122：05．72� 245．1�
510 ドンキースタイル 牡3黒鹿56 中谷 雄太廣崎利洋HD� 矢作 芳人 浦河 富田牧場 458＋ 22：05．91 230．3�
612	 ザ ン シ ン 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星ゴドルフィン 中内田充正 英 Usk Val-
ley Stud 512 ―2：06．85 13．5�

24 ヒストリック 牝3鹿 54 荻野 極田畑 利彦氏 西村 真幸 新冠 有限会社 大
作ステーブル 438 ―2：08．07 202．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，688，900円 複勝： 42，266，500円 枠連： 12，632，200円
馬連： 45，259，800円 馬単： 23，458，600円 ワイド： 37，399，100円
3連複： 70，680，100円 3連単： 84，576，400円 計： 345，961，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 190円 � 120円 � 180円 枠 連（3－6） 360円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 300円 �� 610円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 9，740円

票 数

単勝票数 計 296889 的中 � 35238（3番人気）
複勝票数 計 422665 的中 � 46882（5番人気）� 120460（1番人気）� 50583（4番人気）
枠連票数 計 126322 的中 （3－6） 26686（1番人気）
馬連票数 計 452598 的中 �� 47402（2番人気）
馬単票数 計 234586 的中 �� 8829（6番人気）
ワイド票数 計 373991 的中 �� 34052（2番人気）�� 14154（7番人気）�� 30510（3番人気）
3連複票数 計 706801 的中 ��� 34710（3番人気）
3連単票数 計 845764 的中 ��� 6291（21番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―13．0―13．1―12．4―11．7―11．8―12．2―12．4―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―36．8―49．9―1：02．3―1：14．0―1：25．8―1：38．0―1：50．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．5
1
3
13－11（8，10，12）（6，15）14，16（1，7）5，2，4，9，3
13，11－（8，10）（6，12）（15，16，5）14，7（1，9）2－4，3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アリスブルー �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2018．10．8 東京5着

2016．2．22生 牝3鹿 母 フェルメールブルー 母母 ノースフライト 6戦1勝 賞金 8，500，000円
〔3走成績による出走制限〕 アルマンド号・ドンキースタイル号・シェルメール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年

10月18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 カフジローズ号
※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。

24016 8月18日 晴 稍重 （1札幌2） 第2日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11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 スリーヴリーグ 牡3栗 56
55 ☆横山 武史�G1レーシング 武藤 善則 安平 追分ファーム 498－ 61：46．6 7．1�

22 ジューンハルジオン 牝3黒鹿54 岩田 康誠吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 446＋ 21：47．23� 3．4�
57 グランデラムジー 牡3黒鹿56 加藤 祥太 �グランデオーナーズ 杉山 晴紀 浦河 宮内牧場 466＋ 41：47．3� 2．6�
813 サクラパルジファル 牡3黒鹿56 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 514－ 81：48．68 6．6�
814 タカラチーター 牡3鹿 56 黛 弘人村山 義男氏 藤原 辰雄 日高 原田牧場 446－ 6 〃 アタマ 120．6�
45 ウインゴライアス 牡3黒鹿56 松岡 正海�ウイン 大和田 成 新ひだか 元道牧場 B540＋ 21：48．7� 21．8	
11 ダークロード 牡3黒鹿56 M．デムーロ田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 518＋ 21：49．01� 9．7

34 ハーモニーソード 牡3黒鹿56 横山 和生日下部勝德氏 土田 稔 平取 坂東牧場 526＋ 41：49．1� 181．3�
712 コ ン シ ー ド 牡3栗 56 丹内 祐次河村 祥史氏 天間 昭一 新ひだか 本桐牧場 462＋ 81：49．42 15．5�
33 ショウナンアリババ 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星国本 哲秀氏 高橋 義忠 日高 木村牧場 474＋18 〃 ハナ 42．2
46 キュートアクトレス 牝3黒鹿54 古川 吉洋�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 404－ 21：49．82� 68．5�
610 オウケンスターマン 牡3鹿 56 戸崎 圭太福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 B478＋ 41：50．54 36．9�
58 ボーズキャット 牝3鹿 54 石川 倭 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 446± 01：51．88 249．4�
（北海道）

711 トゥモロープラン 牝3鹿 54 原田 和真�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 414－ 21：53．6大差 371．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，637，100円 複勝： 36，495，900円 枠連： 9，644，900円
馬連： 42，626，800円 馬単： 22，011，100円 ワイド： 35，723，700円
3連複： 64，259，600円 3連単： 82，019，700円 計： 316，418，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 160円 � 130円 � 120円 枠 連（2－6） 1，250円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 370円 �� 290円 �� 190円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 7，520円

票 数

単勝票数 計 236371 的中 � 26543（4番人気）
複勝票数 計 364959 的中 � 46419（3番人気）� 73001（2番人気）� 95736（1番人気）
枠連票数 計 96449 的中 （2－6） 5974（5番人気）
馬連票数 計 426268 的中 �� 25659（5番人気）
馬単票数 計 220111 的中 �� 5240（13番人気）
ワイド票数 計 357237 的中 �� 22098（4番人気）�� 29436（2番人気）�� 53788（1番人気）
3連複票数 計 642596 的中 ��� 56634（1番人気）
3連単票数 計 820197 的中 ��� 7897（16番人気）

ハロンタイム 6．9―11．6―12．4―12．9―12．2―12．3―12．6―12．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．9―43．8―56．0―1：08．3―1：20．9―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F38．3
1
3
・（8，9，11）（7，13）（2，5）（3，6，12，14）－（4，10）1・（8，9）7－（2，5）（3，12，13）（6，14）－（4，10）1，11

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

勝馬の
紹 介

スリーヴリーグ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．8．26 新潟5着

2016．2．4生 牡3栗 母 トランドネージュ 母母 イルネージュ 10戦1勝 賞金 9，250，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ボーズキャット号・トゥモロープラン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月
18日まで平地競走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 キュートアクトレス号・ボーズキャット号・トゥモロープラン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和
元年10月18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 プリモパンサー号
※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。



24017 8月18日 晴 良 （1札幌2） 第2日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時35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
1：48．3
1：45．6

良
良

79 ホウオウピースフル 牝2栗 54 川田 将雅小笹 芳央氏 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 464 ―1：54．1 7．1�
22 アンティシペイト 牡2鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム 480 ―1：54．31� 7．1�
11 ヒルノエドワード 牡2黒鹿54 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新冠 オリエント牧場 484 ―1：54．51� 73．6�
33 ミヤマザクラ 牝2芦 54 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 448 ―1：54．71� 2．0�
78 アスターファゴット 牡2鹿 54 M．デムーロ加藤 久枝氏 中竹 和也 千歳 社台ファーム 490 ―1：55．01	 46．0�
67 ラザフォード 牝2鹿 54 C．ルメール 潘 蘇通氏 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 458 ―1：55．1� 3．5	
55 ア ベ ル ゴ ー 牡2鹿 54 松岡 正海臼井義太郎氏 畠山 吉宏 平取 二風谷ファーム 492 ― 〃 ハナ 193．9

66 ナスノフォルテ 牝2黒鹿54 岩田 康誠�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 470 ―1：55．42 42．9�
811 マイネルヘルツアス 牡2黒鹿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 434 ―1：55．82� 48．9
810 ギ ン ジ 牡2青鹿54 吉田 隼人本間 茂氏 相沢 郁 むかわ 上水牧場 450 ―1：56．01 137．9�
44 モ ル タ ル 牡2芦 54 戸崎 圭太阿部 友弘氏 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 480 ― 〃 クビ 26．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 47，087，500円 複勝： 44，265，900円 枠連： 8，626，800円
馬連： 47，344，800円 馬単： 29，167，600円 ワイド： 34，459，200円
3連複： 63，418，800円 3連単： 109，298，500円 計： 383，669，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 240円 � 210円 � 1，120円 枠 連（2－7） 1，890円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，700円

ワ イ ド �� 630円 �� 4，510円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 24，820円 3 連 単 ��� 94，560円

票 数

単勝票数 計 470875 的中 � 55959（4番人気）
複勝票数 計 442659 的中 � 52622（4番人気）� 62640（3番人気）� 8149（9番人気）
枠連票数 計 86268 的中 （2－7） 3535（6番人気）
馬連票数 計 473448 的中 �� 17985（6番人気）
馬単票数 計 291676 的中 �� 5905（12番人気）
ワイド票数 計 344592 的中 �� 15086（6番人気）�� 1891（29番人気）�� 2533（28番人気）
3連複票数 計 634188 的中 ��� 1916（53番人気）
3連単票数 計1092985 的中 ��� 838（203番人気）

ハロンタイム 13．1―13．1―13．5―13．4―13．0―12．9―12．5―11．3―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―26．2―39．7―53．1―1：06．1―1：19．0―1：31．5―1：42．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウピースフル �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2017．3．27生 牝2栗 母 ツルマルワンピース 母母 ツルマルグラマー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24018 8月18日 晴 稍重 （1札幌2） 第2日 第6競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時05分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

45 ヴィーグリーズ 牡5鹿 57 横山 和生�服部牧場 清水 英克 新ひだか 服部 健太郎 468－ 21：46．1 90．7�
69 クリノカポネ �4鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 21：46．2� 40．8�
712� ジャックナイフ 牡5鹿 57 岩田 康誠岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 竹中牧場 456－ 61：46．4� 59．5�
46 ヤンチャヒメ 牝3鹿 52 五十嵐冬樹ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B484－141：46．5� 13．1�

（北海道）

57 � ブロッコリー 牡4鹿 57 丹内 祐次嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 480＋ 41：46．81� 3．9�
813 グトルフォス 牡3鹿 54 柴山 雄一林 正道氏 浅見 秀一 日高 ヤナガワ牧場 510＋ 21：46．9クビ 3．2	
711 ボルンカズマ 牡3栗 54

53 ☆横山 武史合同会社雅苑興業 栗田 徹 浦河 高昭牧場 B496＋ 8 〃 クビ 11．9

33 バンクショット 牡3黒鹿 54

51 ▲団野 大成吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B468＋101：47．53	 2．7�
58 ブラックアウト 牡3黒鹿54 国分 恭介 �エクワインレーシング 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 476± 0 〃 ハナ 16．7
11 � ト ッ プ ギ ア 牡4鹿 57 宮崎 光行 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 462＋101：48．13	 229．1�

（北海道）

22 サンウェーコ 牡3鹿 54 原田 和真 �加藤ステーブル 根本 康広 日高 ノースガーデン 490＋141：48．41	 194．4�
34 エイカイキング 牡4栗 57 荻野 極二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 480± 01：48．5	 26．8�
814� サイモンルチアーノ 牡4栗 57 黛 弘人澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 B500＋ 81：49．88 359．5�
610� ゴルディアス 牡3栗 54 荻野 琢真�下屋敷牧場 作田 誠二 浦河 杵臼牧場 436－141：51．28 339．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，036，700円 複勝： 26，369，200円 枠連： 10，158，600円
馬連： 43，412，700円 馬単： 21，058，200円 ワイド： 32，377，700円
3連複： 62，574，200円 3連単： 78，817，400円 計： 299，804，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 9，070円 複 勝 � 1，430円 � 690円 � 770円 枠 連（4－6） 7，910円

馬 連 �� 73，300円 馬 単 �� 151，860円

ワ イ ド �� 12，270円 �� 13，610円 �� 6，380円

3 連 複 ��� 384，670円 3 連 単 ��� 2，597，390円

票 数

単勝票数 計 250367 的中 � 2206（10番人気）
複勝票数 計 263692 的中 � 4716（10番人気）� 10445（8番人気）� 9207（9番人気）
枠連票数 計 101586 的中 （4－6） 995（17番人気）
馬連票数 計 434127 的中 �� 459（59番人気）
馬単票数 計 210582 的中 �� 104（110番人気）
ワイド票数 計 323777 的中 �� 680（50番人気）�� 613（53番人気）�� 1315（41番人気）
3連複票数 計 625742 的中 ��� 122（222番人気）
3連単票数 計 788174 的中 ��� 22（1327番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．0―12．4―12．3―11．9―12．5―13．2―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．3―42．7―55．0―1：06．9―1：19．4―1：32．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F39．2
1
3
3，8（4，7）6－（2，5，11，13）－14－9，12（10，1）・（3，8，7，6）－（5，13）－（4，2，11）－12，9（14，1）＝10

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

勝馬の
紹 介

ヴィーグリーズ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2016．10．30 新潟1着

2014．4．20生 牡5鹿 母 マスターセイレーン 母母 パ ー レ イ 20戦2勝 賞金 19，000，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 ヴィーグリーズ号の騎手横山和生は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴルディアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月18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。



24019 8月18日 晴 良 （1札幌2） 第2日 第7競走 ��
��2，600�3歳以上1勝クラス

発走13時35分 （500万円以下） （芝・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
2：38．7
2：37．3

良
良

78 ゴットフルール 牝3鹿 52 横山 典弘後藤 進氏 武 英智 千歳 社台ファーム 474＋ 22：42．6 5．1�
810 プ ル ク ラ 牡3栗 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム 472＋ 22：43．13 2．0�
67 アルテヴェルト 牡3栗 54 荻野 極 �サンデーレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B470＋122：43．31 32．3�
66 エスピリトゥオーゾ 牡5栗 57 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 新冠 オリエント牧場 460－ 2 〃 クビ 34．2�
44 アドマイヤユラナス 牡3鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 498＋142：43．4� 5．8	
79 ディーグランデ 	5鹿 57 柴山 雄一嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 468＋ 22：43．5クビ 11．2

22 メイショウイフウ 牡3黒鹿54 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 496＋ 22：43．6
 67．2�
11 � リードザフィールド 牡5栗 57

54 ▲菅原 明良岡田 牧雄氏 大江原 哲 米 Brereton C. Jones
& B. Ned Jones 454＋ 22：43．7クビ 124．0�

33 サンサルドス 牡3鹿 54
51 ▲団野 大成 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 524－102：44．12� 7．0

811 マコトジュズマル 牡3栗 54 川田 将雅�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 480－ 42：44．31 15．8�
55 メガディスカバリー 	3鹿 54 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 454－ 42：44．51 109．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，521，800円 複勝： 41，136，800円 枠連： 11，527，100円
馬連： 48，623，100円 馬単： 28，614，300円 ワイド： 36，556，300円
3連複： 76，867，200円 3連単： 107，725，100円 計： 383，571，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 120円 � 460円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，940円 �� 960円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 20，970円

票 数

単勝票数 計 325218 的中 � 50630（2番人気）
複勝票数 計 411368 的中 � 62315（2番人気）� 121652（1番人気）� 14850（8番人気）
枠連票数 計 115271 的中 （7－8） 29850（1番人気）
馬連票数 計 486231 的中 �� 69931（1番人気）
馬単票数 計 286143 的中 �� 12893（6番人気）
ワイド票数 計 365563 的中 �� 38629（1番人気）�� 4332（23番人気）�� 9126（14番人気）
3連複票数 計 768672 的中 ��� 12853（13番人気）
3連単票数 計1077251 的中 ��� 3723（71番人気）

ハロンタイム 13．0―11．8―12．5―12．4―12．4―13．1―13．3―12．5―11．8―11．9―12．6―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．0―24．8―37．3―49．7―1：02．1―1：15．2―1：28．5―1：41．0―1：52．8―2：04．7―2：17．3―2：29．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴットフルール �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．12．28 阪神3着

2016．4．26生 牝3鹿 母 ダノンフローラ 母母 フ ァ ン ジ カ 6戦2勝 賞金 21，066，000円
〔制裁〕 ゴットフルール号の騎手横山典弘は，2周目4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番・5番）

24020 8月18日 晴 良 （1札幌2） 第2日 第8競走 ��
��1，000�3歳以上2勝クラス

発走14時05分 （1000万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

22 タマモコーラス 牝5黒鹿55 城戸 義政タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 458－ 4 58．2 31．7�
79 ア カ ネ サ ス 牝3鹿 52 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B492± 0 58．3� 1．9�
811 ショウナンガナドル 牡3黒鹿54 横山 典弘国本 哲秀氏 田中 剛 浦河 谷川牧場 480± 0 58．4	 7．5�
44 ミ ス パ イ ロ 牝5黒鹿 55

54 ☆横山 武史村田 哲朗氏 小野 次郎 日高 戸川牧場 486＋ 4 58．82� 10．6�
68 ク ー リ ュ 牝5鹿 55 黛 弘人ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 478＋ 2 〃 アタマ 11．5�
67 トラベリング 牡4栗 57 C．ルメール �グリーンファーム高橋 亮 千歳 社台ファーム 492－ 2 59．33 5．4	
56 ミトノアミーゴ 牡4栗 57 藤岡 佑介ロイヤルパーク 武 英智 浦河 ディアレスト

クラブ 452＋ 4 59．4� 47．6

33 マイネルバトゥータ 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 築紫 洋 492＋16 59．5クビ 10．1�
11 キセキノムスメ 牝6青鹿55 横山 和生�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 460＋ 2 59．71
 53．6
55 セレナライティア 牝4栗 55

52 ▲団野 大成島川 利子氏 新開 幸一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448＋ 2 〃 クビ 94．8�

710 レ ノ カ ズ マ 牡4鹿 57 石川 倭合同会社雅苑興業 稲垣 幸雄 浦河 バンブー牧場 500± 0 59．8� 44．0�
（北海道）

812 ハクナマタタ 牡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 492－ 21：00．11� 31．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，192，600円 複勝： 52，352，700円 枠連： 12，902，800円
馬連： 53，066，600円 馬単： 31，216，200円 ワイド： 42，852，400円
3連複： 78，598，800円 3連単： 118，508，100円 計： 422，690，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，170円 複 勝 � 420円 � 110円 � 180円 枠 連（2－7） 2，720円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 7，530円

ワ イ ド �� 790円 �� 2，250円 �� 350円

3 連 複 ��� 4，210円 3 連 単 ��� 33，820円

票 数

単勝票数 計 331926 的中 � 8356（7番人気）
複勝票数 計 523527 的中 � 18144（7番人気）� 214093（1番人気）� 59741（2番人気）
枠連票数 計 129028 的中 （2－7） 3668（9番人気）
馬連票数 計 530666 的中 �� 19165（6番人気）
馬単票数 計 312162 的中 �� 3109（21番人気）
ワイド票数 計 428524 的中 �� 13503（6番人気）�� 4450（25番人気）�� 35420（4番人気）
3連複票数 計 785988 的中 ��� 13984（12番人気）
3連単票数 計1185081 的中 ��� 2540（111番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．5―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．6―34．1―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモコーラス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2016．11．5 京都11着

2014．4．16生 牝5黒鹿 母 タマモメロディ 母母 ニューメロディ 25戦4勝 賞金 57，837，000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 ホクリュウオウ号
※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。



24021 8月18日 晴 良 （1札幌2） 第2日 第9競走 ��
��1，500�ク ロ ー バ ー 賞

発走14時35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 182，000円 52，000円 26，000円 � コースレコード

中央レコード
1：29．1
1：29．1

良
良

88 オータムレッド 牝2栗 54 C．ルメール 青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 436＋121：31．6 1．2�
44 	 ヨハネスボーイ 牡2栗 54 石川 倭森永 正志氏 桧森 邦夫 新冠 森永 聡 456＋ 21：31．7
 7．1�

（北海道） （北海道）

77 	 リヴェールブリス 牝2青鹿54 五十嵐冬樹伊達 敏明氏 桧森 邦夫 日高 サンシャイン
牧場 484－ 61：32．01
 33．7�

（北海道） （北海道）

66 イ ン プ ル ソ 牡2鹿 54 黛 弘人 �コスモヴューファーム 松山 将樹 新ひだか 三木田 明仁 456＋ 81：32．21 6．2�
11 	 エイシンタンチョウ 牡2鹿 54 落合 玄太平井 克彦氏 田中 淳司 浦河 栄進牧場 472＋ 21：32．3� 49．5	

（北海道） （北海道）

33 	 プレストレジェーロ 牝2鹿 54 岩橋 勇二米津 佳昭氏 田中 淳司 新ひだか 小倉 光博 424－161：32．72� 100．4

（北海道） （北海道）

22 	 ヘイセイメジャー 牡2黒鹿54 宮崎 光行菅藤 宗一氏 松本 隆宏 平取 清水牧場 446－ 41：33．44 27．2�
（北海道） （北海道）

55 	 マブプリンセス 牝2栗 54 井上 俊彦生杉 学氏 林 和弘 伊達 高橋農場 B444－ 81：34．25 49．1�
（北海道） （北海道）

（8頭）

売 得 金
単勝： 36，916，100円 複勝： 87，184，600円 枠連： 発売なし
馬連： 46，552，100円 馬単： 39，463，300円 ワイド： 26，675，300円
3連複： 54，211，300円 3連単： 185，334，000円 計： 476，336，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 150円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 430円

ワ イ ド �� 190円 �� 370円 �� 870円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 2，610円

票 数

単勝票数 計 369161 的中 � 239030（1番人気）
複勝票数 計 871846 的中 � 726863（1番人気）� 34932（3番人気）� 15549（5番人気）
馬連票数 計 465521 的中 �� 103260（2番人気）
馬単票数 計 394633 的中 �� 68056（2番人気）
ワイド票数 計 266753 的中 �� 43318（2番人気）�� 17433（5番人気）�� 6502（11番人気）
3連複票数 計 542113 的中 ��� 29745（5番人気）
3連単票数 計1853340 的中 ��� 51428（7番人気）

ハロンタイム 7．0―11．7―12．3―12．4―12．4―12．0―11．9―11．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．0―18．7―31．0―43．4―55．8―1：07．8―1：19．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オータムレッド 
�
父 ワールドエース 

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2019．6．16 函館1着

2017．1．30生 牝2栗 母 ティッカーコード 母母 ティッカーテープ 2戦2勝 賞金 23，182，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時37分に変更。
※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。

24022 8月18日 晴 良 （1札幌2） 第2日 第10競走 ��1，700�
お お ど お り こ う え ん

大 通 公 園 特 別
発走15時10分 （ダート・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
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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

811 スマートセラヴィー 牡3栗 54 岩田 康誠大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 490－ 81：45．3 4．8�
812 ロジシルキー 牝3黒鹿52 池添 謙一久米田正明氏 大竹 正博 新冠 オリエント牧場 540－101：45．51 12．2�
710 サトノゲイル 牡4青鹿57 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± 01：46．03 8．7�
67 ペイシャボム 牡5鹿 57 加藤 祥太北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 476－141：46．1クビ 84．7�
79 サンチェサピーク 牡5黒鹿57 C．ルメール �加藤ステーブル 加藤 征弘 新冠 芳住 鉄兵 534－ 8 〃 クビ 3．1�
56 ディーズフェイク 牝4青鹿55 松岡 正海秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 482＋ 6 〃 ハナ 5．5	
22 ダンケシェーン 牡4栗 57 横山 和生 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 478－ 21：46．2クビ 23．7

33 パイロキネシスト 牡7黒鹿57 黛 弘人平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 B506＋ 81：46．41� 50．5�
44 テイエムチェロキー 牡5鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 490＋ 2 〃 ハナ 4．3�
68 ギ ラ ー ミ ン �4栗 57 松田 大作谷 賢臣氏 松永 幹夫 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B506＋ 41：47．03� 59．1
11 キープシークレット 牝4黒鹿55 石川 倭 �シルクレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム B462± 01：47．1� 113．8�

（北海道）

55 セイリスペクト 牡4黒鹿57 国分 恭介金田 成基氏 長谷川浩大 日高 庄野牧場 B476± 01：47．31� 45．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，668，100円 複勝： 46，256，700円 枠連： 21，409，600円
馬連： 89，915，100円 馬単： 39，937，700円 ワイド： 52，021，000円
3連複： 125，332，100円 3連単： 170，118，600円 計： 582，658，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 340円 � 220円 枠 連（8－8） 2，230円

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 680円 �� 650円 �� 1，250円

3 連 複 ��� 4，580円 3 連 単 ��� 22，270円

票 数

単勝票数 計 376681 的中 � 62604（3番人気）
複勝票数 計 462567 的中 � 71007（4番人気）� 30948（6番人気）� 57519（5番人気）
枠連票数 計 214096 的中 （8－8） 7411（8番人気）
馬連票数 計 899151 的中 �� 31425（11番人気）
馬単票数 計 399377 的中 �� 7866（19番人気）
ワイド票数 計 520210 的中 �� 19863（11番人気）�� 21034（10番人気）�� 10321（15番人気）
3連複票数 計1253321 的中 ��� 20492（18番人気）
3連単票数 計1701186 的中 ��� 5538（90番人気）

ハロンタイム 6．8―11．6―12．9―12．7―12．1―11．9―11．9―12．2―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．4―31．3―44．0―56．1―1：08．0―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4F49．2―3F37．3
1
3
4，7（3，11）（5，12）（1，10）（2，6）9，8・（4，7，11）（3，12）（5，10）（1，6，9）2，8

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

勝馬の
紹 介

スマートセラヴィー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．9．23 阪神2着

2016．3．3生 牡3栗 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 11戦3勝 賞金 37，176，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
※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。

２レース目

※騎手名の下の
※ヨハネスボーイ号は，令和元年の農林水産省賞典札幌2歳ステークス（GⅢ）に地方馬として出走できる。

（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



24023 8月18日 晴 良 （1札幌2） 第2日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第55回札 幌 記 念（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�
減

札幌市長賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

11 ブラストワンピース 牡4鹿 57 川田 将雅 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 536－ 22：00．1 4．7�
610 サングレーザー 牡5青鹿57 岩田 康誠�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 486± 0 〃 クビ 7．8�
69 フィエールマン 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480± 02：00．31 2．3�
712 ワグネリアン 牡4鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472＋ 4 〃 クビ 3．7�
711 ペルシアンナイト 牡5黒鹿57 M．デムーロ�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B490－ 42：00．4� 17．7	
57 エイシンティンクル 牝6芦 55 勝浦 正樹�栄進堂 上村 洋行 新ひだか 木田牧場 504－ 22：00．72 164．6

814 クロコスミア 牝6黒鹿55 戸崎 圭太大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 444＋ 42：00．8クビ 18．5�
22 ク ル ー ガ ー 牡7黒鹿57 丸山 元気 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 538 2：01．01	 44．5�
33 ステイフーリッシュ 牡4鹿 57 中谷 雄太 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 456＋ 2 〃 ハナ 32．9
58 ゴーフォザサミット 牡4黒鹿57 石橋 脩山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 488－12 〃 クビ 129．6�
45 ロードヴァンドール 牡6栗 57 横山 武史 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B496＋ 22：01．1クビ 214．4�
34 ナイトオブナイツ 牡6栗 57 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 454－ 22：01．41
 244．0�
813� サクラアンプルール 牡8栗 57 横山 典弘�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 480－ 62：02．78 172．2�
46 ランフォザローゼス 牡3鹿 54 藤岡 佑介窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494＋ 22：03．01
 28．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 353，873，100円 複勝： 392，585，100円 枠連： 146，686，200円 馬連： 934，526，400円 馬単： 412，958，600円
ワイド： 544，147，300円 3連複： 1，567，263，900円 3連単： 2，801，314，600円 5重勝： 538，577，400円 計： 7，691，932，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 180円 � 120円 枠 連（1－6） 490円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 630円 �� 290円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，260円 3 連 単 ��� 10，150円

5 重 勝
対象競走：新潟10R／札幌10R／小倉11R／新潟11R／札幌11R

キャリーオーバー なし����� 1，086，460円

票 数

単勝票数 計3538731 的中 � 596572（3番人気）
複勝票数 計3925851 的中 � 517592（3番人気）� 470839（4番人気）� 1161995（1番人気）
枠連票数 計1466862 的中 （1－6） 227443（2番人気）
馬連票数 計9345264 的中 �� 336739（7番人気）
馬単票数 計4129586 的中 �� 84644（15番人気）
ワイド票数 計5441473 的中 �� 199731（6番人気）�� 515083（2番人気）�� 429931（3番人気）
3連複票数 計15672639 的中 ��� 928582（3番人気）
3連単票数 計28013146 的中 ��� 199941（31番人気）
5重勝票数 計5385774 的中 ����� 347

ハロンタイム 12．6―11．0―12．5―12．0―11．8―12．1―12．0―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．1―48．1―59．9―1：12．0―1：24．0―1：36．0―1：47．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブラストワンピース �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．11．19 東京1着

2015．4．2生 牡4鹿 母 ツルマルワンピース 母母 ツルマルグラマー 10戦6勝 賞金 509，502，000円

24024 8月18日 晴 良 （1札幌2） 第2日 第12競走 ��1，200�
お た る

小 � 特 別
発走16時30分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

47 � プリディカメント 牝4黒鹿55 藤岡 佑介ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 512＋ 21：09．3 31．2�

36 ヴィーナスフローラ 牝5栗 55 C．ルメール 大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490± 01：09．4� 2．5�

714 パラーティウム 牝3黒鹿52 吉田 隼人 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 81：09．61� 8．2�
816 メイショウコミチ 牝3鹿 52 横山 典弘松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 450＋ 4 〃 クビ 22．8�
713 ファンシャン 牝3栃栗52 団野 大成�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 420＋ 61：09．81� 26．9�
24 ブラックダンサー 牝3黒鹿52 国分 恭介前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 ハナ 10．5	
612 ノーブルプルート 牝5鹿 55 横山 武史吉木 伸彦氏 水野 貴広 浦河 酒井牧場 492＋ 21：09．9� 14．5

23 � ワンパーパス 牝5黒鹿55 石川 倭橋本 謙一氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 448＋201：10．0� 450．1�

（北海道）

35 ジュブリーユ 牝5芦 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 牧 光二 浦河 宮内牧場 B488－ 2 〃 アタマ 13．4�
59 � ブラウンローズ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 B486＋ 61：10．1	 16．7
11 ニシノコデマリ 牝4鹿 55 加藤 祥太西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 本桐牧場 428＋ 21：10．31� 55．7�
611 コルデトゥリーニ 牝3鹿 52 古川 吉洋 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム 444＋ 61：10．4� 4．0�
48 � ツ キ ノ ミ チ 牝5鹿 55 荻野 極吉井 理人氏 中野 栄治 浦河 林 孝輝 444＋ 6 〃 ハナ 368．8�
510 ショウナンバニラ 牝3鹿 52 菅原 明良�湘南 武市 康男 日高 中原牧場 426± 0 〃 クビ 71．1�
12 ア ド レ 牝3鹿 52 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 446＋ 21：10．71	 19．2�
（15頭）

815� ユニバーサルレディ 牝3鹿 52 M．デムーロ沖田 正憲氏 萱野 浩二 日高 沖田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 98，302，500円 複勝： 110，332，800円 枠連： 51，540，800円
馬連： 203，949，200円 馬単： 95，259，600円 ワイド： 145，483，900円
3連複： 326，538，400円 3連単： 461，713，900円 計： 1，493，121，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，120円 複 勝 � 700円 � 140円 � 290円 枠 連（3－4） 3，950円

馬 連 �� 4，750円 馬 単 �� 13，040円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 5，080円 �� 650円

3 連 複 ��� 16，870円 3 連 単 ��� 139，120円

票 数

単勝票数 差引計 983025（返還計 442） 的中 � 25136（11番人気）
複勝票数 差引計1103328（返還計 256） 的中 � 30166（11番人気）� 274413（1番人気）� 88185（3番人気）
枠連票数 差引計 515408（返還計 20） 的中 （3－4） 10110（15番人気）
馬連票数 差引計2039492（返還計 2554） 的中 �� 33209（17番人気）
馬単票数 差引計 952596（返還計 1157） 的中 �� 5476（42番人気）
ワイド票数 差引計1454839（返還計 1469） 的中 �� 21445（19番人気）�� 7043（50番人気）�� 61574（4番人気）
3連複票数 差引計3265384（返還計 6359） 的中 ��� 14513（55番人気）
3連単票数 差引計4617139（返還計 5878） 的中 ��� 2406（427番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．2―11．8―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．8―45．6―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F35．5
3 12，14（2，11）4（5，9）6，16（1，13）8，3－7－10 4 ・（12，14）（2，4，11）（5，9）6（16，13）（1，8）（3，7）＝10

勝馬の
紹 介

�プリディカメント �
�
父 ハードスパン �

�
母父 Cadeaux Genereux

2015．4．12生 牝4黒鹿 母 ジェネラスオプション 母母 Easy Option 4戦1勝 賞金 12，892，000円
初出走 JRA

〔出走取消〕 ユニバーサルレディ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
※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） 1頭 アングレーム号
（非抽選馬） 3頭 スズカユース号・ファルコンレイナ号・ブールバール号
※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。

５レース目



（1札幌2）第2日 8月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 148頭 本 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

314，050，000円
21，960，000円
2，650，000円
38，060，000円
4，000，000円
61，212，500円
4，086，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
769，162，100円
1，009，913，600円
300，352，600円
1，637，224，600円
793，442，400円
1，057，140，000円
2，617，477，300円
4，398，917，900円
538，577，400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
5 重 勝
計 13，122，207，900円

総入場人員 35，419名 （有料入場人員 32，355名）
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