
23001 8月1日 晴 良 （27札幌1）第1日 第1競走 ��
��1，500�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
1：29．3
1：29．3

良
良

22 マカーオーン 牡2鹿 54 勝浦 正樹ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 浦河 �川 啓一 466－ 21：29．5 7．3�
810 ショウザイシンホー 牡2黒鹿54 三浦 皇成小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 488－ 4 〃 クビ 8．2�
77 インジャスティス 牡2鹿 54 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508± 01：30．24 4．5�
66 ルミナスエレメント 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466± 01：30．3クビ 2．8�
89 ジュアンマリエ 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 444＋ 41：30．83 3．8	

11 コスモベガス 牡2鹿 54 黛 弘人岡田 繁幸氏 上原 博之 平取 高橋 啓 476± 01：30．9� 14．7

78 ネクストヒロイン 牝2鹿 54 嶋田 純次 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 420－ 61：31．75 94．4�
44 マイネルアクティヴ 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 蛯名 利弘 日高 大江牧場 422± 01：32．02 142．9�
55 サフランナイト 牡2鹿 54 松岡 正海海原 聖一氏 高橋 義博 平取 高橋 啓 410－ 61：32．74 235．2
33 ジュンノキボウ 牝2黒鹿54 田中 博康河合 純二氏 二本柳俊一 浦河 斉藤 政志 470± 01：33．12� 90．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 15，639，600円 複勝： 26，683，800円 枠連： 6，022，600円
馬連： 28，486，400円 馬単： 19，660，400円 ワイド： 16，261，400円
3連複： 41，295，800円 3連単： 71，504，900円 計： 225，554，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 210円 � 220円 � 170円 枠 連（2－8） 860円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 4，770円

ワ イ ド �� 690円 �� 470円 �� 550円

3 連 複 ��� 3，470円 3 連 単 ��� 23，430円

票 数

単勝票数 計 156396 的中 � 17994（4番人気）
複勝票数 計 266838 的中 � 31230（4番人気）� 30205（5番人気）� 43815（3番人気）
枠連票数 計 60226 的中 （2－8） 5394（4番人気）
馬連票数 計 284864 的中 �� 9203（10番人気）
馬単票数 計 196604 的中 �� 3090（21番人気）
ワイド票数 計 162614 的中 �� 5842（10番人気）�� 9186（8番人気）�� 7517（9番人気）
3連複票数 計 412958 的中 ��� 8914（14番人気）
3連単票数 計 715049 的中 ��� 2212（78番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．4―11．9―11．7―11．9―11．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．1―29．5―41．4―53．1―1：05．0―1：16．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

マカーオーン �
�
父 サムライハート �

�
母父 ス キ ャ ン デビュー 2015．7．18 函館5着

2013．4．13生 牡2鹿 母 アイノサウスポー 母母 プリテイージヤナー 2戦1勝 賞金 5，700，000円

23002 8月1日 晴 良 （27札幌1）第1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
56．9

良
重

22 シゲルハナガサ 牝3栗 54 藤田 伸二森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 442－ 21：00．5 8．0�
68 カワキタキャッスル 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太川島 吉男氏 浜田多実雄 新冠 川島牧場 474＋ 4 〃 ハナ 2．5�
79 トリアンドルス 牝3栗 54 勝浦 正樹ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 450－121：00．71� 6．1�
56 ラビットボーテ 牝3黒鹿54 黛 弘人西村 静子氏 伊藤 伸一 浦河 高岸 順一 420－ 81：00．91� 10．5�
55 トーセンプリズム 牝3栗 54 横山 典弘島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－ 81：01．32� 25．2�
67 エビスフラワー 牝3鹿 54 水口 優也加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 464－ 41：01．51 70．2	
44 サンエバレット 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 中野 栄治 浦河 今井 秀樹 458＋161：01．71� 146．5

710 イ プ ノ ー ズ 牝3鹿 54 丸田 恭介�日進牧場 金成 貴史 浦河 日進牧場 478＋201：01．9� 28．4�
33 ココロナルハ 牝3黒鹿54 田中 健藤原征士郎氏 福島 信晴 浦河 大西ファーム 430－121：02．0� 4．3
11 オーヴェール 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政村山 卓也氏 栗田 徹 新ひだか 藤本牧場 406－ 61：02．31� 10．9�
811 キョウワエルフ 牝3栗 54 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 438＋101：02．4� 391．7�
812 マジックベル 牝3黒鹿54 古川 吉洋�杵臼牧場 木原 一良 浦河 杵臼牧場 480－ 21：03．35 16．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 14，347，500円 複勝： 17，733，100円 枠連： 5，496，900円
馬連： 25，982，000円 馬単： 15，102，400円 ワイド： 14，444，500円
3連複： 34，072，400円 3連単： 48，667，000円 計： 175，845，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 180円 � 120円 � 160円 枠 連（2－6） 1，230円

馬 連 �� 1，310円 馬 単 �� 3，120円

ワ イ ド �� 420円 �� 560円 �� 340円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 14，120円

票 数

単勝票数 計 143475 的中 � 14250（4番人気）
複勝票数 計 177331 的中 � 20426（4番人気）� 51672（1番人気）� 24284（3番人気）
枠連票数 計 54969 的中 （2－6） 3457（5番人気）
馬連票数 計 259820 的中 �� 15273（5番人気）
馬単票数 計 151024 的中 �� 3621（12番人気）
ワイド票数 計 144445 的中 �� 8875（4番人気）�� 6253（6番人気）�� 11492（2番人気）
3連複票数 計 340724 的中 ��� 13330（4番人気）
3連単票数 計 486670 的中 ��� 2498（39番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―12．1―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．2―34．8―46．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F37．3
3 ・（2，3）（8，9）（7，12）1（5，11）（6，10）－4 4 2（3，8）9，7（5，11，12）（1，10）6－4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

シゲルハナガサ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．7．6 中京8着

2012．3．23生 牝3栗 母 インオンザゴシップ 母母 In On the Secret 16戦1勝 賞金 14，450，000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１回 札幌競馬 第１日



23003 8月1日 晴 良 （27札幌1）第1日 第3競走 ��2，400�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� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

66 セイカアヴァンサ 牡3鹿 56 柴山 雄一久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 448＋ 62：34．8 1．3�
55 ジャコバイティズム 牡3青鹿56 C．ルメール 窪田 康志氏 田村 康仁 新冠 須崎牧場 464＋ 22：35．33 5．2�
77 ハッスルカフェ 牡3黒鹿56 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 新ひだか 千代田牧場 B472± 02：36．15 10．6�
44 ライブリファースト 牡3鹿 56 水口 優也加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 480－ 22：37．16 17．1�
89 インディケーション 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 506－ 42：37．52� 23．6�
22 オブストラクション 牡3青鹿56 嶋田 純次嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 澤田 嘉隆 530＋ 22：37．6� 38．4	
33 スプリングストーム 牡3鹿 56 丹内 祐次加藤 春夫氏 武井 亮 様似 堀 弘康 452± 02：38．23� 35．9

88 シャトーブリアン 牝3芦 54 三浦 皇成佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム B470± 02：38．51� 15．6�
11 ハギノカイザー 牡3栗 56 田中 博康安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 B422－102：39．13� 41．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 17，717，800円 複勝： 49，114，400円 枠連： 5，032，000円
馬連： 22，503，300円 馬単： 18，809，100円 ワイド： 13，798，000円
3連複： 33，009，800円 3連単： 72，674，500円 計： 232，658，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 120円 � 170円 枠 連（5－6） 280円

馬 連 �� 280円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 160円 �� 280円 �� 530円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，570円

票 数

単勝票数 計 177178 的中 � 102636（1番人気）
複勝票数 計 491144 的中 � 381226（1番人気）� 33026（2番人気）� 16354（4番人気）
枠連票数 計 50320 的中 （5－6） 13848（1番人気）
馬連票数 計 225033 的中 �� 61942（1番人気）
馬単票数 計 188091 的中 �� 34616（1番人気）
ワイド票数 計 137980 的中 �� 26486（1番人気）�� 11900（3番人気）�� 5353（8番人気）
3連複票数 計 330098 的中 ��� 41259（1番人気）
3連単票数 計 726745 的中 ��� 33369（2番人気）

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

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―25．2―38．0―51．3―1：04．6―1：17．9―1：30．3―1：42．7―1：55．1―2：08．1―2：21．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．1―3F39．7
1
�
8，6（1，5）－（3，9）7，4－2・（8，6）－5，7－3，4－1，2，9

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

勝馬の
紹 介

セイカアヴァンサ 
�
父 タイムパラドックス 

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．10．11 東京7着

2012．2．25生 牡3鹿 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス 13戦1勝 賞金 12，250，000円

23004 8月1日 晴 良 （27札幌1）第1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

22 ク レ オ ー ル 牝3栗 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 442－ 61：46．9 16．4�
79 デュアルフレイム 牡3栗 56 勝浦 正樹 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム B448＋ 21：47．0� 3．4�
66 ディーエスレイザー 牡3青鹿56 横山 和生秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 B486＋ 81：47．42� 6．6�
44 ダンスオーレ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 454－ 61：47．71� 23．2�
55 ヴェルデプラート 牡3栗 56 柴山 雄一落合 幸弘氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 440－ 81：48．12� 29．1�
33 ラヴィダフェリース 牡3黒鹿56 C．ルメール �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：48．63 4．9	
810 デュラブルシャーム 牡3栗 56 古川 吉洋加藤 誠氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 566－ 21：51．3大差 33．7

78 パッショナート 牝3芦 54

51 ▲加藤 祥太�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 470＋ 4 〃 クビ 25．1�
11 サトーリアス 牡3鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462＋ 41：51．61� 2．7�
67 ヤマニンクラケット 牝3鹿 54 丹内 祐次土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 伉助 480 ―1：51．8� 132．7
811 メイショウクニツグ 牡3栗 56 藤田 伸二松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 462－ 21：52．97 39．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，235，300円 複勝： 19，996，800円 枠連： 6，337，600円
馬連： 27，909，300円 馬単： 18，450，200円 ワイド： 15，831，900円
3連複： 34，260，900円 3連単： 60，354，800円 計： 201，376，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 320円 � 140円 � 230円 枠 連（2－7） 1，750円

馬 連 �� 2，280円 馬 単 �� 5，150円

ワ イ ド �� 870円 �� 2，330円 �� 390円

3 連 複 ��� 5，360円 3 連 単 ��� 36，730円

票 数

単勝票数 計 182353 的中 � 8893（5番人気）
複勝票数 計 199968 的中 � 12944（5番人気）� 46692（2番人気）� 20472（4番人気）
枠連票数 計 63376 的中 （2－7） 2792（7番人気）
馬連票数 計 279093 的中 �� 9458（8番人気）
馬単票数 計 184502 的中 �� 2684（18番人気）
ワイド票数 計 158319 的中 �� 4544（10番人気）�� 1608（23番人気）�� 11565（4番人気）
3連複票数 計 342609 的中 ��� 4791（19番人気）
3連単票数 計 603548 的中 ��� 1191（121番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．0―42．6―55．1―1：07．6―1：20．7―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ク レ オ ー ル �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．18 福島7着

2012．1．31生 牝3栗 母 リンガフランカ 母母 フランクアーギュメント 6戦1勝 賞金 5，350，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウクニツグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1日まで平地

競走に出走できない。



23005 8月1日 晴 良 （27札幌1）第1日 第5競走 ��
��1，500�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
1：29．3
1：29．3

良
良

57 � ジープルメリア 牝2黒鹿 54
51 ▲加藤 祥太 �キャピタル・システム 南井 克巳 米

Betz Thorough-
breds, Werner &
Humphrey

440 ―1：30．5 10．9�
813 キャンディバローズ 牝2鹿 54 C．ルメール 猪熊 広次氏 矢作 芳人 浦河 富田牧場 402 ― 〃 クビ 2．1�
812 ア ビ ス 牝2栗 54 福永 祐一杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 442 ―1：30．71� 29．0�
44 テ ィ ソ ー ナ 牡2黒鹿54 柴山 雄一 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 486 ― 〃 アタマ 4．7�
22 ミスズスター 牡2鹿 54 池添 謙一永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 456 ―1：30．8クビ 8．0	
711 ペイシャマリヤ 牝2栗 54 丸田 恭介北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 444 ―1：30．9� 68．0

33 ペイシャフェリシタ 牝2黒鹿54 黛 弘人北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 474 ―1：31．21	 6．9�
68 ナンベーサン 牡2芦 54 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 日高 アイズスタッド株式会社 B500 ―1：31．3	 55．4�
45 マ リ エ ラ 牡2鹿 54 藤岡 康太栗山 良子氏 
島 一歩 日高 新井 昭二 500 ― 〃 ハナ 40．8
56 エレガントビーナス 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹澤田 新吾氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 410 ―1：31．51� 157．2�
710 ブラックベリー 牝2青鹿54 三浦 皇成�ラ・メール 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 444 ―1：31．6	 19．0�
11 サンカーニー 牝2芦 54 松岡 正海加藤 信之氏 高橋 文雅 新ひだか 米田 和子 466 ―1：31．92 121．1�
69 ヤマニンロスター 牡2栗 54 田中 健土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 458 ―1：34．3大差 208．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 27，627，800円 複勝： 28，001，500円 枠連： 8，213，400円
馬連： 32，508，100円 馬単： 22，732，400円 ワイド： 18，942，600円
3連複： 39，844，900円 3連単： 68，193，700円 計： 246，064，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 250円 � 120円 � 500円 枠 連（5－8） 900円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，960円

ワ イ ド �� 460円 �� 2，090円 �� 720円

3 連 複 ��� 5，280円 3 連 単 ��� 33，900円

票 数

単勝票数 計 276278 的中 � 21432（5番人気）
複勝票数 計 280015 的中 � 23652（5番人気）� 92138（1番人気）� 9649（7番人気）
枠連票数 計 82134 的中 （5－8） 7026（4番人気）
馬連票数 計 325081 的中 �� 22578（3番人気）
馬単票数 計 227324 的中 �� 5746（10番人気）
ワイド票数 計 189426 的中 �� 11401（3番人気）�� 2162（21番人気）�� 6790（8番人気）
3連複票数 計 398449 的中 ��� 5659（17番人気）
3連単票数 計 681937 的中 ��� 1458（105番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

�ジープルメリア �
�
父 Street Sense �

�
母父 Alzao 初出走

2013．5．8生 牝2黒鹿 母 Song of Africa 母母 Intensive 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23006 8月1日 晴 良 （27札幌1）第1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

35 ジュンファイトクン 牡3栗 56 福永 祐一河合 純二氏 森 秀行 千歳 社台ファーム 442－ 42：01．0 2．3�
713 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 422＋ 42：01．42� 14．3�
11 ナンヨーピューピル 牡3黒鹿56 勝浦 正樹中村 德也氏 杉浦 宏昭 日高 合資会社カ

ネツ牧場 466± 02：01．82� 92．5�
814 ワンディトウショウ 牝3黒鹿54 横山 典弘トウショウ産業� 天間 昭一 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 466± 02：01．9クビ 8．5�
59 リュウノースジョイ 牝3鹿 54 松岡 正海�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 460－102：02．0� 6．1	
34 ハ ナ イ チ ゲ 牝3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 鹿戸 雄一 新ひだか 沖田 博志 436－ 6 〃 クビ 9．6

22 ピンクシャンパン 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム B426－ 42：02．42� 12．3�

23 エアヴーヴレ 牝3青鹿54 松田 大作 �ラッキーフィールド大竹 正博 安平 ノーザンファーム 506 ―2：02．61 65．1�
611 ステイハッピー 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 450－102：03．02� 39．3
58 クラレンスハウス 牝3鹿 54 嶋田 純次下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 448＋122：03．1� 37．3�
815 サ ル ガ ッ ソ 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 438－ 22：03．2� 59．7�
712 アスターロマーネ 牝3鹿 54

51 ▲城戸 義政加藤 久枝氏 加藤 敬二 浦河 岡本 昌市 390－ 4 〃 クビ 389．1�
46 クインズマルシアノ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �クイーンズ・ランチ 畠山 吉宏 新冠 隆栄牧場 488± 02：03．3� 15．8�
610 レッドアイヴァー 牡3栗 56 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 日高 下河辺牧場 468＋ 62：03．83 8．3�
47 テールドラヴェリテ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 486－ 82：07．5大差 197．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 20，869，200円 複勝： 26，321，900円 枠連： 9，251，600円
馬連： 32，708，900円 馬単： 18，674，900円 ワイド： 20，995，500円
3連複： 44，847，600円 3連単： 56，163，000円 計： 229，832，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 360円 � 1，300円 枠 連（3－7） 1，460円

馬 連 �� 1，910円 馬 単 �� 2，590円

ワ イ ド �� 770円 �� 2，630円 �� 10，240円

3 連 複 ��� 28，520円 3 連 単 ��� 94，030円

票 数

単勝票数 計 208692 的中 � 71898（1番人気）
複勝票数 計 263219 的中 � 69756（1番人気）� 16047（8番人気）� 3792（13番人気）
枠連票数 計 92516 的中 （3－7） 4900（6番人気）
馬連票数 計 327089 的中 �� 13253（6番人気）
馬単票数 計 186749 的中 �� 5393（8番人気）
ワイド票数 計 209955 的中 �� 7450（6番人気）�� 2021（29番人気）�� 508（66番人気）
3連複票数 計 448476 的中 ��� 1179（93番人気）
3連単票数 計 561630 的中 ��� 433（309番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―35．8―48．2―1：00．9―1：13．2―1：24．8―1：36．8―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジュンファイトクン �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2014．11．2 東京8着

2012．3．21生 牡3栗 母 キャニオンビュー 母母 ベガスナイト 9戦1勝 賞金 12，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テールドラヴェリテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1日まで平地

競走に出走できない。



23007 8月1日 晴 良 （27札幌1）第1日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
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
57．5
56．9

良
重

811 ボーンレジェンド 牝4鹿 55 柴山 雄一 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 482－ 2 59．0 3．4�
56 ラスパジャサーダス 牝3芦 52 松岡 正海佐々木雄二氏 中舘 英二 伊達 高橋農場 440＋18 〃 クビ 10．0�
55 � プレシャスヴィガー 牝4栗 55 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468－12 59．32 29．1�
68 サンレイクウッド 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 528＋ 6 59．51 6．2�
22 � クリノショウスーシ 牝3栗 52 長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 谷川牧場 488＋12 〃 ハナ 63．7�
44 トラストレイカ 牝3鹿 52 黛 弘人菅波 雅巳氏 尾関 知人 新ひだか 嶋田牧場 436＋ 4 59．6� 18．0	
33 キースカーフ 牝3鹿 52 三浦 皇成北前孔一郎氏 相沢 郁 浦河 村下農場 448± 0 59．7� 4．2

79 マ チ ル ダ 牝4栗 55

52 ▲加藤 祥太萩 英男氏 飯田 雄三 日高 中川 哲也 462－ 8 59．91� 8．6�
812 ティーエスカクタス 牡3栗 54 松田 大作田畑 利彦氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B488＋ 41：00．32� 5．5�
710� フジサンマーケット 牡4栗 57 古川 吉洋藤田 秀行氏 的場 均 浦河トラストスリーファーム 448－ 21：00．4� 74．6
67 � グランソレイユ 牝4栗 55 阪野 学 �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 452＋141：01．67 120．6�

（北海道）

11 サカダッシュ 牡3鹿 54
51 ▲城戸 義政一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 478± 01：01．7	 22．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，936，600円 複勝： 24，448，700円 枠連： 9，053，000円
馬連： 33，676，300円 馬単： 19，794，600円 ワイド： 20，231，000円
3連複： 39，945，800円 3連単： 65，870，700円 計： 230，956，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 350円 � 790円 枠 連（5－8） 960円

馬 連 �� 1，900円 馬 単 �� 3，440円

ワ イ ド �� 810円 �� 2，200円 �� 5，260円

3 連 複 ��� 24，610円 3 連 単 ��� 67，450円

票 数

単勝票数 計 179366 的中 � 41152（1番人気）
複勝票数 計 244487 的中 � 45665（3番人気）� 17218（6番人気）� 6559（9番人気）
枠連票数 計 90530 的中 （5－8） 7266（5番人気）
馬連票数 計 336763 的中 �� 13736（8番人気）
馬単票数 計 197946 的中 �� 4315（12番人気）
ワイド票数 計 202310 的中 �� 6712（9番人気）�� 2337（22番人気）�� 958（38番人気）
3連複票数 計 399458 的中 ��� 1217（69番人気）
3連単票数 計 658707 的中 ��� 708（216番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．4―12．0―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―33．7―45．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボーンレジェンド �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．6．2 東京9着

2011．2．15生 牝4鹿 母 ボーンスター 母母 ボーンフェイマス 15戦3勝 賞金 29，560，000円
〔制裁〕 ティーエスカクタス号の騎手松田大作は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 オーガンディー号・トーホウパルサー号・ノイ号・マダムアグライア号・ワイルドジーク号・ワンラヴワンハート号
※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。

23008 8月1日 晴 良 （27札幌1）第1日 第8競走 ��1，200�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 7，500，000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
1：07．6
1：06．5

良
良

713 シンフォニア 牝3栗 52 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 482＋201：08．9 12．9�
24 ハ ッ シ ュ 牝4芦 55 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474－ 41：09．11� 3．9�
36 タカミツスズラン 牝4鹿 55 松岡 正海高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 460－ 61：09．2� 8．2�
11 カレンステイシー 牝4栗 55 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 480－ 6 〃 クビ 2．8�
611 ジェラテリアバール 牝5黒鹿55 福永 祐一吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 496－ 21：09．3クビ 21．0�
612 アースプレイ 牝4青鹿55 丸田 恭介松山 増男氏 宗像 義忠 浦河 ガーベラパー

クスタツド 442＋10 〃 クビ 35．0�
510� クリノツネチャン 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 448＋101：09．4クビ 283．9	
47 クラシックマーク 牝4栗 55 池添 謙一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 434＋ 2 〃 クビ 62．6

23 ウィズアットレース 牝3黒鹿52 丹内 祐次岡田 牧雄氏 池上 昌弘 新冠 ラツキー牧場 426＋ 21：09．5� 22．7�
714� ケージーサクランボ 牝5黒鹿55 柴山 雄一岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 444－101：09．6	 120．8�
48 エイシンアリエル 牝3鹿 52

49 ▲加藤 祥太栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 474＋ 21：09．7	 38．0�
816� クリノハッチャン 牝4鹿 55 長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 三輪牧場 460－ 41：09．8クビ 110．9�
815 ダイワズットラブ 牝3栗 52 三浦 皇成大城 敬三氏 池上 昌弘 千歳 社台ファーム 440＋ 2 〃 ハナ 5．0�
35 ウォーターメアヌイ 牝3鹿 52 田中 博康山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 424－ 4 〃 ハナ 194．6�
12 サクセスフィリア 牝4鹿 55 横山 和生髙嶋 哲氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム 452＋ 4 〃 ハナ 16．3�
59 � キュールエアリス 牝5青鹿55 松田 大作岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 464＋ 21：10．11	 199．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，822，300円 複勝： 31，898，100円 枠連： 12，449，100円
馬連： 45，488，600円 馬単： 25，222，400円 ワイド： 27，810，900円
3連複： 57，778，500円 3連単： 85，656，400円 計： 309，126，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 330円 � 170円 � 220円 枠 連（2－7） 2，190円

馬 連 �� 3，120円 馬 単 �� 8，080円

ワ イ ド �� 1，210円 �� 1，990円 �� 620円

3 連 複 ��� 8，050円 3 連 単 ��� 62，660円

票 数

単勝票数 計 228223 的中 � 14118（5番人気）
複勝票数 計 318981 的中 � 21425（6番人気）� 57778（2番人気）� 37520（4番人気）
枠連票数 計 124491 的中 （2－7） 4396（11番人気）
馬連票数 計 454886 的中 �� 11283（12番人気）
馬単票数 計 252224 的中 �� 2341（29番人気）
ワイド票数 計 278109 的中 �� 5835（13番人気）�� 3451（22番人気）�� 12042（5番人気）
3連複票数 計 577785 的中 ��� 5381（24番人気）
3連単票数 計 856564 的中 ��� 991（187番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．1―11．6―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．8―45．4―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F35．1
3 ・（4，6）（1，9）3（2，13）8（11，10）－（5，12）（14，15）7，16 4 ・（4，6）9（1，3，13）（2，8，10）（11，12，15）（14，7）5，16

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 デビュー 2014．8．2 札幌1着

2012．4．7生 牝3栗 母 ファニーモーク 母母 Linda Vi 7戦2勝 賞金 18，900，000円
〔発走状況〕 エイシンアリエル号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 タカミツスズラン号の騎手松岡正海は，決勝線手前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・3番）
〔その他〕 サクセスフィリア号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サクセスフィリア号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年9月1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。
（非当選馬） 2頭 ステイブレイズ号・スパイスシャワー号



23009 8月1日 晴 良 （27札幌1）第1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 7，500，000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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

67 ク ラ シ コ 牡3鹿 54 福永 祐一林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492－ 61：45．5 3．4�
55 ミ ツ バ 牡3鹿 54 C．ルメール�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B446± 01：45．6� 3．5�
68 スペースクルーズ 牡4栗 57 柴山 雄一窪田 康志氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B588－161：45．91� 4．4�
22 ナスノアオバ 牡4鹿 57 荻野 琢真�須野牧場 小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 540－ 21：46．32� 56．4�
710 オーシャンブルグ 牝4鹿 55 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 450＋ 21：46．51� 6．7	
79 マ ハ ロ マ ナ 牝3鹿 52 勝浦 正樹友水 達也氏 水野 貴広 日高 木村牧場 508＋ 6 〃 ハナ 15．2

56 ヤマイチキセキ 牡3鹿 54

51 ▲加藤 祥太坂本 肇氏 山内 研二 森 笹川大晃牧場 480＋ 41：46．71 16．8�
33 ベルウッドケルン 牡3栗 54

51 ▲井上 敏樹鈴木 照雄氏 本間 忍 伊達 高橋農場 468－ 21：46．8� 36．9�
11 レッドカノーヴァ 牡3黒鹿54 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ

ファーム 466－ 6 〃 ハナ 11．3
44 サンディークス 牡3黒鹿54 藤岡 康太 �キャロットファーム 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム B444－ 21：48．410 47．1�
811 マコトカンパネッロ 牝3栗 52 丹内 祐次�ディアマント 岩戸 孝樹 様似 出口 繁夫 432＋ 61：49．03� 124．0�
812 ムテキザセカンド 牡5栗 57 藤田 伸二谷水 雄三氏 長浜 博之 新ひだか カントリー牧場 506＋121：51．1大差 91．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 24，669，800円 複勝： 30，931，400円 枠連： 12，211，800円
馬連： 49，660，000円 馬単： 25，971，700円 ワイド： 24，687，600円
3連複： 56，379，300円 3連単： 89，125，300円 計： 313，636，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 150円 � 120円 � 150円 枠 連（5－6） 320円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 300円 �� 500円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，390円 3 連 単 ��� 6，650円

票 数

単勝票数 計 246698 的中 � 57479（1番人気）
複勝票数 計 309314 的中 � 48696（2番人気）� 76323（1番人気）� 47377（3番人気）
枠連票数 計 122118 的中 （5－6） 29187（1番人気）
馬連票数 計 496600 的中 �� 53744（1番人気）
馬単票数 計 259717 的中 �� 14350（1番人気）
ワイド票数 計 246876 的中 �� 21631（1番人気）�� 11627（4番人気）�� 20353（2番人気）
3連複票数 計 563793 的中 ��� 30369（1番人気）
3連単票数 計 891253 的中 ��� 9706（5番人気）

ハロンタイム 6．9―10．7―11．8―12．5―12．3―12．2―12．8―12．7―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．6―29．4―41．9―54．2―1：06．4―1：19．2―1：31．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ク ラ シ コ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Charismatic デビュー 2014．6．28 東京3着

2012．3．29生 牡3鹿 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 7戦2勝 賞金 15，520，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ムテキザセカンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月1日まで平地競

走に出走できない。

23010 8月1日 晴 良 （27札幌1）第1日 第10競走 ��
��1，500�

ひ つ じ が お か

羊 ヶ 丘 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．8
1：27．8

良
良

610 ウインフェニックス 牡4鹿 57 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 平取 船越 伸也 466＋ 41：28．0 2．4�
711 ア ル テ 牡4栗 57 藤岡 康太 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 474＋ 8 〃 クビ 10．3�
712 ボールドジャパン 牡4鹿 57 丸山 元気増田 陽一氏 中村 均 新冠 武田 修一 502＋ 41：28．63� 71．0�
57 ビーウィッチド 牝3鹿 52 古川 吉洋�G1レーシング 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム 446＋ 61：28．7� 7．6�
46 ウォーターラボ 牝3青鹿52 横山 典弘山岡 良一氏 安田 隆行 洞	湖 レイクヴィラファーム 452＋ 8 〃 アタマ 6．7	
45 アドマイヤゴッド 牡3鹿 54 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 496＋ 81：28．91
 10．3

11 ダイワプロパー 牝3栗 52 三浦 皇成大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 484± 0 〃 クビ 5．0�
813 ブライトボイス 牡3栗 54 福永 祐一宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 480－ 21：29．11
 24．1�
69 キャンディーハウス 牝3黒鹿52 勝浦 正樹前田 葉子氏 中舘 英二 新冠 株式会社

ノースヒルズ B470－ 41：29．31
 121．5
22 マイネルグルマン 牡3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 494－ 61：29．61� 28．2�
814 ビリーヴザワン �4鹿 57 黛 弘人岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 466－121：29．7� 35．3�
34 サビーナクレスタ �4鹿 57 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：30．02 36．9�
58  マ ナ ス ル 牝4黒鹿55 井上 敏樹岡田 壮史氏 加藤 和宏 浦河 市川フアーム 450－ 41：30．1� 375．2�
33 � ノボリクリーン 牡3青鹿54 阪野 学原田 豊氏 田中 正二 浦河 杵臼牧場 454＋ 21：30．3� 62．6�

（北海道） （北海道）

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，737，500円 複勝： 43，653，100円 枠連： 16，554，400円
馬連： 66，692，400円 馬単： 33，592，000円 ワイド： 37，133，000円
3連複： 85，825，200円 3連単： 123，037，900円 計： 439，225，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 310円 � 1，270円 枠 連（6－7） 990円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，850円

ワ イ ド �� 440円 �� 2，090円 �� 5，670円

3 連 複 ��� 12，220円 3 連 単 ��� 32，730円

票 数

単勝票数 計 327375 的中 � 106747（1番人気）
複勝票数 計 436531 的中 � 118788（1番人気）� 31986（6番人気）� 6221（12番人気）
枠連票数 計 165544 的中 （6－7） 12849（4番人気）
馬連票数 計 666924 的中 �� 39038（4番人気）
馬単票数 計 335920 的中 �� 13606（4番人気）
ワイド票数 計 371330 的中 �� 24114（3番人気）�� 4368（25番人気）�� 1575（51番人気）
3連複票数 計 858252 的中 ��� 5266（43番人気）
3連単票数 計1230379 的中 ��� 2725（95番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―17．9―29．2―41．2―52．6―1：04．3―1：15．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．4

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

勝馬の
紹 介

ウインフェニックス �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2013．6．16 東京2着

2011．3．24生 牡4鹿 母 シャインプレジャー 母母 ウィンヒストリー 20戦3勝 賞金 80，769，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ラガーギアチェンジ号
（非抽選馬） 3頭 ヴェルステルキング号・ケイリンボス号・バリキ号
※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。



23011 8月1日 曇 良 （27札幌1）第1日 第11競走 ��
��1，800�T V h 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，26．8．2以降27．7．26まで1回以上出走馬，除未出走馬および
未勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

テレビ北海道賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 273，000円 78，000円 39，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

11 ケイティープライド 牡5鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 480－ 41：47．2 4．5�
56 ウインマーレライ 牡4黒鹿57．5 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 500＋ 61：47．3� 7．8�
55 ダイシンブラック 牡6鹿 54 柴山 雄一大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 482＋ 61：47．51 130．5�
44 ロードエフォール 牡7黒鹿55 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 488－ 8 〃 クビ 12．1�
812� サクラボールド 牡8栗 56 勝浦 正樹�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 474－ 21：47．71	 25．1�
33 ケイアイチョウサン 牡5黒鹿57 横山 典弘�チョウサン 和田 正道 平取 坂東牧場 452＋ 4 〃 ハナ 7．9	
22 ブレークビーツ 
5鹿 55 松田 大作吉田 照哉氏 角田 晃一 千歳 社台ファーム 450± 0 〃 ハナ 18．3

79 � レッドルーファス 牡5栗 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 米 Charles

H. Wacker 510± 01：47．91	 2．8�
68 サ ン グ ラ ス 牡4青鹿55 古川 吉洋玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 B494＋ 4 〃 ハナ 9．9�
710 プレミアムタイム 牡6栗 54 丸山 元気 社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B512－ 61：48．1� 49．6�
67 ジャーエスペランサ 牡6鹿 54 三浦 皇成本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 真歌田中牧場 B482± 01：48．42 19．4�
811 ワードイズボンド 牡4青 56 藤岡 康太宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 536－101：48．5� 14．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，824，700円 複勝： 75，442，600円 枠連： 29，273，800円
馬連： 157，992，700円 馬単： 69，073，200円 ワイド： 76，461，300円
3連複： 206，954，700円 3連単： 320，286，500円 計： 983，309，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 280円 � 2，570円 枠 連（1－5） 1，960円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，090円

ワ イ ド �� 700円 �� 6，650円 �� 10，780円

3 連 複 ��� 42，490円 3 連 単 ��� 148，280円

票 数

単勝票数 計 478247 的中 � 84276（2番人気）
複勝票数 計 754426 的中 � 132407（2番人気）� 69733（3番人気）� 5833（12番人気）
枠連票数 計 292738 的中 （1－5） 11575（10番人気）
馬連票数 計1579927 的中 �� 68832（6番人気）
馬単票数 計 690732 的中 �� 16746（8番人気）
ワイド票数 計 764613 的中 �� 29872（5番人気）�� 2868（56番人気）�� 1762（58番人気）
3連複票数 計2069547 的中 ��� 3653（129番人気）
3連単票数 計3202865 的中 ��� 1566（472番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―36．6―48．4―1：00．2―1：11．7―1：23．2―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F35．5
1
3
8（5，7）1（6，11）9，3，4，10（2，12）
8，5（1，7）6－11，3（4，9）2（12，10）

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

勝馬の
紹 介

ケイティープライド �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．12．16 阪神1着

2010．3．19生 牡5鹿 母 ケイティーズギフト 母母 ケイティーズファースト 21戦5勝 賞金 91，241，000円

23012 8月1日 曇 良 （27札幌1）第1日 第12競走 ��
��2，600�

あ か ん こ

阿 寒 湖 特 別
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

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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．8
2：37．3

良
良

68 ゴッドフロアー 牝5鹿 55 四位 洋文広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 516＋ 42：41．3 9．8�
812� ラルプデュエズ 牡5黒鹿57 三浦 皇成吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 502＋20 〃 クビ 11．3�
44 メイショウブシン 牡5鹿 57 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 464－ 82：41．4アタマ 4．9�
67 シャンパーニュ 牡4芦 57 C．ルメール �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 494＋ 4 〃 ハナ 3．5�
22 ディープストーリー 牝5青 55 柴山 雄一 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442－ 6 〃 ハナ 39．8	
56 ヤマニンプードレ 牝5芦 55 黛 弘人土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 464－102：41．5	 35．8

79 フォントルロイ 牡6鹿 57 松田 大作大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 504－ 2 〃 ハナ 42．1�
55 
 デ ィ ル ガ 牝4栗 55 藤岡 康太前田 葉子氏 矢作 芳人 米 CASA Farms

I, LLC 464± 02：41．6クビ 9．1�
710 アドマイヤガスト 牡3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 528－ 22：41．7� 4．5
33 パッショネイトラン 牡3鹿 54 横山 典弘米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 長谷部牧場 528－ 42：41．8� 22．9�
11 ダンディーズムーン 牡4鹿 57 藤田 伸二田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480＋ 22：41．9� 14．0�
811 シークレットパス 牡4芦 57 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 454－102：42．43 20．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，357，300円 複勝： 56，984，800円 枠連： 18，344，700円
馬連： 86，055，000円 馬単： 40，056，700円 ワイド： 46，825，000円
3連複： 108，309，000円 3連単： 164，700，100円 計： 563，632，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 340円 � 360円 � 170円 枠 連（6－8） 970円

馬 連 �� 6，500円 馬 単 �� 13，820円

ワ イ ド �� 1，800円 �� 1，010円 �� 880円

3 連 複 ��� 9，860円 3 連 単 ��� 70，730円

票 数

単勝票数 計 423573 的中 � 34343（5番人気）
複勝票数 計 569848 的中 � 38967（5番人気）� 36367（6番人気）� 110667（1番人気）
枠連票数 計 183447 的中 （6－8） 14593（3番人気）
馬連票数 計 860550 的中 �� 10251（24番人気）
馬単票数 計 400567 的中 �� 2173（61番人気）
ワイド票数 計 468250 的中 �� 6515（22番人気）�� 11991（11番人気）�� 13929（8番人気）
3連複票数 計1083090 的中 ��� 8233（33番人気）
3連単票数 計1647001 的中 ��� 1688（265番人気）

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

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―25．1―38．1―51．1―1：03．3―1：15．7―1：28．1―1：40．5―1：52．7―2：04．4―2：16．1―2：28．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ゴッドフロアー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Zafonic デビュー 2012．7．15 函館6着

2010．3．22生 牝5鹿 母 ウェルシュステラ 母母 Catalyst 20戦3勝 賞金 40，002，000円
［他本会外：2戦0勝］



（27札幌1）第1日 8月1日（土曜日） 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 148頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

183，870，000円
4，160，000円
6，900，000円
1，350，000円
16，100，000円
54，305，500円
3，848，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
302，785，400円
431，210，200円
138，240，900円
609，663，000円
327，140，000円
333，422，700円
782，523，900円
1，226，234，800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 4，151，220，900円

総入場人員 12，470名 （有料入場人員 11，246名）
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