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21025 8月2日 晴 良 （26札幌1）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

710 ノブワイルド 牡2鹿 54 藤田 伸二前田 亘輝氏 畠山 吉宏 新ひだか 城地 清満 462－ 2 58．6 5．6�
11 ヒラボククラウン 牡2栗 54 福永 祐一�平田牧場 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 454＋ 21：00．3大差 2．5�
55 ポッドフィズ 牝2鹿 54 三浦 皇成小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 454－ 41：00．4� 7．1�
79 ペイシャアロハ 牡2鹿 54 勝浦 正樹北所 直人氏 高橋 義博 新ひだか 友田牧場 482－101：00．6� 96．0�
44 トーセンミッション 牡2栗 54 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム B500－ 41：00．81� 29．8	
68 ワンラヴワンハート 牡2青鹿 54

51 ▲小崎 綾也山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 456－ 41：00．9	 4．6

812 イ キ オ イ 牡2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 424－ 81：01．0� 9．6�
56 ポワソンダブリル 牡2栗 54 松岡 正海�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 442－ 41：01．74 170．2
33 サカダッシュ 牡2鹿 54 菱田 裕二一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 468＋ 81：02．12	 7．1�
67 パレスヘイロー 牡2黒鹿54 秋山真一郎西村 豊氏 加藤 敬二 新ひだか 有限会社石川牧場 466± 01：02．63 49．7�
22 アパラパチア 牡2栗 54

51 ▲城戸 義政井上 久光氏 柴田 政人 日高 出口牧場 442－121：02．81� 168．3�
811 シ テ ー ル 牡2鹿 54

51 ▲井上 敏樹�ミルファーム 二本柳俊一 浦河 市正牧場 B452± 01：04．18 303．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，403，600円 複勝： 26，846，800円 枠連： 5，438，200円
馬連： 28，807，000円 馬単： 21，758，900円 ワイド： 15，967，400円
3連複： 38，895，900円 3連単： 71，522，400円 計： 226，640，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 180円 � 120円 � 170円 枠 連（1－7） 700円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，800円

ワ イ ド �� 300円 �� 630円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 8，180円

票 数

単勝票数 計 174036 的中 � 24650（3番人気）
複勝票数 計 268468 的中 � 31620（5番人気）� 79644（1番人気）� 34919（4番人気）
枠連票数 計 54382 的中 （1－7） 5955（3番人気）
馬連票数 計 288070 的中 �� 27132（3番人気）
馬単票数 計 217589 的中 �� 9059（7番人気）
ワイド票数 計 159674 的中 �� 14322（3番人気）�� 5760（12番人気）�� 15026（2番人気）
3連複票数 計 388959 的中 ��� 22421（4番人気）
3連単票数 計 715224 的中 ��� 6336（23番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．6―11．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．6―35．2―46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F35．0
3 10，1，5，3，8，9（2，6）12－7，4－11 4 10－1，5－9，3，8（2，6）12－4－7＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノブワイルド �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー 2014．7．5 函館7着

2012．5．25生 牡2鹿 母 コウエイベスト 母母 トチノニシキ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アパラパチア号・シテール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月2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 ネコソラ号
（非抽選馬） 1頭 ゴットモーニング号

21026 8月2日 晴 良 （26札幌1）第3日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

710 アイリッシュハープ 牝3栗 54 福永 祐一 �キャロットファーム 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B438－ 61：47．9 2．0�

812 トーセンクラウド 牝3栗 54 三浦 皇成島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ
スティファーム 472± 01：48．22 3．4�

813 パラディドル 牝3黒鹿 54
51 ▲井上 敏樹 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 426－ 81：48．41� 27．9�

11 ウインバレリーナ 牝3鹿 54 黛 弘人�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 410－ 81：48．5� 64．1	
56 ピ ア ー ノ 牝3鹿 54 丸田 恭介�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 478＋ 6 〃 ハナ 147．2

69 ダテノレスペデーザ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政関 駿也氏 白井 寿昭 宮城 関兵牧場 484± 01：48．6� 9．1�
33 ディアメドゥーサ 牝3栗 54 秋山真一郎髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 448－ 41：48．7� 20．8�
45 アルカンジュ 牝3芦 54 松田 大作小林竜太郎氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 418－141：49．02 38．1
44 カクテルハット 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 466－ 41：49．21� 28．8�
711 パイストロピカル 牝3鹿 54 津村 明秀�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 436＋ 41：49．51� 57．9�
68 ホールドミータイト 牝3鹿 54 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 470－ 21：50．13� 6．8�
57 ミスティックアート 牝3黒鹿54 勝浦 正樹飯田 正剛氏 矢野 英一 新ひだか 千代田牧場 B484－201：50．42 66．4�
22 サイモンジャスミン 牝3鹿 54 丸山 元気澤田 昭紀氏 田島 俊明 安平 追分ファーム 438－201：59．4大差 95．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，668，800円 複勝： 25，459，300円 枠連： 6，665，100円
馬連： 24，637，300円 馬単： 18，957，800円 ワイド： 13，455，200円
3連複： 34，629，400円 3連単： 59，464，800円 計： 198，937，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 150円 � 320円 枠 連（7－8） 270円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 200円 �� 570円 �� 960円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 4，460円

票 数

単勝票数 計 156688 的中 � 61635（1番人気）
複勝票数 計 254593 的中 � 116649（1番人気）� 33179（2番人気）� 10433（5番人気）
枠連票数 計 66651 的中 （7－8） 18749（1番人気）
馬連票数 計 246373 的中 �� 52053（1番人気）
馬単票数 計 189578 的中 �� 25837（1番人気）
ワイド票数 計 134552 的中 �� 20961（1番人気）�� 5479（7番人気）�� 3048（11番人気）
3連複票数 計 346294 的中 ��� 15378（4番人気）
3連単票数 計 594648 的中 ��� 9645（9番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―12．2―13．0―13．1―12．2―12．7―12．8―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．1―43．1―56．2―1：08．4―1：21．1―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アイリッシュハープ �
�
父 スペシャルウィーク �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．9．7 阪神4着

2011．3．2生 牝3栗 母 ケルティックハープ 母母 アイリッシュカーリ 12戦1勝 賞金 12，750，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サイモンジャスミン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月2日まで平地

競走に出走できない。

第１回 札幌競馬 第３日



21027 8月2日 晴 良 （26札幌1）第3日 第3競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時45分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
57．1

良
稍重

56 ビットアリエス 牝3青鹿54 福永 祐一礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 438± 0 59．6 3．6�
11 ピサノナイトレイ 牝3鹿 54 松田 大作市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 450＋ 4 59．92 2．7�
68 ミスティックヨハネ 牡3栗 56 丸山 元気平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 436－ 61：00．11 21．6�
55 ネーラペルレ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �グリーンファーム加藤 征弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 460＋ 41：00．2� 36．7�
79 ブロンズテーラー 牝3青鹿54 吉田 隼人中西 浩一氏 小笠 倫弘 新ひだか 岡田スタツド 446－ 8 〃 クビ 5．6	
811 アグネスオピニオン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 472± 01：00．94 10．8

67 メイショウヴェスタ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 442＋ 4 〃 ハナ 165．5�
44 ローレルパシオン 牡3鹿 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 菊川 正達 新冠 村田牧場 452＋ 21：01．0� 54．5�
33 ゴールデンスキトマ 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 488＋10 〃 アタマ 184．1
710 アグネスモバイル 牝3鹿 54 丸田 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 422＋ 2 〃 アタマ 26．0�
22 � ヒャクバイガエシ 牡3栗 56

53 ▲城戸 義政幅田 昌伸氏 藤岡 健一 米
Alastar Thor-
oughbred Com-
pany LLC

458－ 21：01．31	 17．1�
812 パーリーシェル 牝3栗 54 三浦 皇成谷掛 龍夫氏 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 492＋ 6 〃 クビ 7．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，167，400円 複勝： 22，396，700円 枠連： 6，388，700円
馬連： 25，483，300円 馬単： 17，611，000円 ワイド： 14，578，500円
3連複： 32，628，400円 3連単： 54，402，000円 計： 188，656，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 130円 � 320円 枠 連（1－5） 570円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，020円 �� 690円

3 連 複 ��� 2，340円 3 連 単 ��� 9，650円

票 数

単勝票数 計 151674 的中 � 33289（2番人気）
複勝票数 計 223967 的中 � 54649（1番人気）� 50785（2番人気）� 11681（6番人気）
枠連票数 計 63887 的中 （1－5） 8568（1番人気）
馬連票数 計 254833 的中 �� 33462（1番人気）
馬単票数 計 176110 的中 �� 10574（3番人気）
ワイド票数 計 145785 的中 �� 16073（2番人気）�� 3300（13番人気）�� 5109（7番人気）
3連複票数 計 326284 的中 ��� 10455（5番人気）
3連単票数 計 544020 的中 ��� 4086（17番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．7―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．6―35．3―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビットアリエス �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 Saint Ballado デビュー 2013．8．25 小倉9着

2011．3．12生 牝3青鹿 母 レッドバラード 母母 Western Bowl 8戦1勝 賞金 6，550，000円
〔その他〕 パーリーシェル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 パーリーシェル号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年9月2日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クリノキングムーン号・ハヤブサマジック号

21028 8月2日 晴 良 （26札幌1）第3日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

69 マイフリヴァ 牡3黒鹿56 松田 大作金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム B494＋ 21：47．0 3．7�

44 クリューサオール 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B522＋ 41：47．63� 4．8�

11 ラストダンサー 牡3青鹿 56
53 ▲長岡 禎仁草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B426－ 41：48．34 7．9�

812 トワノトップガン 牝3栗 54 柴山 雄一永田 清男氏 土田 稔 新ひだか 三石橋本牧場 444± 01：48．93� 8．7�
711 リリークライマー 牡3鹿 56 荻野 琢真土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 456－ 4 〃 クビ 8．7	
57 グリーンフラッシュ 牡3栗 56 N．ローウィラー 山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 沼田 照秋 530－ 4 〃 アタマ 7．6


（豪）

22 ナムラアース 牡3鹿 56
53 ▲小崎 綾也奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 466－ 41：49．11� 39．9�

710 テイエムトッピモン 牡3鹿 56 田中 博康竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 446－101：49．2� 32．3�
45 キョウエイアニラ 牡3青鹿56 三浦 皇成田中 晴夫氏 萱野 浩二 様似 スイートフアーム 490－ 61：49．62� 5．7
33 カ ン シ ャ 牡3鹿 56 丸山 元気キャピタルクラブ 根本 康広 浦河 カナイシスタッド 456－ 81：49．81� 70．9�
813 ゲ ラ ー デ 牡3鹿 56 黛 弘人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 浦河小林牧場 B452－ 41：50．43� 96．7�
56 ニシノナーガ 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 高昭牧場 508± 01：50．61� 68．4�
68 ボンジュールショウ 牡3芦 56 丸田 恭介田中善次郎氏 天間 昭一 日高 坂 牧場 446± 01：51．13 49．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，309，000円 複勝： 22，424，500円 枠連： 7，595，000円
馬連： 26，111，700円 馬単： 16，184，400円 ワイド： 14，643，600円
3連複： 34，462，300円 3連単： 50，791，700円 計： 185，522，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 160円 � 240円 枠 連（4－6） 420円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 300円 �� 650円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，150円 3 連 単 ��� 8，880円

票 数

単勝票数 計 133090 的中 � 28474（1番人気）
複勝票数 計 224245 的中 � 45902（1番人気）� 38619（2番人気）� 19531（7番人気）
枠連票数 計 75950 的中 （4－6） 13758（1番人気）
馬連票数 計 261117 的中 �� 29670（1番人気）
馬単票数 計 161844 的中 �� 8433（2番人気）
ワイド票数 計 146436 的中 �� 13715（1番人気）�� 5459（10番人気）�� 5044（11番人気）
3連複票数 計 344623 的中 ��� 11980（5番人気）
3連単票数 計 507917 的中 ��� 4143（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．8―43．7―56．5―1：08．9―1：21．7―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイフリヴァ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Pivotal デビュー 2014．5．18 新潟6着

2011．3．13生 牡3黒鹿 母 マネーキャントバイミーラヴ 母母 Sabreon 3戦1勝 賞金 5，290，000円
〔制裁〕 グリーンフラッシュ号の騎手N．ローウィラーは，向正面で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番・10番）
※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。



21029 8月2日 晴 良 （26札幌1）第3日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．5
1：07．8

良
良

77 シンフォニア 牝2栗 54 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 476 ―1：10．2 2．4�
33 マイネルグルマン 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 洞�湖 レイクヴィラファーム 490 ―1：10．94 5．9�
11 イ シ ス 牝2青鹿54 三浦 皇成 M・

Kenichiホールディング� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 440 ―1：11．0クビ 2．9�
88 テイエムダンシング 牡2鹿 54 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 458 ― 〃 アタマ 24．0�
55 ロードシャリオ 牡2鹿 54 松田 大作 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 450 ―1：11．42� 12．5�
66 スズカグリーン 牝2栗 54 藤岡 康太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 438 ―1：11．82� 19．2	
44 レモンイエロー 牝2鹿 54 福永 祐一青芝商事� 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 418 ―1：11．9クビ 10．4

89 モズノキセキ 牝2青鹿 54

51 ▲小崎 綾也北側 雅司氏 牧田 和弥 日高 目黒牧場 378 ― 〃 クビ 17．8�
22 テ ス 牡2黒鹿54 柴山 雄一桐谷 茂氏 中野 栄治 新冠 堤 牧場 480 ―1：16．9大差 88．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 16，871，200円 複勝： 20，519，300円 枠連： 5，290，500円
馬連： 25，390，200円 馬単： 22，073，600円 ワイド： 13，324，300円
3連複： 31，495，600円 3連単： 71，022，800円 計： 205，987，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（3－7） 750円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 260円 �� 170円 �� 250円

3 連 複 ��� 520円 3 連 単 ��� 2，430円

票 数

単勝票数 計 168712 的中 � 55241（1番人気）
複勝票数 計 205193 的中 � 49031（2番人気）� 28661（3番人気）� 60228（1番人気）
枠連票数 計 52905 的中 （3－7） 5451（2番人気）
馬連票数 計 253902 的中 �� 25748（2番人気）
馬単票数 計 220736 的中 �� 14760（3番人気）
ワイド票数 計 133243 的中 �� 11701（3番人気）�� 22997（1番人気）�� 12688（2番人気）
3連複票数 計 314956 的中 ��� 44918（1番人気）
3連単票数 計 710228 的中 ��� 21172（3番人気）

ハロンタイム 12．7―11．5―11．5―11．6―11．2―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．2―35．7―47．3―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．5
3 7，8（1，4，9）（5，6）－3＝2 4 7（1，8）（5，4，9）（3，6）＝2

勝馬の
紹 介

シンフォニア 
�
父 サクラバクシンオー 

�
母父 Distorted Humor 初出走

2012．4．7生 牝2栗 母 ファニーモーク 母母 Linda Vi 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月2日まで平地競走に出走で

きない。

21030 8月2日 晴 良 （26札幌1）第3日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時35分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

59 ギブアンドテイク 牡3栗 56 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 486＋142：01．0 24．5�
610 エアマチュール 牝3青鹿54 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 450－ 42：01．42� 7．8�
23 ワ ル ガ キ 牡3鹿 56 藤岡 康太大塚 亮一氏 笹田 和秀 浦河 杵臼牧場 462－ 22：01．61� 6．5�
815 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 吉田 隼人小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 B470－ 42：01．81� 7．5�
35 ライトパープル 牡3鹿 56 藤田 伸二�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 460－ 2 〃 アタマ 4．6	
47 プルママルカ 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 500＋182：01．9クビ 3．8

611 デ ュ エ ッ ト 牝3鹿 54 村田 一誠吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 422± 02：02．0� 8．3�
713 スギノピクシー 牝3栗 54 菱田 裕二杉山 忠国氏 松田 博資 浦河 桑田牧場 404－ 22：02．21� 24．2�
814 カワキタアロー 牡3青鹿56 N．ローウィラー 川島 吉男氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 448± 02：02．3� 14．4

（豪）

11 ブ リ ー ジ ョ 牡3黒鹿56 丸山 元気星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 496± 0 〃 クビ 28．2�
712 レイニーアプローズ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹吉田 照哉氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 456± 02：02．4クビ 79．1�
22 キスキスバンバン 牝3鹿 54 松田 大作市川 義美氏 安達 昭夫 日高（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464 ―2：02．72 140．3�
58 ワンダフルバディ 牝3芦 54 古川 吉洋堀川 三郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 412± 02：02．91� 202．1�
46 ケンブリッジベラ 牝3黒鹿 54

51 ▲城戸 義政中西 宏彰氏 星野 忍 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 414－ 22：03．0� 219．0�

34 マイネルアミークス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム B432－14 〃 アタマ 38．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 13，773，600円 複勝： 24，721，400円 枠連： 8，897，700円
馬連： 29，103，000円 馬単： 17，195，200円 ワイド： 16，245，200円
3連複： 39，223，600円 3連単： 55，228，600円 計： 204，388，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，450円 複 勝 � 720円 � 300円 � 230円 枠 連（5－6） 6，650円

馬 連 �� 14，450円 馬 単 �� 23，320円

ワ イ ド �� 3，190円 �� 3，280円 �� 950円

3 連 複 ��� 37，000円 3 連 単 ��� 298，810円

票 数

単勝票数 計 137736 的中 � 4484（9番人気）
複勝票数 計 247214 的中 � 7581（10番人気）� 22090（6番人気）� 32814（3番人気）
枠連票数 計 88977 的中 （5－6） 1036（18番人気）
馬連票数 計 291030 的中 �� 1560（36番人気）
馬単票数 計 171952 的中 �� 553（70番人気）
ワイド票数 計 162452 的中 �� 1286（33番人気）�� 1253（34番人気）�� 4577（13番人気）
3連複票数 計 392236 的中 ��� 795（97番人気）
3連単票数 計 552286 的中 ��� 134（711番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―36．1―48．0―1：00．6―1：13．5―1：25．3―1：37．1―1：48．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ギブアンドテイク �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2013．9．8 中山6着

2011．5．5生 牡3栗 母 レッドダイヤモンド 母母 マチカネエルベ 8戦1勝 賞金 9，350，000円
※出走取消馬 ハートオブクラリス号（疾病〔疝痛〕のため）
※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 ペイグラブル号・マナスル号
（非抽選馬） 2頭 ショウナンアトラス号・スプリングアップ号
※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。



21031 8月2日 晴 良 （26札幌1）第3日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

11 ナンヨーカノン 牝4青鹿 55
52 ▲小崎 綾也中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460＋ 61：46．1 2．6�

33 ハヤブサペコチャン 牝4栗 55 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B458－ 41：46．73� 3．1�
45 � アルティメイトラブ 牝5黒鹿55 黛 弘人 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 476－ 4 〃 クビ 15．0�
69 プ リ ュ ム 牝5栗 55 福永 祐一 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B450－121：46．8� 6．2�
22 ペイシャンスゼータ 牝3栗 52

49 ▲井上 敏樹北所 直人氏 大江原 哲 浦河 大西牧場 468± 01：47．54 109．7�
812 メテオレイン 牝5鹿 55 松岡 正海亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 466－ 21：47．82 26．3	
56 シ ナ ー ラ 牝4鹿 55 菱田 裕二 
ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 418－121：48．12 33．9�
813 スプリングサヴァン 牝3鹿 52 勝浦 正樹加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 444＋121：48．2クビ 25．3�
710 マスタープラチナム 牝4栗 55 村田 一誠�谷岡牧場 栗田 徹 新ひだか 谷岡牧場 460＋141：48．41	 91．8
711 ホワイトアルバム 牝6芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 520－ 81：48．72 65．3�
57 � ヤ マ ガ ー ル 牝4栗 55 柴山 雄一西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 520＋ 61：49．01� 12．5�
68 パーティブロッサム 牝5黒鹿55 池添 謙一飯田 良枝氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 490＋121：49．85 11．1�
44 � キシュウレパード 牝4黒鹿 55

52 ▲城戸 義政木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 458＋12 〃 ハナ 106．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 16，362，700円 複勝： 23，262，100円 枠連： 9，315，500円
馬連： 32，150，000円 馬単： 20，020，500円 ワイド： 16，951，900円
3連複： 41，041，100円 3連単： 67，585，200円 計： 226，689，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 140円 � 240円 枠 連（1－3） 400円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 190円 �� 550円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 3，540円

票 数

単勝票数 計 163627 的中 � 50343（1番人気）
複勝票数 計 232621 的中 � 47593（2番人気）� 50386（1番人気）� 18667（5番人気）
枠連票数 計 93155 的中 （1－3） 17824（1番人気）
馬連票数 計 321500 的中 �� 61618（1番人気）
馬単票数 計 200205 的中 �� 21271（1番人気）
ワイド票数 計 169519 的中 �� 27666（1番人気）�� 6896（6番人気）�� 8094（4番人気）
3連複票数 計 410411 的中 ��� 26811（2番人気）
3連単票数 計 675852 的中 ��� 13817（2番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―12．1―12．3―12．2―12．2―12．6―13．0―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．2―42．5―54．7―1：06．9―1：19．5―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナンヨーカノン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2012．10．20 京都5着

2010．1．23生 牝4青鹿 母 ピ ラ ミ マ 母母 Career Collection 16戦3勝 賞金 26，350，000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 トーアコナユキ号

21032 8月2日 晴 良 （26札幌1）第3日 第8競走 ��2，600�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
2：38．8
2：37．3

良
良

55 ゴールドアクター 牡3青鹿54 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 480＋ 62：42．5 1．7�
810 ゴッドフロアー 牝4鹿 55 四位 洋文広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 502＋ 62：43．13� 11．2�
66 アルティメイタム 牡3鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 22：43．31� 4．7�
22 ス ト ー ク ス 牡3鹿 54 藤岡 康太�ジェイアール 黒岩 陽一 日高 北田 剛 458－ 42：43．51� 13．1�
89 ピースオブウィーク 牡4黒鹿 57

54 ▲小崎 綾也ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか 前川 正美 518± 02：43．82 32．8�
33 プライドイズメシア 牡4鹿 57 N．ローウィラー 三枝 栄二氏 高橋 文雅 浦河 バンブー牧場 524＋ 4 〃 ハナ 12．6	

（豪）

78 スマッシュスマイル �6栃栗57 勝浦 正樹 
社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 496＋ 42：43．9� 7．3�
11 ストーンヘンジ 牡6鹿 57 松田 大作 
キャロットファーム 戸田 博文 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502－ 22：44．0� 95．5�
77 テ ン カ イ チ 牡4鹿 57 村田 一誠大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社

大原ファーム 444－ 8 〃 クビ 61．0
44 コスモハヤブサ 牡4青鹿57 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 82：45．38 72．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 23，264，900円 複勝： 37，268，600円 枠連： 9，068，100円
馬連： 35，363，900円 馬単： 27，137，600円 ワイド： 19，426，400円
3連複： 43，998，800円 3連単： 105，340，700円 計： 300，869，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 200円 � 140円 枠 連（5－8） 830円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 340円 �� 200円 �� 510円

3 連 複 ��� 940円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 232649 的中 � 109160（1番人気）
複勝票数 計 372686 的中 � 170941（1番人気）� 26477（6番人気）� 50249（2番人気）
枠連票数 計 90681 的中 （5－8） 8407（4番人気）
馬連票数 計 353639 的中 �� 28012（5番人気）
馬単票数 計 271376 的中 �� 16126（5番人気）
ワイド票数 計 194264 的中 �� 13602（4番人気）�� 29068（1番人気）�� 8474（7番人気）
3連複票数 計 439988 的中 ��� 34790（2番人気）
3連単票数 計1053407 的中 ��� 20321（7番人気）

ハロンタイム 13．4―12．6―13．3―13．5―13．1―13．0―13．0―12．4―11．5―11．3―11．5―11．7―12．2

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�
13．4―26．0―39．3―52．8―1：05．9―1：18．9―1：31．9―1：44．3―1：55．8―2：07．1―2：18．6―2：30．3

コーナー
通過順位

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

2
�

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

勝馬の
紹 介

ゴールドアクター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キョウワアリシバ デビュー 2013．11．24 東京7着

2011．5．18生 牡3青鹿 母 ヘイロンシン 母母 ハッピーヒエン 7戦2勝 賞金 28，852，000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。



21033 8月2日 晴 良 （26札幌1）第3日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

33 ベルウッドテラス 牡4鹿 57 柴山 雄一鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 484－161：46．3 5．1�
57 コスモソーク 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 540－ 61：46．72� 8．9�
22 シルクエルドール �5栗 57 N．ローウィラー 有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B506± 01：46．91� 9．2�
（豪）

56 パッシングブリーズ 牡3鹿 54 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 468± 01：47．21	 15．1�
68 ディーエスタイド 牡4黒鹿57 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 504＋ 21：47．3� 17．0�
44 グランプレージョ 牡5鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 追分ファーム 498－ 8 〃 クビ 15．0	
11 ファイブタブレット 牡4栗 57 三浦 皇成 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム B482± 01：47．4クビ 3．6

812 サンクフルネス 牡5青 57 丸田 恭介小林竜太郎氏 沖 芳夫 日高 いとう牧場 464－ 21：47．61� 24．0�
711 タマノペルセウス 牡4鹿 57 菱田 裕二玉腰 勇吉氏 本田 優 浦河 村下 貞憲 508± 0 〃 ハナ 99．7�
69 コクリュウノマイ �3青鹿54 村田 一誠髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B472－20 〃 ハナ 52．2
710 レッドエンブレム 牡4黒鹿57 福永 祐一 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 486－ 41：48．02� 4．4�
813 クレバーカイザー 牡5鹿 57 丸山 元気 �ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 494－ 61：48．1	 104．6�
45 デオヴォレンテ 牡5鹿 57 秋山真一郎 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498＋ 41：48．63 14．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，251，600円 複勝： 37，256，400円 枠連： 11，832，200円
馬連： 44，990，600円 馬単： 26，601，900円 ワイド： 22，782，400円
3連複： 57，959，000円 3連単： 90，251，900円 計： 314，926，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 250円 � 260円 枠 連（3－5） 1，300円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 860円 �� 900円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 28，150円

票 数

単勝票数 計 232516 的中 � 36276（3番人気）
複勝票数 計 372564 的中 � 51261（3番人気）� 37518（4番人気）� 35598（5番人気）
枠連票数 計 118322 的中 （3－5） 7048（5番人気）
馬連票数 計 449906 的中 �� 15418（9番人気）
馬単票数 計 266019 的中 �� 4765（12番人気）
ワイド票数 計 227824 的中 �� 6900（7番人気）�� 6545（8番人気）�� 5080（13番人気）
3連複票数 計 579590 的中 ��� 8565（9番人気）
3連単票数 計 902519 的中 ��� 2324（63番人気）

ハロンタイム 6．8―11．7―12．1―12．6―12．5―12．2―12．5―12．8―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．5―30．6―43．2―55．7―1：07．9―1：20．4―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドテラス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Grand Slam デビュー 2012．6．23 福島7着

2010．2．3生 牡4鹿 母 リリーポンド 母母 Hushed Goodbye 12戦3勝 賞金 28，530，000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 ファイトバック号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

21034 8月2日 晴 良 （26札幌1）第3日 第10競走 ��
��1，800�

い し か り

石 狩 特 別
発走14時50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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：43．9

良
良

66 ハギノサキガチ 牡4鹿 57 池添 謙一日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452－ 41：47．5 4．9�

33 タルトオポム 牡3黒鹿54 菱田 裕二窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 446－ 41：47．6� 24．4�
22 ア ル テ 牡3栗 54 松田 大作 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 450－12 〃 アタマ 6．9�
811	 クリノサンタクルス 牡4鹿 57 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 川島 良一 464－ 21：47．7� 12．2�
11 マイネルストラーノ 牡4青鹿57 N．ローウィラー �サラブレッドクラブ・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 81：47．8� 4．4	

（豪）

67 	 トウケイゴールド 牡4鹿 57 長岡 禎仁木村 信彦氏 清水 久詞 新ひだか 中村 和夫 478－10 〃 アタマ 13．5

55 トーセンツリー 牡4芦 57 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 482＋ 81：48．22� 7．4�
78 ウェーブゴールド 牡3黒鹿54 四位 洋文万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 468－10 〃 クビ 26．1
79 ネルトスグアサ 牡4黒鹿57 古川 吉洋福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 448－ 41：48．62� 96．7�
44 カ ト ラ ス 
4芦 57 藤田 伸二村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 462－ 61：49．55 30．9�
810 ヴ ィ ジ ャ イ 牡6鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 514－ 61：49．92� 3．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 24，577，800円 複勝： 41，340，000円 枠連： 13，861，600円
馬連： 58，211，400円 馬単： 32，645，600円 ワイド： 26，306，300円
3連複： 71，984，100円 3連単： 122，559，900円 計： 391，486，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 190円 � 580円 � 210円 枠 連（3－6） 4，690円

馬 連 �� 6，130円 馬 単 �� 9，480円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 710円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 12，150円 3 連 単 ��� 63，920円

票 数

単勝票数 計 245778 的中 � 39949（3番人気）
複勝票数 計 413400 的中 � 66642（3番人気）� 14688（9番人気）� 56283（4番人気）
枠連票数 計 138616 的中 （3－6） 2286（16番人気）
馬連票数 計 582114 的中 �� 7358（26番人気）
馬単票数 計 326456 的中 �� 2581（44番人気）
ワイド票数 計 263063 的中 �� 3438（25番人気）�� 10042（9番人気）�� 3347（26番人気）
3連複票数 計 719841 的中 ��� 4440（50番人気）
3連単票数 計1225599 的中 ��� 1390（262番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．8―11．5―11．7―12．0―12．4―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．1―35．9―47．4―59．1―1：11．1―1：23．5―1：35．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ハギノサキガチ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Kingmambo デビュー 2012．9．23 阪神6着

2010．5．4生 牡4鹿 母 ハギノアウグラーレ 母母 Hum Along 20戦3勝 賞金 29，709，000円
〔制裁〕 マイネルストラーノ号の騎手N．ローウィラーは，発馬機内での御法について過怠金10，000円。

マイネルストラーノ号の騎手N．ローウィラーは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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。



21035 8月2日 晴 良 （26札幌1）第3日 第11競走 ��
��1，200�札幌日刊スポーツ杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，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

北海道日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000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
1：07．6
1：06．5

良
良

610 レッドオーヴァル 牝4鹿 55 福永 祐一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 436－ 61：08．3 2．3�
22 ゴーハンティング 牡6黒鹿57 N．ローウィラー �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム 506－ 41：08．51� 5．8�

（豪）

35 エ ポ ワ ス 	6鹿 57 古川 吉洋多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 476－ 2 〃 アタマ 17．0�
815 マイネサヴァラン 牝5青鹿55 丹内 祐次 �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 462＋ 61：08．71
 96．7�
611 エールブリーズ 牡4青鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース�島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512－ 6 〃 クビ 5．3	
47 エイシンオルドス 牝3栗 52 四位 洋文�栄進堂 坂口 正則 浦河 梅田牧場 484－ 81：08．8クビ 8．5

23 モズハツコイ 牝3芦 52 菱田 裕二北側 雅司氏 牧田 和弥 浦河 上山牧場 458＋10 〃 ハナ 11．1�
34 ラヴェルソナタ 	6鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B518± 01：08．9� 28．9�
59 シルクオフィサー 牡6鹿 57 秋山真一郎有限会社シルク大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－10 〃 アタマ 65．6
46 ダイメイザクラ 牝7鹿 55 丸田 恭介宮本 孝一氏 佐藤 吉勝 新ひだか 中田 浩美 450＋ 21：09．0� 121．7�
713 ジ ル コ ニ ア 牝7栗 55 津村 明秀下河�行雄氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 498＋ 2 〃 クビ 129．1�
11 ブルーストーン 牝3黒鹿52 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466± 01：09．21
 12．0�
814 ヤマニンプチガトー 牝5栗 55 藤田 伸二土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 480－ 61：09．3クビ 51．6�
58 ダノンエレガント 牝5鹿 55 丸山 元気�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 454－101：09．62 60．5�
712 クーファナイン 牝3鹿 52 小林 徹弥大迫久美子氏 山内 研二 新冠 川島牧場 458－181：11．210 111．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 51，496，200円 複勝： 76，763，500円 枠連： 41，290，100円
馬連： 170，104，000円 馬単： 85，149，800円 ワイド： 66，283，300円
3連複： 222，795，900円 3連単： 374，409，500円 計： 1，088，292，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 160円 � 310円 枠 連（2－6） 400円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 340円 �� 830円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 9，760円

票 数

単勝票数 計 514962 的中 � 174103（1番人気）
複勝票数 計 767635 的中 � 211114（1番人気）� 118498（2番人気）� 45034（7番人気）
枠連票数 計 412901 的中 （2－6） 79941（1番人気）
馬連票数 計1701040 的中 �� 164724（2番人気）
馬単票数 計 851498 的中 �� 51067（2番人気）
ワイド票数 計 662833 的中 �� 55638（2番人気）�� 19666（9番人気）�� 14210（15番人気）
3連複票数 計2227959 的中 ��� 54169（9番人気）
3連単票数 計3744095 的中 ��� 27805（15番人気）

ハロンタイム 11．7―10．6―11．1―11．5―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．3―33．4―44．9―56．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 ・（12，13）（1，3，8）15（5，7）（9，10）（4，2，11，14）6 4 ・（12，13）（1，3，8）（5，15）（9，7，10）4（2，11，14）6

勝馬の
紹 介

レッドオーヴァル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Smart Strike デビュー 2012．11．11 東京2着

2010．3．7生 牝4鹿 母 コートアウト 母母 Azhaar 13戦3勝 賞金 114，995，000円
〔制裁〕 エポワス号の騎手古川吉洋は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
※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。

21036 8月2日 晴 良 （26札幌1）第3日 第12競走 ��
��1，800�

ひ だ か

日 高 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．7．27以降26．7．27まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

日高軽種馬共同育成公社賞（1着）
賞 品

本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：43．9

良
良

22 ブレークビーツ �4鹿 54 秋山真一郎吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 450－ 21：48．0 4．8�
11 シャドウライフ 牝5黒鹿52 吉田 隼人飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 462＋ 21：48．21� 8．1�
55 テ ィ ア ー モ 牝4鹿 54 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 452＋241：48．3	 3．3�
33 タケルハヤテ 牡6鹿 53 勝浦 正樹森 保彦氏 池上 昌弘 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム B460＋ 2 〃 ハナ 30．8�
44 シベリアンタイガー 牡3鹿 52 菱田 裕二岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 増本 良孝 470－ 21：48．51� 8．0�
66 
 アルティスト 牡7鹿 53 藤田 伸二塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 478－ 81：48．6� 72．9	
89 ロードエフォール 牡6黒鹿54 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 B484± 01：48．91� 6．3

77 サ ン グ ッ プ 牡6栗 55 松岡 正海加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 500＋12 〃 クビ 4．2�
88 エーシングルーオン 牡5栗 54 城戸 義政�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 462－ 81：49．32	 16．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 31，900，500円 複勝： 43，690，100円 枠連： 12，896，800円
馬連： 61，945，700円 馬単： 36，719，800円 ワイド： 29，387，900円
3連複： 69，409，800円 3連単： 151，041，200円 計： 436，991，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 200円 � 150円 枠 連（1－2） 2，140円

馬 連 �� 1，970円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 570円 �� 350円 �� 580円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 17，930円

票 数

単勝票数 計 319005 的中 � 52581（3番人気）
複勝票数 計 436901 的中 � 56503（4番人気）� 51729（5番人気）� 83809（1番人気）
枠連票数 計 128968 的中 （1－2） 4667（12番人気）
馬連票数 計 619457 的中 �� 24294（10番人気）
馬単票数 計 367198 的中 �� 8820（14番人気）
ワイド票数 計 293879 的中 �� 12826（8番人気）�� 22766（2番人気）�� 12624（9番人気）
3連複票数 計 694098 的中 ��� 21592（7番人気）
3連単票数 計1510412 的中 ��� 6106（71番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．6―36．4―48．1―1：00．4―1：12．7―1：24．4―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ブレークビーツ 
�
父 ジャングルポケット 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．9．9 阪神4着

2010．4．22生 �4鹿 母 ラバンディエーラ 母母 ナショナルフラッグ 12戦3勝 賞金 35，905，000円



（26札幌1）第3日 8月2日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 145頭 本 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 手 当

180，290，000円
8，720，000円
1，130，000円
16，180，000円
52，142，500円
3，770，000円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
263，047，300円
401，948，700円
138，539，500円
562，298，100円
342，056，100円
269，352，400円
718，523，900円
1，273，620，700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 3，969，386，700円

総入場人員 13，382名 （有料入場人員 12，342名）
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