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21061 8月10日 晴 良 （26札幌1）第6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

22 バ イ ガ エ シ 牡2黒鹿54 藤田 伸二菅藤 宗一氏 作田 誠二 浦河 野表 俊一 484－ 41：50．1 9．8�
58 ブラックバード 牡2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 462＋ 81：50．52� 7．4�
34 ピックアンドポップ 牡2青鹿54 吉田 隼人大内 康平氏 武井 亮 新ひだか 水丸牧場 472＋ 21：50．71� 14．5�
814 マイネルポルトゥス 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 452－ 41：50．8クビ 7．4�
711 エグランティーナ 牝2黒鹿54 三浦 皇成村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 502＋ 2 〃 クビ 15．3�
45 ナムラオツウ 牝2鹿 54 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 398± 01：50．9クビ 4．3	
610 シ ー レ ッ ド 牡2栗 54 勝浦 正樹スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 武 牧場 436－ 81：51．22 10．9

46 エイシンアンカー 牡2青鹿54 秋山真一郎�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 446＋ 41：51．62� 77．2�
712 ダンスオーレ 牡2鹿 54

51 ▲井上 敏樹吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 452－ 21：51．7� 69．2�
813 ジャジャンケン 牡2黒鹿54 丸田 恭介スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 神垣 道弘 472± 0 〃 クビ 4．1
69 トーセンアプローズ 牡2鹿 54 丸山 元気島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム B472－161：52．33� 73．3�
33 バイオンディップス 牡2黒鹿54 松岡 正海丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 484－ 21：52．4クビ 7．7�
57 マイネルプレアデス 牡2黒鹿54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 430＋ 21：52．5� 196．9�
11 マロンミルフィーユ 牝2栗 54

51 ▲城戸 義政加納 大志氏 和田 雄二 日高 長谷川牧場 414－ 21：53．67 157．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 14，550，800円 複勝： 26，507，900円 枠連： 9，385，300円
馬連： 33，623，000円 馬単： 19，745，100円 ワイド： 19，059，800円
3連複： 47，749，100円 3連単： 68，207，800円 計： 238，828，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 360円 � 270円 � 410円 枠 連（2－5） 5，770円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 8，800円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 1，860円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 22，910円 3 連 単 ��� 128，770円

票 数

単勝票数 計 145508 的中 � 11870（6番人気）
複勝票数 計 265079 的中 � 18995（6番人気）� 28019（4番人気）� 16210（8番人気）
枠連票数 計 93853 的中 （2－5） 1259（20番人気）
馬連票数 計 336230 的中 �� 5334（23番人気）
馬単票数 計 197451 的中 �� 1682（37番人気）
ワイド票数 計 190598 的中 �� 4332（15番人気）�� 2618（26番人気）�� 2237（30番人気）
3連複票数 計 477491 的中 ��� 1563（75番人気）
3連単票数 計 682078 的中 ��� 384（420番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．6―49．3―1：02．2―1：14．3―1：26．2―1：37．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ イ ガ エ シ �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．20 函館6着

2012．3．23生 牡2黒鹿 母 ナイストップクイン 母母 ゼルマジョーンズ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 シーレッド号の騎手勝浦正樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

21062 8月10日 晴 良 （26札幌1）第6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）

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
56．9

良
重

11 マダムアグライア 牝3鹿 54 三浦 皇成髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 490＋ 41：00．0 1．8�
55 バイザスターン 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム B464－ 81：00．1� 9．0�
44 ハヤブサマジック 牡3鹿 56 吉田 隼人武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 490＋ 21：00．52� 7．5�
22 サ オ ト メ 牝3鹿 54 松田 大作一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 浦河日成牧場 426± 0 〃 アタマ 7．7�
812 サウンドグランデ 牡3栗 56 丸山 元気増田 雄一氏 和田 正道 新ひだか 前田 宗将 490＋ 81：00．71� 18．9�
68 ナガラブルボン 牡3鹿 56 秋山真一郎長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ

ングセンター 466＋ 4 〃 クビ 34．9	
710 アルレジェンヌ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 446＋ 21：00．8� 26．5

56 プロセキューション 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 加野牧場 480＋10 〃 アタマ 89．4�
811 エタニティタイム 牝3栗 54 横山 和生福島 祐子氏 的場 均 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 448＋121：01．01� 15．0�
67 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 B458＋ 41：01．1クビ 12．6
33 タイセイデザイア 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政田中 成奉氏 宮本 博 新ひだか 前川 正美 B502＋ 6 〃 ハナ 21．5�
79 サンアルバカーキ 牝3青鹿 54

51 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 清水 英克 日高 ホースヒルマネジメント 436－ 61：01．52� 96．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，314，800円 複勝： 21，620，300円 枠連： 6，682，000円
馬連： 27，030，900円 馬単： 19，442，200円 ワイド： 15，012，200円
3連複： 35，173，000円 3連単： 61，040，700円 計： 202，316，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 230円 � 180円 枠 連（1－5） 980円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 1，590円

ワ イ ド �� 450円 �� 350円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，720円 3 連 単 ��� 9，660円

票 数

単勝票数 計 163148 的中 � 71242（1番人気）
複勝票数 計 216203 的中 � 77731（1番人気）� 16992（5番人気）� 24416（2番人気）
枠連票数 計 66820 的中 （1－5） 5275（4番人気）
馬連票数 計 270309 的中 �� 18280（4番人気）
馬単票数 計 194422 的中 �� 9117（4番人気）
ワイド票数 計 150122 的中 �� 8550（4番人気）�� 11760（2番人気）�� 3310（12番人気）
3連複票数 計 351730 的中 ��� 9681（6番人気）
3連単票数 計 610407 的中 ��� 4580（14番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．7―11．7―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．5―35．2―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マダムアグライア �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．11．3 東京5着

2011．3．19生 牝3鹿 母 マ リ ス カ 母母 マチカネレダ 7戦1勝 賞金 9，590，000円
〔発走状況〕 エタニティタイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エタニティタイム号は，発走調教再審査。

第１回 札幌競馬 第６日



21063 8月10日 晴 良 （26札幌1）第6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 945，000
945，000

円
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

68 テイエムコンドル 牡3鹿 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 448＋ 21：46．3 8．4�
711 スペースクルーズ 牡3栗 56 四位 洋文窪田 康志氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B574 ― 〃 アタマ 19．7�
44 タガノハウリング 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 480＋ 21：46．72� 8．7�
813 ヘクターザグレート 牡3黒鹿56 津村 明秀堀 祥子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B498－ 4 〃 同着 12．8�
56 ゴッドエンペラー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B454－ 61：46．8� 6．6�
812 ゲームクライシス 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 沖田牧場 470＋ 61：46．9� 23．4�
57 コスモカウピリ 牡3鹿 56 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 大典牧場 492＋ 4 〃 ハナ 3．5

22 ブ レ ヴ ァ ン 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也 	社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 474－ 21：47．0� 4．1�
11 マンボプリンス 牡3鹿 56 柴山 雄一鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム 474＋ 21：47．63� 57．6�
45 ペイシャゴンジセ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 460－ 41：47．81� 16．5
33 サカジロハンサム 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁ロイヤルパーク 湯窪 幸雄 新ひだか 前田 宗将 494－ 61：48．86 242．0�
69 ダンシングウインド 牡3鹿 56 三浦 皇成三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 470＋ 21：48．9� 111．4�
710 セントコロナ 牡3栗 56 菱田 裕二 	キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B498＋ 41：49．53� 12．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，882，600円 複勝： 28，275，000円 枠連： 9，165，900円
馬連： 31，694，300円 馬単： 18，679，300円 ワイド： 17，751，000円
3連複： 41，962，800円 3連単： 60，836，100円 計： 226，247，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 210円 � 350円 �
�

230円
260円 枠 連（6－7） 2，990円

馬 連 �� 11，470円 馬 単 �� 19，450円

ワ イ ド �� 1，730円 ��
��

1，090円
660円

��
��

2，340円
2，280円

3 連 複 ���
���

23，020円
17，240円 3 連 単 ���

���
137，820円
111，950円

票 数

単勝票数 計 178826 的中 � 16928（4番人気）
複勝票数 計 282750 的中 �

�
28771
21006

（4番人気）
（6番人気）

� 13857（8番人気）� 25407（5番人気）

枠連票数 計 91659 的中 （6－7） 2369（16番人気）
馬連票数 計 316943 的中 �� 2140（39番人気）
馬単票数 計 186793 的中 �� 720（71番人気）
ワイド票数 計 177510 的中 ��

��
1563
1138
（37番人気）
（44番人気）

��
��

2532
1170
（26番人気）
（43番人気）

�� 4423（11番人気）

3連複票数 計 419628 的中 ��� 683（123番人気） ��� 913（103番人気）
3連単票数 計 608361 的中 ��� 160（710番人気） ��� 197（640番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．7―42．2―54．8―1：07．5―1：20．5―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F38．8
1
3
4（10，13）－（2，6）－（3，11）（1，8，12）5－（9，7）・（4，13）（10，6）11，2（8，7）1，12（3，5）－9

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

勝馬の
紹 介

テイエムコンドル �
�
父 テイエムオペラオー �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2013．11．17 東京12着

2011．3．29生 牡3鹿 母 テイエムヨカオゴ 母母 テイエムサイレン 9戦1勝 賞金 7，010，000円
〔発走状況〕 コスモカウピリ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タガノハウリング号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※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 シャイニーパレス号・メイショウヴェスタ号

21064 8月10日 晴 良 （26札幌1）第6日 第4競走 ��
��1，200�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
1：07．6
1：06．5

良
良

713 サザンライツ 牡3鹿 56 吉田 豊 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 500＋ 41：10．3 9．3�
510 ボンセジュール 牝3栗 54 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 406－ 41：10．4� 54．4�
714 ディアエトワール 牡3栗 56 三浦 皇成ディアレスト 奥村 武 新ひだか 山際 智 462± 0 〃 クビ 3．6�
611 ラ ン ド ロ ワ 牝3芦 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 458＋121：10．61 10．5�
816 ホープフルハート 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 472＋ 6 〃 ハナ 15．6	
815� ハゴロモジャスミン 牝3鹿 52 横山 和生吉田 和美氏 菊沢 隆徳 豪

Arrowfield Group
Pty Ltd, Jungle
Pocket Pty Ltd

426＋ 6 〃 クビ 20．6

36 ベストコレクション 牝3栗 54 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田 猛 452＋ 81：10．81 4．3�
35 モアアンドモア 牝3鹿 54 勝浦 正樹平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 434－ 4 〃 アタマ 3．7�
11 ユキノサンブライト 牝3鹿 54 秋山真一郎井上 基之氏 小野 次郎 新ひだか フジワラフアーム 454－10 〃 アタマ 19．3
24 ジェットセッター 牡3青鹿56 松田 大作下河�美智子氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 458－ 21：10．9クビ 30．5�
48 ラブシューペ 牝3青 54 柴山 雄一増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 426＋ 2 〃 アタマ 150．2�
12 カヴァリエール 	3鹿 56 西村 太一吉田 照哉氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 476＋ 4 〃 アタマ 248．3�
47 カ ノ ー プ ス 牝3芦 54 中谷 雄太岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 440± 01：11．0
 133．6�
612 サムデイオーラム 牡3青鹿56 丹内 祐次�ジェイアール 岩戸 孝樹 新ひだか 曾我 博 B484＋161：11．21 77．1�
59 アラマサクリスエス 牝3青鹿 54

51 ▲長岡 禎仁�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 426－ 21：11．3
 57．7�
23 クールアンジュ 牝3芦 54

51 ▲小崎 綾也 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中村 均 新ひだか 岡田スタツド 470＋ 8 〃 クビ 77．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，888，800円 複勝： 24，722，200円 枠連： 11，729，900円
馬連： 32，145，800円 馬単： 19，396，600円 ワイド： 17，619，900円
3連複： 43，436，200円 3連単： 66，172，900円 計： 232，112，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 930円 複 勝 � 310円 � 1，120円 � 180円 枠 連（5－7） 3，600円

馬 連 �� 23，900円 馬 単 �� 42，040円

ワ イ ド �� 6，810円 �� 740円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 24，580円 3 連 単 ��� 228，450円

票 数

単勝票数 計 168888 的中 � 14481（4番人気）
複勝票数 計 247222 的中 � 20305（5番人気）� 4508（11番人気）� 45410（2番人気）
枠連票数 計 117299 的中 （5－7） 2519（12番人気）
馬連票数 計 321458 的中 �� 1042（47番人気）
馬単票数 計 193966 的中 �� 346（94番人気）
ワイド票数 計 176199 的中 �� 643（48番人気）�� 6455（7番人気）�� 1315（33番人気）
3連複票数 計 434362 的中 ��� 1325（63番人気）
3連単票数 計 661729 的中 ��� 210（556番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．8―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．4―46．9―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．7―3F34．9
3 9（14，16，13）8（10，11，15）5（3，6）（1，12）4（2，7） 4 ・（9，14）（16，13）（10，11）（8，15）6（5，12）3（1，4）7，2

勝馬の
紹 介

サザンライツ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 Southern Halo デビュー 2014．4．20 福島6着

2011．5．9生 牡3鹿 母 サザンフェアリー 母母 Fairy Dancer 2戦1勝 賞金 4，600，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノキングムーン号・モンシェル号



21065 8月10日 晴 良 （26札幌1）第6日 第5競走 ��1，500�サラブレッド系2歳
発走12時10分 （芝・右）

牝，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
1：29．3
1：29．3

良
良

88 カービングパス 牝2鹿 54 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 456 ―1：31．8 1．6�
33 アプリコットベリー 牝2青鹿 54

51 ▲小崎 綾也 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 392 ― 〃 クビ 5．4�

77 ウェーブランチャン 牝2青鹿54 藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 466 ―1：32．01� 11．4�
11 ラ タ ナ キ リ 牝2芦 54 松岡 正海 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 444 ―1：32．1� 7．5�
66 ゴージャスガール 牝2黒鹿54 菱田 裕二飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 444 ―1：32．73� 8．4�
44 ツァーリーナ 牝2鹿 54 吉田 豊窪田 康志氏 大久保洋吉 浦河 信岡牧場 470 ―1：32．8� 23．3	
89 トーセンルンバ 牝2栗 54 吉田 隼人島川 
哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 472 ―1：32．9� 43．1�
22 スカイワルツ 牝2栗 54 黛 弘人岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 448 ―1：33．11� 68．6�
55 アスカアンジュ 牝2青鹿54 藤田 伸二上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 464 ―1：34．9大差 38．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 22，246，800円 複勝： 36，525，700円 枠連： 6，088，300円
馬連： 30，496，600円 馬単： 27，825，700円 ワイド： 14，900，100円
3連複： 34，669，300円 3連単： 96，004，600円 計： 268，757，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（3－8） 390円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 220円 �� 320円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 2，910円

票 数

単勝票数 計 222468 的中 � 110696（1番人気）
複勝票数 計 365257 的中 � 216567（1番人気）� 44485（2番人気）� 21403（5番人気）
枠連票数 計 60883 的中 （3－8） 11872（1番人気）
馬連票数 計 304966 的中 �� 55381（1番人気）
馬単票数 計 278257 的中 �� 38161（1番人気）
ワイド票数 計 149001 的中 �� 19610（1番人気）�� 11612（4番人気）�� 5207（9番人気）
3連複票数 計 346693 的中 ��� 21830（4番人気）
3連単票数 計 960046 的中 ��� 23899（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―19．0―31．4―44．2―56．9―1：08．7―1：20．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F34．9

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

勝馬の
紹 介

カービングパス �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2012．1．26生 牝2鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ウェーブランチャン号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（外側に逃避された）について過怠金10，000円。
※出走取消馬 タマモボレロ号（疾病〔感冒〕のため）

21066 8月10日 晴 良 （26札幌1）第6日 第6競走 ��1，700�サラブレッド系2歳
発走12時40分 （ダート・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
1：46．6
1：45．6

良
不良

68 スマートボムシェル 牡2栗 54 松田 大作大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 488 ―1：48．4 5．9�
56 シンゼンガンプ 牡2鹿 54 秋山真一郎原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 460 ―1：48．5� 8．6�
33 マラカイトスター 牝2栗 54 柴山 雄一本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 454 ―1：48．71� 21．6�
22 イーデンホール 牡2栗 54 吉田 豊�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 496 ― 〃 ハナ 5．5�
44 アンティキティラ 牡2栗 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 512 ―1：48．91� 2．4	
79 バウトナカヤマ 牡2黒鹿54 津村 明秀�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 472 ―1：49．21� 17．5

812 ソワンドタイガー 牡2栗 54 吉田 隼人西村 静子氏 伊藤 伸一 新ひだか 小河 豊水 474 ―1：49．73 26．9�
811 メイショウヤマザト 牡2黒鹿54 菱田 裕二松本 好雄氏 本田 優 浦河 松栄牧場 466 ―1：51．6大差 44．1�
710 リ バ テ ィ 牡2鹿 54 丹内 祐次 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 516 ―1：51．81� 99．0
67 レアルイモン 牡2栗 54 田中 博康井門 昭二氏 松永 康利 日高 坂 牧場 478 ―1：52．22� 158．0�
11 ナイフエッジ 牡2鹿 54 丸山 元気河原 義宏氏 新開 幸一 浦河 桑田フアーム 472 ―1：52．3� 81．7�
55 フクノコニャック 牡2鹿 54 松岡 正海福島 祐子氏 新開 幸一 新ひだか 岡田牧場 490 ― 〃 ハナ 5．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，725，800円 複勝： 18，762，500円 枠連： 6，962，300円
馬連： 26，965，100円 馬単： 17，478，500円 ワイド： 13，426，300円
3連複： 33，014，400円 3連単： 57，212，900円 計： 189，547，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 250円 � 480円 枠 連（5－6） 820円

馬 連 �� 2，140円 馬 単 �� 3，980円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，720円 �� 2，000円

3 連 複 ��� 12，760円 3 連 単 ��� 46，860円

票 数

単勝票数 計 157258 的中 � 21211（4番人気）
複勝票数 計 187625 的中 � 26100（4番人気）� 19777（5番人気）� 8692（7番人気）
枠連票数 計 69623 的中 （5－6） 6515（3番人気）
馬連票数 計 269651 的中 �� 9725（9番人気）
馬単票数 計 174785 的中 �� 3286（18番人気）
ワイド票数 計 134263 的中 �� 5080（9番人気）�� 1971（23番人気）�� 1682（25番人気）
3連複票数 計 330144 的中 ��� 1939（43番人気）
3連単票数 計 572129 的中 ��� 885（157番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．3―30．7―44．0―57．3―1：10．1―1：23．1―1：35．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．3
1
3
12（11，9）－4，8（3，10）6（2，5，7）1
12（4，11，9）（8，6，10）3，2，5－（1，7）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スマートボムシェル �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Distorted Humor 初出走

2012．2．7生 牡2栗 母 ファニーストーリー 母母 チケットトゥダンス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 フクノコニャック号は，1コーナーで外側に逃避したことについて平地調教注意。



21067 8月10日 晴 良 （26札幌1）第6日 第7競走 ��
��1，500�サラブレッド系3歳以上

発走13時10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
1：27．8
1：27．8

良
良

46 ピクシーホロウ 牝4鹿 55 菱田 裕二吉田 和美氏 大竹 正博 新冠 若林牧場 482＋ 21：28．5 5．1�
58 コ リ ー ヌ 牝5鹿 55 吉田 隼人�ノースヒルズ 和田 正道 新冠 ノースヒルズマネジメント 458－ 4 〃 アタマ 13．9�
34 タガノリバレンス 牡5鹿 57 秋山真一郎八木 良司氏 中尾 秀正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 474± 01：28．92� 9．5�
57 クリノチョモランマ 牡4青鹿 57

54 ▲小崎 綾也栗本 博晴氏 高市 圭二 青森 イズモリファーム 508± 01：29．21	 6．0�
69 メイショウライナー 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 482＋ 6 〃 ハナ 8．4	
33 ヤマニンシバルリー 牡6青鹿 57

54 ▲城戸 義政土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 486＋ 81：29．3� 184．1

45 
 マヤノラムダ 牡4栗 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 B488＋16 〃 ハナ 57．6�
11 マイネモントル 牝4青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新ひだか 城地 清満 436－ 81：29．4	 156．4�
711 リバーソウル 牡3黒鹿54 四位 洋文林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 454＋ 81：29．61� 10．9
22 チ ェ ー ザ レ 牡3黒鹿54 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 500－141：29．7� 14．2�
610 ヤマカツマーフィ �5鹿 57 小林 徹弥山田 和夫氏 松元 茂樹 日高 白瀬 明 518－ 41：30．33� 168．9�
814 ウインレーベン 牡3青鹿54 三浦 皇成�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム 452＋ 6 〃 クビ 2．8�
712 ケ ッ キ セ ヨ 牡4鹿 57 吉田 豊一村 哲也氏 岡田 稲男 平取 有限会社中

田牧場 484＋ 61：30．93� 23．0�
813
 ブーツインジューン �4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁吉川 潤氏 崎山 博樹 新ひだか 千代田牧場 458－101：34．0大差 290．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 20，924，000円 複勝： 30，136，500円 枠連： 8，170，100円
馬連： 37，862，600円 馬単： 21，177，800円 ワイド： 18，973，800円
3連複： 47，511，800円 3連単： 73，920，500円 計： 258，677，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 390円 � 240円 枠 連（4－5） 1，290円

馬 連 �� 3，300円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，040円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 10，020円 3 連 単 ��� 41，730円

票 数

単勝票数 計 209240 的中 � 32792（2番人気）
複勝票数 計 301365 的中 � 45399（2番人気）� 17243（8番人気）� 34033（4番人気）
枠連票数 計 81701 的中 （4－5） 4907（5番人気）
馬連票数 計 378626 的中 �� 8890（16番人気）
馬単票数 計 211778 的中 �� 3029（23番人気）
ワイド票数 計 189738 的中 �� 3461（23番人気）�� 4741（13番人気）�� 4157（17番人気）
3連複票数 計 475118 的中 ��� 3556（44番人気）
3連単票数 計 739205 的中 ��� 1284（165番人気）

ハロンタイム 6．6―11．4―11．6―12．0―11．8―11．5―11．5―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―18．0―29．6―41．6―53．4―1：04．9―1：16．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピクシーホロウ �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2012．11．11 福島1着

2010．3．18生 牝4鹿 母 ラインレジーナ 母母 シンコウエンジェル 12戦3勝 賞金 27，939，000円
〔制裁〕 マヤノラムダ号の騎手柴山雄一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブーツインジューン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月10日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 エクスシア号・エルノルテ号
（非抽選馬） 1頭 ラグタイム号

21068 8月10日 晴 良 （26札幌1）第6日 第8競走 ��2，400�サラブレッド系3歳以上
発走13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� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

22 カリスマサンタイム 牡4黒鹿57 小林 徹弥畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 502± 02：36．1 17．3�
55 アドマイヤイバマ 牡4芦 57 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 4．3�
11 アクアマリンブレス 牡3黒鹿54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 500± 02：36．2クビ 3．1�
812 ニホンピロバロン 牡4栗 57 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 474＋ 22：36．41� 5．4�
710 スワーヴカイザー 牡3青 54 菱田 裕二諏訪 守氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 534＋162：36．5クビ 5．8�
33 ヴァルティカル 牡4鹿 57 古川 吉洋 �社台レースホース飯田 雄三 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B448－ 2 〃 アタマ 48．1	
811 スティルレーベン 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 474± 02：36．6� 26．7


44 ル ー 牡4鹿 57 丸田 恭介武田 茂男氏 奥村 武 新ひだか 前田 宗将 458－ 2 〃 クビ 75．6�
56 � パ ス テ ィ 牡5鹿 57 水口 優也坂田 行夫氏 武井 亮 浦河 吉田 又治 448－ 42：36．91� 142．3�
79 エンキンドル 牡3青 54 柴山 雄一 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 536＋162：37．0� 6．3
68 マルカロゼッタ 牡3栗 54 松田 大作河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 502＋142：37．1� 35．6�
67 ストーンヘンジ 牡6鹿 57 吉田 豊 �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± 02：37．41� 40．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，800，600円 複勝： 24，407，600円 枠連： 9，147，900円
馬連： 35，061，700円 馬単： 19，619，300円 ワイド： 16，241，100円
3連複： 41，526，200円 3連単： 74，172，100円 計： 240，976，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，730円 複 勝 � 300円 � 160円 � 170円 枠 連（2－5） 3，690円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 970円 �� 1，350円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 42，840円

票 数

単勝票数 計 208006 的中 � 9572（6番人気）
複勝票数 計 244076 的中 � 16548（6番人気）� 45979（1番人気）� 40316（3番人気）
枠連票数 計 91479 的中 （2－5） 1917（11番人気）
馬連票数 計 350617 的中 �� 9412（11番人気）
馬単票数 計 196193 的中 �� 2076（23番人気）
ワイド票数 計 162411 的中 �� 3974（11番人気）�� 2810（14番人気）�� 16927（1番人気）
3連複票数 計 415262 的中 ��� 7247（12番人気）
3連単票数 計 741721 的中 ��� 1255（130番人気）

ハロンタイム 13．5―12．6―13．2―12．7―12．9―13．5―13．7―13．1―12．4―12．6―12．7―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�
13．5―26．1―39．3―52．0―1：04．9―1：18．4―1：32．1―1：45．2―1：57．6―2：10．2―2：22．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カリスマサンタイム �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2012．9．22 阪神5着

2010．4．12生 牡4黒鹿 母 レイナフェリス 母母 オギティファニー 18戦3勝 賞金 22，550，000円
※スティルレーベン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



21069 8月10日 曇 良 （26札幌1）第6日 第9競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走14時15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
1：58．6
1：56．1

良
良

48 ヨ ッ ヘ イ 牡3青 54 柴山 雄一芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 日高 藤本ファーム 474＋ 42：01．2 9．8�
713 ウインインスパイア 牡3黒鹿54 松岡 正海�ウイン 斎藤 誠 新ひだか 本桐牧場 436－ 22：01．3� 4．7�
612 ローザズカレッジ 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋ 82：01．61� 16．0�
11 ヴァルコイネン 牡3芦 54 三浦 皇成吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 456± 02：01．81	 3．1�
59 ネコタイショウ 牡4鹿 57 勝浦 正樹桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 448＋ 82：02．01	 6．7	
510 モンサンカノープス 牡3鹿 54 津村 明秀山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 526－ 42：02．1
 14．2

611 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± 0 〃 アタマ 66．0�
816 ジェイケイネオ 牡4青鹿57 吉田 隼人小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム 486＋ 22：02．2� 15．7�
36 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B486－ 2 〃 クビ 30．5
12 ツクバインドラ 牡4鹿 57 丸田 恭介吉橋 計氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B460－ 4 〃 アタマ 172．8�
714� パラティーノ 牡5黒鹿57 菱田 裕二村野 康司氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 532＋ 82：02．94 35．0�
815� アラビアンドラゴン �4芦 57 藤田 伸二吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 426＋ 22：03．11	 161．4�
24 ボロンベルラルーン 牝4鹿 55

52 ▲小崎 綾也�ターフ・スポート西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 452± 02：03．2
 44．5�
47 スペルヴィア 牡5黒鹿57 松田 大作佐々木主浩氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 542＋222：03．52 16．2�
35 マイネルピクトル 牡3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 502－ 22：04．35 40．8�
23 ナインテイルズ 牡3栗 54 秋山真一郎岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 458－102：04．62 12．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，556，300円 複勝： 36，309，500円 枠連： 14，225，900円
馬連： 51，268，400円 馬単： 28，467，400円 ワイド： 27，742，500円
3連複： 71，633，200円 3連単： 109，284，500円 計： 364，487，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 330円 � 190円 � 510円 枠 連（4－7） 1，860円

馬 連 �� 2，540円 馬 単 �� 5，090円

ワ イ ド �� 910円 �� 3，370円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 15，430円 3 連 単 ��� 85，100円

票 数

単勝票数 計 255563 的中 � 20772（4番人気）
複勝票数 計 363095 的中 � 27491（5番人気）� 58316（2番人気）� 15916（8番人気）
枠連票数 計 142259 的中 （4－7） 5925（8番人気）
馬連票数 計 512684 的中 �� 15589（6番人気）
馬単票数 計 284674 的中 �� 4192（14番人気）
ワイド票数 計 277425 的中 �� 8147（6番人気）�� 2062（39番人気）�� 4191（18番人気）
3連複票数 計 716332 的中 ��� 3480（48番人気）
3連単票数 計1092845 的中 ��� 931（268番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．0―12．5―13．0―12．4―12．2―12．5―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―23．1―34．1―46．6―59．6―1：12．0―1：24．2―1：36．7―1：48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
5，3，7＝4（8，13）2－（10，14）－1，6－11（9，15）－（12，16）
9（5，3）（4，7）（8，13）2（10，1）（11，12，14，6）（16，15）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヨ ッ ヘ イ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Clever Trick デビュー 2013．9．8 中山5着

2011．4．12生 牡3青 母 ベネットクィーン 母母 Playful Queen 9戦2勝 賞金 16，600，000円
〔制裁〕 スカイグラフィティ号の騎手井上敏樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9番）
※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 スティルレーベン号

21070 8月10日 曇 良 （26札幌1）第6日 第10競走 ��1，800�
お お く ら や ま

大 倉 山 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

11 リメインサイレント 牝4鹿 55 柴山 雄一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 488－ 61：48．7 3．3�
44 コスモスターター 牝4栗 55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 422－121：48．8� 14．5�
88 スリーアフロディテ 牝5鹿 55 秋山真一郎永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 494＋ 41：49．01 34．5�
77 アドマイヤシーマ 牝3鹿 52 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 444＋161：49．1� 2．5�
89 プ ロ ク リ ス 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 474－101：49．2� 3．3	
55 サイレントクロップ 牝5青鹿55 横山 和生 �グリーンファーム国枝 栄 千歳 社台ファーム 518－ 8 〃 クビ 48．4

22 ウインミーティア 牝5栗 55 丸田 恭介�ウイン 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 ハナ 21．8�
33 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 55 四位 洋文西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 436＋ 21：49．41� 13．5�
66 フェニーチェ 牝5鹿 55 菱田 裕二広尾レース� 加藤 征弘 平取 坂東牧場 466－101：49．5� 33．6

（9頭）

売 得 金
単勝： 30，815，100円 複勝： 35，565，000円 枠連： 10，326，900円
馬連： 59，209，000円 馬単： 40，603，200円 ワイド： 26，267，100円
3連複： 72，542，200円 3連単： 178，728，800円 計： 454，057，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 140円 � 260円 � 620円 枠 連（1－4） 2，450円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 720円 �� 1，530円 �� 3，740円

3 連 複 ��� 13，110円 3 連 単 ��� 50，650円

票 数

単勝票数 計 308151 的中 � 72635（3番人気）
複勝票数 計 355650 的中 � 90123（1番人気）� 32485（4番人気）� 10898（8番人気）
枠連票数 計 103269 的中 （1－4） 3261（7番人気）
馬連票数 計 592090 的中 �� 20160（5番人気）
馬単票数 計 406032 的中 �� 10621（8番人気）
ワイド票数 計 262671 的中 �� 9904（5番人気）�� 4360（16番人気）�� 1738（30番人気）
3連複票数 計 725422 的中 ��� 4149（31番人気）
3連単票数 計1787288 的中 ��� 2558（125番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．1―49．4―1：02．0―1：14．0―1：25．5―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リメインサイレント �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．1．5 京都13着

2010．3．15生 牝4鹿 母 サイレントアスク 母母 フサイチエイブル 21戦4勝 賞金 84，633，000円



21071 8月10日 曇 良 （26札幌1）第6日 第11競走 ��
��2，600�札幌日経オープン

発走15時25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52�4歳以上56�，牝馬2�
減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
2：38．8
2：37．3

良
良

22 � バ ン デ 牡4鹿 56 三浦 皇成林 正道氏 矢作 芳人 愛 Kildaragh
Stud B508＋ 62：40．9 1．5�

67 ラブラドライト 	5鹿 56 池添 謙一吉田 勝己氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－102：41．85 6．5�
710 モ ビ ー ル 牡6鹿 56 勝浦 正樹吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 476＋ 62：41．9
 42．3�
44 クリールカイザー 牡5栗 56 吉田 豊横山 修二氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 B480＋ 2 〃 クビ 5．8�
56 サイレントメロディ 牡7青 59 吉田 隼人 �社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 490－ 22：42．11� 31．8�
812 アドマイヤバラード 牡5栗 56 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 528＋ 6 〃 クビ 12．6	
55 メイショウジンム 牡8鹿 56 菱田 裕二松本 好雄氏 牧浦 充徳 浦河 杵臼斉藤牧場 448＋ 42：42．31� 211．8

811 エーシンミラージュ 牡6鹿 56 丸田 恭介�栄進堂 坂口 正則 浦河 栄進牧場 520－122：42．4クビ 36．1�
33 サイモントルナーレ 牡8栗 56 横山 和生澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 460＋ 22：42．5� 51．5
79 � シンボリエンパイア 牡5黒鹿56 四位 洋文シンボリ牧場 藤沢 和雄 米 Takahiro

Wada 526－ 62：42．6� 25．7�
11 サトノシュレン 牡6黒鹿56 小崎 綾也里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 490＋102：42．92 21．6�
68 スーサングレート 牡6栗 56 藤岡 康太林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B508＋ 22：43．53� 71．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 52，561，700円 複勝： 86，564，900円 枠連： 31，939，500円
馬連： 163，698，100円 馬単： 101，807，200円 ワイド： 60，350，000円
3連複： 214，560，700円 3連単： 529，859，600円 計： 1，241，341，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 140円 � 540円 枠 連（2－6） 390円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，040円 �� 1，790円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 9，820円

票 数

単勝票数 計 525617 的中 � 269788（1番人気）
複勝票数 計 865649 的中 � 467474（1番人気）� 106797（2番人気）� 15738（10番人気）
枠連票数 計 319395 的中 （2－6） 62387（1番人気）
馬連票数 計1636981 的中 �� 305767（1番人気）
馬単票数 計1018072 的中 �� 143369（1番人気）
ワイド票数 計 603500 的中 �� 97975（1番人気）�� 12908（13番人気）�� 7308（20番人気）
3連複票数 計2145607 的中 ��� 39732（15番人気）
3連単票数 計5298596 的中 ��� 39094（26番人気）

ハロンタイム 13．0―12．2―12．6―12．7―12．9―13．1―13．0―12．6―12．3―11．9―11．6―11．3―11．7

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―25．2―37．8―50．5―1：03．4―1：16．5―1：29．5―1：42．1―1：54．4―2：06．3―2：17．9―2：29．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�バ ン デ �
�
父 Authorized �

�
母父 Priolo デビュー 2013．2．24 阪神4着

2010．4．11生 牡4鹿 母 Logica 母母 Salagangai 12戦5勝 賞金 126，431，000円

21072 8月10日 曇 良 （26札幌1）第6日 第12競走 ��
��1，700�

おおどおり

大 通 特 別
発走16時05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 301，000円 86，000円 43，000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 ランドマーキュリー 牡4栗 57 藤岡 康太木村 昌三氏 安達 昭夫 新冠 ハクツ牧場 524＋ 41：45．1 1．8�
710 トミケンユークアイ �5黒鹿57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 474－ 61：45．42 12．6�
44 レッドグランザ 牡5鹿 57 四位 洋文 �東京ホースレーシング 昆 貢 新ひだか 武 牧場 506－ 2 〃 アタマ 8．2�
57 ソルモンターレ 牡8鹿 57 荻野 琢真�ターフ・スポート高橋 義忠 浦河 谷川牧場 B468－101：45．61	 5．6�
68 
 ミッキーマーチ �5栗 57 吉田 隼人野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 B508＋ 21：46．23	 14．2	
711 ロゼッタストーン 牡5鹿 57 中谷 雄太太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 470＋ 21：46．3	 129．2

812
 ホッコーアムール 牝4青 55 秋山真一郎矢部 道晃氏 飯田 祐史 日高 川端 正博 454－ 21：46．51� 26．2�
813 ピグマリオン 牡5鹿 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 新冠 新冠橋本牧場 466－ 61：46．71� 19．7�
56 
 サンライズサルーテ 牡6鹿 57 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 452－ 21：47．01� 91．6
22 ハードロッカー �5黒鹿57 藤田 伸二山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 436－ 6 〃 アタマ 10．6�
45 
 マヤノカデンツァ 牡5栗 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新冠 村田牧場 B480＋ 21：47．21 61．7�
11 トーセンセカイオー 牡5鹿 57 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 B502－ 6 〃 アタマ 31．6�
69 モンテフジサン 牡7栗 57 三浦 皇成毛利 喜昭氏 武井 亮 青森 ワールドファーム 470－101：53．2大差 112．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 39，882，800円 複勝： 57，257，600円 枠連： 19，852，900円
馬連： 99，348，700円 馬単： 54，694，300円 ワイド： 45，126，000円
3連複： 124，343，000円 3連単： 246，666，800円 計： 687，172，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 250円 � 220円 枠 連（3－7） 890円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 400円 �� 370円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 9，100円

票 数

単勝票数 計 398828 的中 � 173800（1番人気）
複勝票数 計 572576 的中 � 204294（1番人気）� 41379（5番人気）� 50299（3番人気）
枠連票数 計 198529 的中 （3－7） 17139（5番人気）
馬連票数 計 993487 的中 �� 78764（5番人気）
馬単票数 計 546943 的中 �� 35433（2番人気）
ワイド票数 計 451260 的中 �� 29992（4番人気）�� 33086（2番人気）�� 7050（17番人気）
3連複票数 計1243430 的中 ��� 33233（8番人気）
3連単票数 計2466668 的中 ��� 19631（19番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―12．2―13．0―12．9―12．7―12．2―12．0―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．9―42．9―55．8―1：08．5―1：20．7―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F36．6
1
3
・（4，10）12，6（2，13）－3，8（7，11）－1－（9，5）・（4，10）12（2，6，13）（3，8，5）（7，11，1）－9

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ランドマーキュリー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 メジロライアン デビュー 2013．3．30 阪神18着

2010．4．11生 牡4栗 母 メジロカンナ 母母 メジロホタカ 16戦4勝 賞金 51，512，000円
〔その他〕 モンテフジサン号は，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。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウォーターサムデイ号・ハヤブサフィーバー号

３レース目



（26札幌1）第6日 8月10日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152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

201，830，000円
8，860，000円
1，090，000円
18，140，000円
54，907，250円
3，952，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
294，150，100円
426，654，700円
143，676，900円
628，404，200円
388，936，600円
292，469，800円
808，121，900円
1，622，107，300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 4，604，521，500円

総入場人員 13，228名 （有料入場人員 12，250名）
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