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21037 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第1競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．4
1：45．9

良
良

79 ペイシャオブロー 牡2鹿 54 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 482－ 81：52．1 18．3�
11 ウインベーネ 牡2栗 54 黛 弘人�ウイン 日吉 正和 新冠 コスモヴューファーム 456－ 41：52．84 64．2�
55 フィールドリアン 牡2黒鹿54 吉田 豊地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 458－ 61：52．9� 11．0�
22 コスモアルマク 牡2青鹿54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 472－ 6 〃 クビ 1．1�
66 ミスズミラクル 牡2黒鹿54 秋山真一郎永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 武 牧場 482＋ 81：53．21� 19．7	
67 トーセンアスリート 牡2鹿 54 菅原 隆一島川 
哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－12 〃 ハナ 33．3�
811 ネ コ レ ー ヌ 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 424＋101：53．41� 24．8�
78 ハヤブサロックオン 牡2鹿 54 松田 大作武田 修氏 	島 一歩 浦河 ガーベラパー

クスタツド 462－ 21：53．61 22．3
810 サイレンスラヴ 牝2鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 460± 0 〃 クビ 41．5�
33 マイネルスウェルテ 牡2鹿 54 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新ひだか 山野牧場 466± 01：55．8大差 90．1�
（10頭）

44 ティーベレヌス 牡2栗 54 藤岡 康太�高橋ファーム 西橋 豊治 新ひだか 三木田 明仁 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，068，400円 複勝： 66，883，400円 枠連： 6，794，000円
馬連： 25，022，800円 馬単： 26，434，900円 ワイド： 16，022，400円
3連複： 35，297，400円 3連単： 92，554，300円 計： 289，077，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，830円 複 勝 � 1，090円 � 3，510円 � 530円 枠 連（1－7） 19，500円

馬 連 �� 34，380円 馬 単 �� 85，090円

ワ イ ド �� 6，000円 �� 900円 �� 3，390円

3 連 複 ��� 49，290円 3 連 単 ��� 541，140円

票 数

単勝票数 計 200684 的中 � 8743（3番人気）
複勝票数 計 668834 的中 � 16098（4番人気）� 4746（9番人気）� 36230（2番人気）
枠連票数 計 67940 的中 （1－7） 270（19番人気）
馬連票数 計 250228 的中 �� 564（35番人気）
馬単票数 計 264349 的中 �� 233（71番人気）
ワイド票数 計 160224 的中 �� 669（35番人気）�� 4809（10番人気）�� 1197（28番人気）
3連複票数 計 352974 的中 ��� 537（65番人気）
3連単票数 計 925543 的中 ��� 124（437番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．4―12．8―13．3―12．9―12．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．1―49．9―1：03．2―1：16．1―1：28．5―1：40．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．9―3F36．0
1
3
9，10（2，11）3（1，6）－8，5，7・（9，10，11）（2，3）（1，6）5，8－7

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

勝馬の
紹 介

ペイシャオブロー �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．12 函館7着

2012．3．12生 牡2鹿 母 ダンスレッスン 母母 スーパーアイドル 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔出走取消〕 ティーベレヌス号は，疾病〔右肩跛行〕のため出走取消。

21038 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第2競走 ��1，000�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
57．5
57．1

良
稍重

79 オーガンディー 牝3芦 54 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 6 59．9 21．0�
44 カガフレグランス 牝3鹿 54 秋山真一郎香川 憲次氏 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 464± 0 〃 クビ 1．5�
812 ゴッドマザー 牝3栗 54 柴山 雄一寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 436－ 21：00．64 16．5�
56 デザイアドライブ 牝3黒鹿54 吉田 豊片山 晃氏 金成 貴史 新ひだか 西村 和夫 B454－ 41：00．81� 50．3�
33 ピンクプリンセス 牝3芦 54 福永 祐一木村 久子氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 B500＋ 41：01．12 9．6�
710 ワンダーライツ 牝3黒鹿54 藤岡 康太山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 466＋ 81：01．31� 7．2�
22 アルミサエル 牝3黒鹿54 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 440± 0 〃 ハナ 104．0	
67 テ ル ス 牝3黒鹿54 丸山 元気杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 川島牧場 442－ 21：01．4クビ 102．9

11 リ コ リ ッ チ 牝3鹿 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 486－ 41：01．5� 103．3�
811 ア ジ ャ ー ニ 牝3鹿 54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 小島 太 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 41：01．6クビ 5．6
55 クリノミユキチャン 牝3鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 今井 秀樹 444＋ 4 〃 アタマ 107．7�
68 プラチナムーン 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 上原 博之 新ひだか 橋本牧場 388－ 41：01．81 24．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，251，200円 複勝： 47，638，300円 枠連： 8，216，000円
馬連： 27，604，000円 馬単： 23，245，000円 ワイド： 17，539，600円
3連複： 39，154，000円 3連単： 76，639，700円 計： 257，287，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，100円 複 勝 � 310円 � 110円 � 300円 枠 連（4－7） 350円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 4，460円

ワ イ ド �� 690円 �� 3，030円 �� 610円

3 連 複 ��� 5，320円 3 連 単 ��� 39，070円

票 数

単勝票数 計 172512 的中 � 6541（6番人気）
複勝票数 計 476383 的中 � 15821（6番人気）� 305519（1番人気）� 16658（5番人気）
枠連票数 計 82160 的中 （4－7） 17837（2番人気）
馬連票数 計 276040 的中 �� 13314（5番人気）
馬単票数 計 232450 的中 �� 3908（13番人気）
ワイド票数 計 175396 的中 �� 6692（9番人気）�� 1396（26番人気）�� 7642（5番人気）
3連複票数 計 391540 的中 ��� 5510（17番人気）
3連単票数 計 766397 的中 ��� 1422（117番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．7―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．8―35．5―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

オーガンディー �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 Kendor デビュー 2013．9．14 中山10着

2011．3．16生 牝3芦 母 ラソーミュロワーズ 母母 Mercalle 10戦1勝 賞金 5，350，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 キョウワマロン号

第１回 札幌競馬 第４日



21039 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時50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

57 イ ク ラ ト ロ 牡3鹿 56 中谷 雄太北側 雅司氏 矢作 芳人 日高 目黒牧場 422－ 41：47．8 13．1�
33 マッチレスヒーロー 牡3栗 56 柴山 雄一�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 B468－ 81：47．9� 1．7�
711 ガ ル グ イ ユ 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也杉山 忠国氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 490－ 21：48．64 7．3�
68 エングロウス �3栗 56 田中 博康深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 434＋ 41：48．91� 33．8�
56 サンアナハイム 牡3黒鹿56 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 晃司 484± 0 〃 クビ 7．1�
22 トーアイタダキ 牡3栗 56 勝浦 正樹高山ランド	 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 450＋ 81：49．53� 30．3

44 ベストタイム 牡3栗 56 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 424－ 2 〃 アタマ 141．8�
710 ジェットブラック 牡3青 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484＋101：49．71� 7．5�
812 フ ィ ラ ー レ 牡3黒鹿56 松田 大作岡 浩二氏 北出 成人 新ひだか 土居 忠吉 450＋ 41：49．91 20．3
11 シャイニーパレス 牡3黒鹿56 菱田 裕二小林 昌志氏 池上 昌弘 平取 雅 牧場 504－ 21：50．64 212．5�
45 カシマブレイン 牡3鹿 56 菅原 隆一松浦 一久氏 畠山 重則 浦河 信成牧場 488＋ 81：50．7� 171．7�
69 カンファーボス 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政楠本多ミ子氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 460－ 21：51．01� 81．4�
813 ケイボルケーノ 牡3鹿 56 黛 弘人山岸 桂市氏 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474＋101：52．17 19．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，767，400円 複勝： 26，670，500円 枠連： 9，650，600円
馬連： 30，818，200円 馬単： 21，401，100円 ワイド： 17，044，700円
3連複： 39，873，500円 3連単： 68，972，800円 計： 234，198，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 200円 � 120円 � 160円 枠 連（3－5） 390円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 400円 �� 850円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 16，100円

票 数

単勝票数 計 197674 的中 � 11983（5番人気）
複勝票数 計 266705 的中 � 26112（5番人気）� 73521（1番人気）� 40155（3番人気）
枠連票数 計 96506 的中 （3－5） 18783（2番人気）
馬連票数 計 308182 的中 �� 20871（4番人気）
馬単票数 計 214011 的中 �� 6343（9番人気）
ワイド票数 計 170447 的中 �� 10794（4番人気）�� 4599（12番人気）�� 16170（2番人気）
3連複票数 計 398735 的中 ��� 15038（5番人気）
3連単票数 計 689728 的中 ��� 3104（55番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．8―13．2―13．0―12．5―12．6―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―31．1―44．3―57．3―1：09．8―1：22．4―1：34．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3
10，13（2，6，8）（1，3，7）（4，11）（5，9）－12
10（13，8，3）（6，7）2（1，11）4－5（9，12）

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

勝馬の
紹 介

イ ク ラ ト ロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 ウォーニング デビュー 2014．3．30 中京11着

2011．4．6生 牡3鹿 母 グランプリオーロラ 母母 ア ン ダ ン テ 5戦1勝 賞金 5，290，000円
〔発走状況〕 カシマブレイン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 スズカルーブル号

21040 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第4競走 ��
��1，500�サラブレッド系3歳

発走11時20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
1：27．8
1：27．8

良
良

712 ビリーヴザワン 牡3鹿 56 松岡 正海岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 61：29．4 14．7�
33 ドリームヴィジョン �3芦 56 田辺 裕信セゾンレースホース� 大江原 哲 浦河 ダイヤモンドファーム 440＋ 81：29．82� 7．8�
34 キエレメムーチョ �3青鹿56 三浦 皇成吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 454－ 2 〃 ハナ 5．5�
58 エアジャモーサ 牝3栗 54 松田 大作 �ラッキーフィールド千田 輝彦 むかわ 上水牧場 442－ 4 〃 クビ 5．4�
69 シングンゴールド 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 416＋ 6 〃 アタマ 9．0�
11 グランソレイユ 牝3栗 54 池添 謙一 	フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 440＋121：29．9クビ 33．4

813	 シャンテクレール 牝3鹿 54 吉田 隼人�ノースヒルズ 小笠 倫弘 英 Jean－Pierr

e Deroubaix 424＋ 61：30．11
 39．1�
46 ケイブラスト 牡3栗 56 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 452－121：30．2� 22．4�
57 コウギョウバクシン 牡3栗 56 吉田 豊菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 440－ 8 〃 クビ 106．4
711 ファンタジックアイ 牝3黒鹿54 菱田 裕二吉田 千津氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 444＋ 81：30．3� 3．1�
814 ユキノアカツキ 牡3栗 56 丸山 元気馬場 幸廣氏 根本 康広 日高 幾千世牧場 526± 01：30．51 28．2�
45 オートクレール 牝3栗 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 日高 出口牧場 420± 0 〃 クビ 9．9�
610 ナガラブレーブ 牡3黒鹿56 田中 博康長良レーシングクラブ 田中 章博 浦河 大島牧場 468＋ 61：31．13� 92．7�
22 ルミナスハート 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 新冠 コスモヴューファーム 406＋ 41：31．63 125．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 18，359，200円 複勝： 28，244，900円 枠連： 10，038，600円
馬連： 33，734，200円 馬単： 19，987，900円 ワイド： 18，594，300円
3連複： 42，520，600円 3連単： 62，949，400円 計： 234，429，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 390円 � 200円 � 210円 枠 連（3－7） 540円

馬 連 �� 7，430円 馬 単 �� 15，740円

ワ イ ド �� 2，080円 �� 1，620円 �� 600円

3 連 複 ��� 12，710円 3 連 単 ��� 93，520円

票 数

単勝票数 計 183592 的中 � 9973（7番人気）
複勝票数 計 282449 的中 � 16112（7番人気）� 40470（2番人気）� 36654（4番人気）
枠連票数 計 100386 的中 （3－7） 14191（1番人気）
馬連票数 計 337342 的中 �� 3518（26番人気）
馬単票数 計 199879 的中 �� 952（57番人気）
ワイド票数 計 185943 的中 �� 2218（25番人気）�� 2882（19番人気）�� 8472（5番人気）
3連複票数 計 425206 的中 ��� 2508（41番人気）
3連単票数 計 629494 的中 ��� 488（305番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．0―29．2―40．9―53．1―1：05．1―1：16．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

ビリーヴザワン �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．2．23 東京6着

2011．4．21生 牡3鹿 母 ブルーミングガール 母母 トーセンフォーユー 4戦1勝 賞金 4，600，000円
〔制裁〕 ファンタジックアイ号の騎手菱田裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・5番）
※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 クインズフローリー号・ビキニスタイル号・ユキノサンブライト号



21041 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時10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
1：48．4
1：45．9

良
良

78 アドマイヤガスト 牡2鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 512 ―1：51．2 6．6�
89 マイネルプロンプト 牡2黒鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 460 ― 〃 ハナ 4．4�
55 トーセンビクトリー 牝2鹿 54 四位 洋文島川 �哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 460 ― 〃 クビ 1．7�
11 キャノンプレート 牡2黒鹿54 藤田 伸二 �ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 476 ―1：51．4� 14．8�
66 バトルイイジャン 牡2黒鹿54 津村 明秀宮川 秋信氏 牧 光二 浦河 信成牧場 480 ― 〃 アタマ 20．5	
33 ジェイケイライアン 牡2鹿 54 柴山 雄一小谷野次郎氏 古賀 慎明 新ひだか 藤川フアーム 466 ―1：51．5� 38．0

44 ゼットスマイル 牡2栗 54 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 490 ―1：51．6クビ 22．1�
77 ピ ン ク マ ン 牡2黒鹿54 池添 謙一福本 圭佐氏 池添 兼雄 浦河 金成吉田牧場 434 ― 〃 クビ 33．7
22 ジャストフォーユー 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 450 ―1：51．91� 13．4�
810 コスモムルジム 牡2青鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新ひだか 山野牧場 460 ―1：52．43 80．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 32，618，800円 複勝： 37，121，800円 枠連： 7，600，800円
馬連： 40，576，800円 馬単： 32，440，300円 ワイド： 21，265，400円
3連複： 49，045，300円 3連単： 109，908，400円 計： 330，577，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連（7－8） 1，010円

馬 連 �� 1，100円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 360円 �� 210円 �� 190円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 5，670円

票 数

単勝票数 計 326188 的中 � 39343（3番人気）
複勝票数 計 371218 的中 � 49628（3番人気）� 60501（2番人気）� 140891（1番人気）
枠連票数 計 76008 的中 （7－8） 5787（3番人気）
馬連票数 計 405768 的中 �� 28335（3番人気）
馬単票数 計 324403 的中 �� 10155（8番人気）
ワイド票数 計 212654 的中 �� 12806（4番人気）�� 26961（2番人気）�� 30849（1番人気）
3連複票数 計 490453 的中 ��� 62567（1番人気）
3連単票数 計1099084 的中 ��� 14034（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．8―38．0―51．2―1：03．6―1：15．8―1：27．7―1：39．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤガスト �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 Silver Hawk 初出走

2012．1．24生 牡2鹿 母 ム ガ ー ル 母母 ム ガ メ ー ル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ジェイケイライアン号の騎手柴山雄一は，3コーナー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）

マイネルプロンプト号の騎手松岡正海は，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100，000円。（被害馬：5
番）

21042 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第6競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走12時40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
57．5
57．1

良
稍重

67 � ピュアアイズ 牝4鹿 55 松岡 正海�山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 484＋ 2 58．7 3．3�
812 サンライズネガノ 牡4芦 57 勝浦 正樹松岡 隆雄氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B500＋10 59．01	 9．0�
710� ベストヒット 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 480＋ 2 59．21
 17．3�
55 � ロクイチスマイル 牝5芦 55

52 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 星野 忍 新冠 川上 悦夫 486－ 8 59．41� 151．9�
33 エリモフェザー 牝4栗 55 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 430＋24 59．5� 14．4�
11 セイウンチカラ 牡4鹿 57 福永 祐一西山 茂行氏 須貝 尚介 浦河 高昭牧場 490－10 59．6	 2．5	
44 ジツリキフォーティ 牡5黒鹿57 古川 吉洋河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 490－12 59．81
 21．6

811 ディオレサンス 牝3栗 52 三浦 皇成�ノースヒルズ 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 454＋ 4 〃 クビ 11．9�
68 � ナリタアルテミス 牝4栗 55 田中 博康�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 490－ 2 59．9クビ 10．3
22 アイティダイヤ 牝3栗 52 吉田 豊一ノ瀬 恭氏 矢野 英一 新冠 武田牧場 460－101：00．11� 41．8�
56 スマートエビデンス 牡3鹿 54

51 ▲小崎 綾也大川 徹氏 浅見 秀一 日高 本間牧場 492－ 41：00．2� 16．7�
79 ヤマニンジェルブ 牝4栗 55 柴山 雄一土井 肇氏 田中 章博 新冠 錦岡牧場 434－ 81：01．58 204．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，414，800円 複勝： 29，913，700円 枠連： 9，986，200円
馬連： 36，441，700円 馬単： 24，842，500円 ワイド： 19，686，100円
3連複： 45，861，600円 3連単： 81，050，700円 計： 271，197，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 170円 � 310円 � 340円 枠 連（6－8） 760円

馬 連 �� 1，980円 馬 単 �� 3，680円

ワ イ ド �� 810円 �� 830円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 8，110円 3 連 単 ��� 28，260円

票 数

単勝票数 計 234148 的中 � 55996（2番人気）
複勝票数 計 299137 的中 � 54998（2番人気）� 22442（5番人気）� 20287（6番人気）
枠連票数 計 99862 的中 （6－8） 10139（3番人気）
馬連票数 計 364417 的中 �� 14244（7番人気）
馬単票数 計 248425 的中 �� 5058（11番人気）
ワイド票数 計 196861 的中 �� 6321（10番人気）�� 6187（11番人気）�� 3606（16番人気）
3連複票数 計 458616 的中 ��� 4238（35番人気）
3連単票数 計 810507 的中 ��� 2079（78番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―11．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―34．7―46．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ピュアアイズ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Phone Trick

2010．5．27生 牝4鹿 母 ミスワキジャパン 母母 Office Politics 7戦2勝 賞金 18，100，000円
初出走 JRA

※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 スリーチアサウス号・ノボキャビア号・ブルーモントレー号・メイショウカイモン号



21043 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時10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

812 カーティスバローズ 牡4鹿 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 496＋ 21：45．8 1．7�
710 ワイルドコットン 牡3栗 54 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 日高 下河辺牧場 496± 01：47．07 4．9�
57 ビ ッ グ ギ グ 牡3栗 54 松田 大作吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 526＋ 41：47．31� 47．1�
69 インテグラード 牡3青鹿54 福永 祐一�リーヴァ 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 482－ 6 〃 アタマ 10．6�
22 リアルマイスター 牡4鹿 57 藤岡 康太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 476－161：47．51� 60．2�
33 スワンボート 牡4鹿 57 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 460－ 21：47．6クビ 72．3	
44 クリアモーメント 牡4鹿 57

54 ▲小崎 綾也 �社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 2 〃 ハナ 28．9


11 ディアポジション 牡3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 464－ 6 〃 クビ 12．7�
813 バルタザール 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 510－ 81：47．81� 37．6

56 トゥヴァビエン 牡4黒鹿57 小林 徹弥玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 530－ 61：48．11� 49．4�
711 レッドアライヴ 牡3鹿 54 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456－ 21：48．52� 12．9�
45 サトノテイオウ 牡4鹿 57 N．ローウィラー 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B480＋ 21：48．92� 17．2�

（豪）

68 ハーマンミュート 	4青鹿57 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B496－ 82：16．2大差 31．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，523，600円 複勝： 47，493，500円 枠連： 11，991，300円
馬連： 40，546，700円 馬単： 29，468，300円 ワイド： 23，399，300円
3連複： 54，026，400円 3連単： 98，479，500円 計： 326，928，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 820円 枠 連（7－8） 290円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 240円 �� 1，460円 �� 4，150円

3 連 複 ��� 7，040円 3 連 単 ��� 16，740円

票 数

単勝票数 計 215236 的中 � 99162（1番人気）
複勝票数 計 474935 的中 � 241809（1番人気）� 51867（2番人気）� 6290（12番人気）
枠連票数 計 119913 的中 （7－8） 31126（1番人気）
馬連票数 計 405467 的中 �� 57877（1番人気）
馬単票数 計 294683 的中 �� 27642（1番人気）
ワイド票数 計 233993 的中 �� 30676（1番人気）�� 3704（17番人気）�� 1258（33番人気）
3連複票数 計 540264 的中 ��� 5755（22番人気）
3連単票数 計 984795 的中 ��� 4263（42番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―12．5―13．0―12．5―12．6―12．1―12．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．4―43．4―55．9―1：08．5―1：20．6―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カーティスバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2013．2．10 東京3着

2010．3．10生 牡4鹿 母 ベルベットスマイル 母母 Velvet Touch 17戦3勝 賞金 44，728，000円
〔制裁〕 サトノテイオウ号の騎手N．ローウィラーは，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番）
〔その他〕 ハーマンミュート号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症。なお，同馬は「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，主として騎乗中の国名を表示している。

21044 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，300，000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
1：58．6
1：56．1

良
良

811 インナーアージ 牝4鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 438－ 62：00．4 3．0�
68 アドマイヤアロマ 牝3栗 52 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 438± 02：00．5� 4．8�
33 ピサノベッテル 牝5黒鹿55 三浦 皇成市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 458－ 62：00．81� 16．7�
67 ゴールデンファレノ 牝4栗 55 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 448－ 2 〃 アタマ 24．0�
44 ハナズリベンジ 牝3黒鹿52 吉田 隼人M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 478－ 22：01．01� 18．9�
812 コウセイマユヒメ 牝3鹿 52 勝浦 正樹杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 450－ 4 〃 アタマ 80．1	
79 スカイグラフィティ 牝4芦 55

52 ▲井上 敏樹飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 484－ 2 〃 ハナ 63．4

22 マンノアクトレス 牝4鹿 55 秋山真一郎萬野 順啓氏 角田 晃一 新冠 若林牧場 434＋ 62：01．1� 5．5�
710 ビレッジソング 牝3鹿 52

49 ▲城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 434＋12 〃 アタマ 22．4�
55 スワンソング 牝4鹿 55

52 ▲小崎 綾也 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 B458＋ 42：01．41� 4．9

11 シュヴァリエ 牝3栗 52 藤田 伸二 �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 カントリー牧場 436＋102：01．5� 10．6�

56 トーアコナユキ 牝3芦 52 丸山 元気高山ランド� 畠山 吉宏 豊浦トーア牧場 486＋ 22：02．56 132．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，872，700円 複勝： 29，124，600円 枠連： 9，523，400円
馬連： 40，466，500円 馬単： 24，224，300円 ワイド： 19，319，000円
3連複： 47，775，200円 3連単： 84，998，800円 計： 275，304，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 180円 � 330円 枠 連（6－8） 510円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 310円 �� 720円 �� 930円

3 連 複 ��� 2，510円 3 連 単 ��� 9，140円

票 数

単勝票数 計 198727 的中 � 52916（1番人気）
複勝票数 計 291246 的中 � 70540（1番人気）� 42764（4番人気）� 16694（6番人気）
枠連票数 計 95234 的中 （6－8） 14328（1番人気）
馬連票数 計 404665 的中 �� 42881（2番人気）
馬単票数 計 242243 的中 �� 14233（1番人気）
ワイド票数 計 193190 的中 �� 17654（2番人気）�� 6509（8番人気）�� 4916（11番人気）
3連複票数 計 477752 的中 ��� 14229（5番人気）
3連単票数 計 849988 的中 ��� 6741（13番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．1―35．8―48．4―1：00．7―1：13．2―1：24．9―1：36．5―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

インナーアージ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gold Away デビュー 2012．12．16 中山4着

2010．2．6生 牝4鹿 母 ミュージカルウェイ 母母 Mulika 11戦2勝 賞金 25，300，000円
※トーアコナユキ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



21045 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第9競走 ��
��1，200�

お た る

小 � 特 別
発走14時15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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

59 アリュージョン 牝3鹿 52 荻野 琢真 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 41：08．3 7．6�

611 ベルモントラハイナ 牝3鹿 52 吉田 隼人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム 448－ 2 〃 クビ 22．3�

35 サ ン シ カ ゴ 牡3栗 54 秋山真一郎加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 460± 01：08．4� 7．0�
816 マラムデール 牝3栗 52 三浦 皇成 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 436－ 21：08．71	 2．9�
11 スピードルーラー 牡5鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 518＋181：09．02 17．9�
47 ビービーブレイン 
3鹿 54 松田 大作�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 482－161：09．1クビ 60．4	
12 ヘイハチスカイ 牡5鹿 57 丸山 元気伊藤 貴憲氏 和田 正道 浦河 オンワード牧場 462－ 2 〃 ハナ 57．1

714 ファンディータ 牝3黒鹿52 小林 徹弥�日進牧場 粕谷 昌央 様似 スイートフアーム 438＋161：09．2	 134．7�
510 アドマイヤサブリナ 牝4芦 55 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 424－ 4 〃 ハナ 7．6�
36 マイネルグリプス 牡3鹿 54 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 大竹 正博 新冠 ビッグレッドファーム 434＋ 81：09．41� 20．0�
48 ツクバリンカーン 牡4芦 57 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新ひだか 片山牧場 534± 0 〃 クビ 25．8�
23 グレイングロース 牡4鹿 57 藤田 伸二 �社台レースホース高野 友和 千歳 社台ファーム B516＋ 21：09．61� 8．6�
713 リッカスウィープ 
7鹿 57 菱田 裕二立花 幸雄氏 藤沢 則雄 浦河 佐々木 貴博 468± 01：09．7クビ 60．8�
24 メイショウアサツユ 牝3鹿 52 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 476－ 81：09．8� 7．8�
815 ヴェルメンティーノ 牝3栗 52 中谷 雄太吉川 朋宏氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 クビ 113．4�
612� シンワシュシュ 牝3黒鹿52 松井 伸也�本桐牧場 安田 武広 大樹 大樹ファーム 486± 01：10．12 118．4�

（北海道） （北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，876，400円 複勝： 44，338，900円 枠連： 19，031，600円
馬連： 58，854，600円 馬単： 35，545，000円 ワイド： 29，348，700円
3連複： 76，081，400円 3連単： 123，434，000円 計： 414，510，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 350円 � 490円 � 230円 枠 連（5－6） 3，050円

馬 連 �� 7，160円 馬 単 �� 11，200円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 1，370円 �� 2，410円

3 連 複 ��� 18，800円 3 連 単 ��� 96，530円

票 数

単勝票数 計 278764 的中 � 29076（4番人気）
複勝票数 計 443389 的中 � 32673（6番人気）� 21203（7番人気）� 57979（3番人気）
枠連票数 計 190316 的中 （5－6） 4826（12番人気）
馬連票数 計 588546 的中 �� 6363（27番人気）
馬単票数 計 355450 的中 �� 2380（42番人気）
ワイド票数 計 293487 的中 �� 3153（26番人気）�� 5589（14番人気）�� 3109（27番人気）
3連複票数 計 760814 的中 ��� 3035（67番人気）
3連単票数 計1234340 的中 ��� 927（341番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―10．8―11．2―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．3―44．5―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F35．0
3 9，11－（1，3）（5，10）（16，13）2－8，14（7，4，15）－12，6 4 9，11（1，3）（5，10）16（2，13）8，7，14（4，15）6－12

勝馬の
紹 介

アリュージョン �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2013．10．12 京都13着

2011．3．19生 牝3鹿 母 ヒントオブスプリング 母母 Cherokee Rose 8戦2勝 賞金 14，950，000円
〔制裁〕 ファンディータ号の騎手小林徹弥は，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：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の10頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）10頭 エクスシア号・エルノルテ号・カメット号・クラシックマーク号・クールジョジョ号・コウヨウチャンス号・

シャインシュラーク号・マイネモントル号・メイショウライナー号・ユキノラムセス号
※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。

21046 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第10競走 ��1，700�
よ う て い ざ ん

羊 蹄 山 特 別
発走14時50分 （ダート・右）

3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

11 コスモシャンハイ 牡5鹿 57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 日高 庫宝牧場 B494－101：45．9 11．6�
67 ヒラボクプリンス 牡4鹿 57 菱田 裕二�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 494＋ 61：46．0� 2．1�
710 トリニティチャーチ �6鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 本間 忍 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 61：46．21� 35．7�
68 クリームソーダ 牡6青鹿57 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 500－201：46．51� 7．8�
811 シグナルプロシード 牡4鹿 57 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 514－10 〃 クビ 4．6	
56 マイネルマルシェ 牡7黒鹿57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 日高 戸川牧場 456－ 21：46．6	 13．3

33 タ プ ロ ー ム 牝4鹿 55 柴山 雄一清水 敏氏 斎藤 誠 浦河 室田 千秋 486－221：46．7クビ 33．3�
79 
 カ ク シ ア ジ 牝3鹿 52 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 416＋ 8 〃 クビ 33．2�
55 スターライラック 牝5鹿 55 吉田 隼人庄野 昭彦氏 中川 公成 日高 庄野牧場 466＋ 61：47．44 10．9
44 
 コスモゴールデン 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 中村 和夫 494－ 8 〃 ハナ 124．1�
812 オートロンシャン 牝3黒鹿52 藤岡 康太大戸 志浦氏 松永 昌博 様似 中村 俊紀 474－ 21：48．78 43．3�
22 エスジーブルーム 牝5鹿 55 松田 大作窪田 滋氏 中内田充正 浦河 辻 牧場 488＋ 61：49．87 16．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，551，400円 複勝： 38，761，100円 枠連： 17，414，700円
馬連： 65，560，500円 馬単： 38，473，700円 ワイド： 28，504，100円
3連複： 76，670，600円 3連単： 147，173，700円 計： 439，109，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 250円 � 120円 � 610円 枠 連（1－6） 890円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 3，560円

ワ イ ド �� 460円 �� 3，500円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 9，350円 3 連 単 ��� 63，700円

票 数

単勝票数 計 265514 的中 � 18204（5番人気）
複勝票数 計 387611 的中 � 33385（5番人気）� 119695（1番人気）� 11208（9番人気）
枠連票数 計 174147 的中 （1－6） 15107（3番人気）
馬連票数 計 655605 的中 �� 50062（3番人気）
馬単票数 計 384737 的中 �� 8105（11番人気）
ワイド票数 計 285041 的中 �� 17427（3番人気）�� 1957（38番人気）�� 6023（14番人気）
3連複票数 計 766706 的中 ��� 6150（31番人気）
3連単票数 計1471737 的中 ��� 1675（209番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．3―42．3―55．0―1：07．5―1：20．1―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．4
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

コスモシャンハイ �
�
父 アドマイヤドン �

�
母父 シ ャ ン ハ イ デビュー 2011．9．11 中山5着

2009．4．28生 牡5鹿 母 シャンハイセンプー 母母 ドースクダイリン 24戦4勝 賞金 52，158，000円
［他本会外：1戦0勝］



21047 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第11競走 ��
��1，800�第62回北海道新聞杯クイーンステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
牝，3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上
55�，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳52�4歳以上
55�，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

北海道新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 35，000，000円 14，000，000円 8，800，000円 5，300，000円 3，500，000円
付 加 賞 504，000円 144，000円 72，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．4
1：43．9

良
良

22 キャトルフィーユ 牝5鹿 55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 角居 勝彦 新ひだか ケイアイファーム 468＋ 41：45．7レコード 5．2�
58 アロマティコ 牝5栗 55 三浦 皇成 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 462－ 6 〃 ハナ 9．0�
46 スマートレイアー 牝4芦 55 池添 謙一大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 2 〃 クビ 4．0�
33 アイスフォーリス 牝5芦 55 N．ローウィラー �サンデーレーシング 相沢 郁 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 474± 01：46．23 28．2�

（豪）

712 ディアデラマドレ 牝4鹿 55 藤岡 康太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 440－ 41：46．3	 6．2	
711 マコトブリジャール 牝4鹿 55 秋山真一郎�ディアマント 
島 一歩 様似 出口 繁夫 406＋ 41：46．51� 19．2

11 ケイアイエレガント 牝5黒鹿55 吉田 豊亀田 和弘氏 尾形 充弘 新ひだか 松田牧場 B522－ 2 〃 クビ 6．8�
610 トーセンベニザクラ 牝5黒鹿55 菱田 裕二島川 �哉氏 加藤 征弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 460＋ 81：46．6	 60．3
45 マーブルカテドラル 牝3鹿 52 田辺 裕信 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 438＋ 6 〃 ハナ 7．1�
34 サンシャイン 牝5黒鹿55 松岡 正海青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 444＋ 21：46．7クビ 47．1�
814 オ ツ ウ 牝4鹿 55 松田 大作大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B478± 01：47．33	 12．5�
813 コスモバルバラ 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 尾関 知人 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 21：47．4� 109．4�
57 フィロパトール 牝5鹿 55 石橋 脩高橋 一恵氏 武藤 善則 浦河 大島牧場 466－ 41：47．61 43．5�
69  アンアヴェンジド 牝5黒鹿55 四位 洋文�大樹ファーム 藤沢 和雄 米

Dr. William B.
Wilmot & Dr.
Joan M. Taylor

544－141：48．02	 54．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 130，849，700円 複勝： 203，275，100円 枠連： 86，107，900円
馬連： 493，648，100円 馬単： 218，653，500円 ワイド： 182，255，100円
3連複： 714，054，000円 3連単： 1，221，991，800円 計： 3，250，835，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 240円 � 170円 枠 連（2－5） 1，920円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，770円

ワ イ ド �� 720円 �� 490円 �� 830円

3 連 複 ��� 2，880円 3 連 単 ��� 17，590円

票 数

単勝票数 計1308497 的中 � 199951（2番人気）
複勝票数 計2032751 的中 � 356030（1番人気）� 188898（6番人気）� 327694（2番人気）
枠連票数 計 861079 的中 （2－5） 34581（9番人気）
馬連票数 計4936481 的中 �� 187463（7番人気）
馬単票数 計2186535 的中 �� 43487（13番人気）
ワイド票数 計1822551 的中 �� 64015（6番人気）�� 98642（2番人気）�� 54827（7番人気）
3連複票数 計7140540 的中 ��� 185902（4番人気）
3連単票数 計12219918 的中 ��� 50340（32番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．5―11．3―11．4―11．5―11．8―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．6―35．1―46．4―57．8―1：09．3―1：21．1―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キャトルフィーユ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tejano Run デビュー 2011．10．9 京都9着

2009．3．3生 牝5鹿 母 ワンフォーローズ 母母 Saucyladygaylord 20戦4勝 賞金 150，662，000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。

21048 8月3日 晴 良 （26札幌1）第4日 第12競走 ��
��1，200�H B C 賞

発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

北海道放送賞（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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

11 コンサートレディ 牝5鹿 55 松田 大作平本 敏夫氏 加藤 和宏 新冠 川上牧場 472－ 21：08．6 8．5�
713 ダンツカナリー 牝4青鹿55 菱田 裕二山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 462－ 81：08．81� 4．7�
814 モーニングコール 牝4鹿 55 福永 祐一飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 434－ 41：08．9	 10．6�
23 フ ィ リ ラ 牝5栗 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470－ 41：09．11
 17．4�
22 クリノタカラチャン 牝4黒鹿55 古川 吉洋栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 バンブー牧場 412－ 2 〃 アタマ 10．0�
47 ネロディアマンテ 牝4青 55 石橋 脩 �サンデーレーシング 相沢 郁 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504± 0 〃 ハナ 15．8	
712 ヤマニンボンプアン 牝6鹿 55 池添 謙一土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 482－ 6 〃 ハナ 48．1

815 レヴァンタール �5鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 442± 01：09．2クビ 19．6�
34 アンチュラス 牝5鹿 55 三浦 皇成�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 448－ 2 〃 クビ 2．8
610� シーギリヤガール 牝4栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 454－ 61：09．3クビ 30．9�
58 フリーアズアバード �6鹿 57 西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 金成 貴史 浦河 日進牧場 B456－16 〃 クビ 17．7�
611� ワイルドジョイ 牡7鹿 57 長岡 禎仁竹内 昭二氏 小島 茂之 新ひだか 三石ファーム 450± 0 〃 ハナ 34．7�
59 オオタニジムチョウ 牡5黒鹿57 竹之下智昭國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 454＋ 21：09．51
 24．5�
46 レ ト 牡7鹿 57 井上 敏樹伊達 敏明氏 本間 忍 日高 サンシャイン

牧場 462－12 〃 ハナ 49．3�
35 � ヨユウノヨッチャン 牝6鹿 55 丸山 元気グリーンスウォード天間 昭一 新ひだか 畠山牧場 464± 01：09．7	 126．0�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，414，800円 複勝： 61，249，400円 枠連： 28，383，800円
馬連： 111，936，200円 馬単： 58，597，600円 ワイド： 51，723，000円
3連複： 154，502，100円 3連単： 252，939，400円 計： 759，746，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 850円 複 勝 � 240円 � 190円 � 300円 枠 連（1－7） 2，110円

馬 連 �� 2，260円 馬 単 �� 5，440円

ワ イ ド �� 910円 �� 1，760円 �� 840円

3 連 複 ��� 7，770円 3 連 単 ��� 44，500円

票 数

単勝票数 計 404148 的中 � 37879（3番人気）
複勝票数 計 612494 的中 � 66900（3番人気）� 95124（2番人気）� 48364（4番人気）
枠連票数 計 283838 的中 （1－7） 10398（8番人気）
馬連票数 計1119362 的中 �� 38310（7番人気）
馬単票数 計 585976 的中 �� 8074（16番人気）
ワイド票数 計 517230 的中 �� 14703（8番人気）�� 7343（20番人気）�� 16189（7番人気）
3連複票数 計1545021 的中 ��� 14898（19番人気）
3連単票数 計2529394 的中 ��� 4120（116番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．2―11．4―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．0―45．4―56．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．6
3 2，13（1，12）（4，14）（3，11，15）（5，6）8（7，9，10） 4 ・（2，13）1（4，12）14，3（11，15）5（6，8，9，10）7

勝馬の
紹 介

コンサートレディ �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 リンドシェーバー デビュー 2011．11．5 東京7着

2009．4．23生 牝5鹿 母 ホクトガーランド 母母 ミステリアスダンサー 23戦4勝 賞金 63，634，000円
〔制裁〕 ダンツカナリー号の騎手菱田裕二は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金70，000円。（被害馬：12番・6番・5

番・4番・3番）
※出走取消馬 アグネスハビット号（疾病〔左肩跛行〕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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デイジーギャル号

３レース目



（26札幌1）第4日 8月3日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 153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

232，230，000円
6，580，000円
2，080，000円
21，230，000円
56，570，000円
4，216，000円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
398，568，400円
660，715，200円
224，738，900円
1，005，210，300円
553，314，100円
444，701，700円
1，374，862，100円
2，421，092，500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 7，083，203，200円

総入場人員 22，805名 （有料入場人員 13，127名）
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