
23061 8月16日 晴 良 （27札幌1）第6日 第1競走 ��
��1，200�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
1：09．5
1：07．8

良
良

22 ダノンキャップ 牡2栗 54 C．ルメール�ダノックス 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 506－ 41：11．0 2．8�
33 スウィーティー 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 422－ 81：11．1� 29．3�
44 ブルーオリエント 牝2鹿 54 武 豊桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 458－ 21：11．2� 3．1�
89 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 442－ 21：11．41� 68．1�
66 エピックマジック 牝2青鹿54 岩田 康誠松浦 快之氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 476－ 6 〃 ハナ 9．1�
77 ネクストヒロイン 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹 	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 428＋ 8 〃 アタマ 113．6


55 キタサンコトブキ 牡2青鹿54 横山 典弘	大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 484－ 21：11．82� 3．7�
88 ホワイトパンドラ 牝2芦 54 小林 徹弥北前孔一郎氏 目野 哲也 日高 中原牧場 418－ 21：11．9� 12．4�
11 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 478＋ 81：12．53� 145．3

（9頭）

売 得 金
単勝： 18，770，500円 複勝： 22，059，000円 枠連： 5，902，400円
馬連： 32，525，800円 馬単： 23，839，700円 ワイド： 19，432，500円
3連複： 49，613，500円 3連単： 99，580，000円 計： 271，723，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 110円 � 430円 � 120円 枠 連（2－3） 3，270円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 4，800円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 170円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 15，100円

票 数

単勝票数 計 187705 的中 � 54687（1番人気）
複勝票数 計 220590 的中 � 66443（1番人気）� 6710（6番人気）� 58921（2番人気）
枠連票数 計 59024 的中 （2－3） 1395（11番人気）
馬連票数 計 325258 的中 �� 7420（11番人気）
馬単票数 計 238397 的中 �� 3720（20番人気）
ワイド票数 計 194325 的中 �� 3943（12番人気）�� 37730（1番人気）�� 5527（10番人気）
3連複票数 計 496135 的中 ��� 18072（8番人気）
3連単票数 計 995800 的中 ��� 4779（54番人気）

ハロンタイム 12．6―11．5―11．9―11．8―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．1―36．0―47．8―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンキャップ �
�
父 Iffraaj �

�
母父 Kingmambo デビュー 2015．6．28 東京5着

2013．2．20生 牡2栗 母 ザ ー キ ー 母母 Penny’s Valentine 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 エピックマジック号の騎手岩田康誠は，発走直後蛇行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※ブルーオリエント号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23062 8月16日 晴 良 （27札幌1）第6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）
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 ワールドレジェンド 牡3栗 56 岩田 康誠菅原 広隆氏 松永 昌博 新冠 佐藤 信広 B472＋ 41：47．1 2．6�
44 ベストエビデンス 牝3栗 54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 田村 康仁 千歳 社台ファーム 416± 0 〃 クビ 56．8�
45 � オーバーウェルム 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太�Basic 田島 俊明 加 Ballycroy
Training Centre 444－ 61：47．2クビ 9．3�

812 ザッフィーロ 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472－ 21：47．62� 6．4�

69 レイズユアハンズ 牡3鹿 56 C．ルメール �ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B512± 01：47．81	 3．2	
11 ゼロレボルシオン 牡3鹿 56 黛 弘人広尾レース� 尾関 知人 新ひだか 木村 秀則 B476－ 21：48．22� 51．2

711 サンマーシャル 牝3鹿 54 古川 吉洋加藤 信之氏 中野 栄治 日高 日西牧場 406± 01：48．52 248．8�
813 サンディフック 牡3栗 56 菱田 裕二吉田 照哉氏 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 486＋ 81：48．6� 18．7�
33 エイプリルキッス 牝3黒鹿54 荻野 琢真�G1レーシング 梅田 智之 千歳 社台ファーム 422－ 41：48．92 107．4
56 バーストハンター 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹村上 稔氏 伊藤 伸一 浦河 高昭牧場 458－10 〃 クビ 392．4�
710 スペリオルラスター 牡3栗 56 池添 謙一 �シルクレーシング 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B470－ 41：49．32� 6．2�
22 メイショウゴザン 牝3鹿 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 岡田 稲男 むかわ 真壁 信一 496－ 41：50．15 261．6�
68 ロマンホープ 牡3黒鹿56 柴田 善臣菅 實氏 石毛 善彦 新ひだか 友田牧場 436＋ 61：50．95 27．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，857，400円 複勝： 24，348，100円 枠連： 8，257，100円
馬連： 32，469，200円 馬単： 19，546，200円 ワイド： 18，116，000円
3連複： 43，408，000円 3連単： 66，633，200円 計： 230，635，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 1，000円 � 190円 枠 連（4－5） 1，020円

馬 連 �� 6，820円 馬 単 �� 11，880円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 420円 �� 4，620円

3 連 複 ��� 14，070円 3 連 単 ��� 63，310円

票 数

単勝票数 計 178574 的中 � 53277（1番人気）
複勝票数 計 243481 的中 � 74504（1番人気）� 3893（9番人気）� 30137（4番人気）
枠連票数 計 82571 的中 （4－5） 6247（5番人気）
馬連票数 計 324692 的中 �� 3688（19番人気）
馬単票数 計 195462 的中 �� 1233（35番人気）
ワイド票数 計 181160 的中 �� 2040（22番人気）�� 12378（4番人気）�� 941（30番人気）
3連複票数 計 434080 的中 ��� 2313（38番人気）
3連単票数 計 666332 的中 ��� 763（180番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．7―43．4―55．7―1：08．1―1：20．6―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3
5，7（2，12）（6，13）9（4，11）3（1，10）＝8・（5，7）（2，12）13，4，9（11，10）1，3－6＝8

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

勝馬の
紹 介

ワールドレジェンド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2014．10．26 京都10着

2012．5．17生 牡3栗 母 ヤマノローラ 母母 ボーイントンキャニオン 9戦1勝 賞金 11，530，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 アメリカンストーム号・アレグロン号・デルマヨタロウ号・バルタンセージ号・メイショウアルパ号・

ヤマイチサクラ号・ワークオブゴッド号
（非抽選馬） 1頭 イプノーズ号

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６日



23063 8月16日 曇 良 （27札幌1）第6日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時50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
1：07．5
1：06．5

良
良

35 フクノグローリア 牝3黒鹿54 横山 典弘福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新冠 対馬 正 446± 01：09．5 3．8�
36 クラウンシトラス 牝3栗 54 勝浦 正樹矢野 恭裕氏 菊川 正達 浦河 赤田牧場 B478－ 61：09．71� 4．7�
815 カ シ シ 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 438＋ 21：09．91� 31．6�
11 ウェーブランチャン 牝3青鹿54 藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 472－ 2 〃 アタマ 11．8�
48 レッドファーレン 牝3青鹿54 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 448＋ 4 〃 ハナ 5．2�
713 シャトルソニック 牡3鹿 56 柴田 善臣細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 476± 01：10．0アタマ 13．1	
611 エルクンバンチェロ 牡3鹿 56 C．ルメール 
サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 520＋ 6 〃 クビ 4．1�
24 レイナブランカ 牝3芦 54 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 新ひだか 岡田牧場 432＋101：10．31	 62．7�
714 ロ ジ ナ ン 牝3黒鹿54 武 豊久米田正明氏 大竹 正博 新冠 パカパカ

ファーム 442＋ 21：10．4� 22．8
612 カ レ リ ア 牝3栃栗 54

51 ▲井上 敏樹 H.R.H．プリンセス・ハヤ 黒岩 陽一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 454－ 21：10．5� 93．2�

59 レッドメアラス 牝3芦 54
51 ▲加藤 祥太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 登別 青藍牧場 468＋ 2 〃 アタマ 59．3�

12 ネ ミ ッ サ 牝3青鹿54 横山 和生岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 406＋ 61：10．71� 108．2�
47 カラマンシー 牝3栗 54 吉田 隼人�G1レーシング 天間 昭一 千歳 社台ファーム 414－ 61：10．8� 87．2�
23 マニワプリンセス 牝3鹿 54 丹内 祐次
サンライズ 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 454＋101：10．9	 278．5�
816 フクノセヴラン 牡3鹿 56

54 △城戸 義政福島 祐子氏 小野 次郎 浦河 ガーベラパー
クスタツド 438－ 81：11．11 165．7�

510 ユアインマイハート 牝3鹿 54 田中 博康
グランド牧場 昆 貢 新ひだか グランド牧場 450＋ 6 〃 ハナ 24．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，341，400円 複勝： 31，308，800円 枠連： 12，106，100円
馬連： 38，836，400円 馬単： 21，976，600円 ワイド： 23，329，000円
3連複： 55，637，000円 3連単： 71，124，500円 計： 275，659，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 180円 � 690円 枠 連（3－3） 930円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，300円 �� 2，810円

3 連 複 ��� 10，680円 3 連 単 ��� 37，990円

票 数

単勝票数 計 213414 的中 � 44349（1番人気）
複勝票数 計 313088 的中 � 56576（1番人気）� 50880（3番人気）� 8512（9番人気）
枠連票数 計 121061 的中 （3－3） 10079（4番人気）
馬連票数 計 388364 的中 �� 30592（1番人気）
馬単票数 計 219766 的中 �� 9773（1番人気）
ワイド票数 計 233290 的中 �� 18974（1番人気）�� 2432（23番人気）�� 1981（26番人気）
3連複票数 計 556370 的中 ��� 3905（32番人気）
3連単票数 計 711245 的中 ��� 1357（117番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．4―11．6―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．3―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フクノグローリア �
�
父 ブライアンズタイム �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2014．11．16 東京4着

2012．3．10生 牝3黒鹿 母 シルクヴァルキリー 母母 シルクフレアー 7戦1勝 賞金 10，750，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 5頭 エイプリルラヴ号・ケンブリッジヒカリ号・サンエバレット号・タカラフェニックス号・フレズノ号

23064 8月16日 曇 良 （27札幌1）第6日 第4競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （芝・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
1：58．6
1：56．1

良
良

36 ウインティアラ 牝3鹿 54
51 ▲井上 敏樹�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 418＋ 22：03．0 4．2�

11 ダブルフラワー 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 480＋ 42：03．21� 5．3�
24 エ ア ル ナ 牝3栗 54 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 400＋ 62：03．94 12．2�
816 リュウノースジョイ 牝3鹿 54 吉田 隼人�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 460± 02：04．0� 19．4�
47 メモリーオブハース 牝3黒鹿54 岩田 康誠�G1レーシング 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412－ 2 〃 アタマ 6．0	
612 ブリーズベイ 牝3黒鹿54 藤岡 康太吉田 安惠氏 藤岡 健一 日高 オリオンファーム 430－ 42：04．1� 13．8

48 ティッカーコード 牝3栗 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480－ 4 〃 ハナ 7．1�
59 トウカイエンプレス 牝3黒鹿54 丸田 恭介内村 正則氏 栗田 博憲 日高 福満牧場 440± 02：04．2� 15．6�
23 アルマニンファ 牝3芦 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 日高 日高大洋牧場 460＋142：04．3� 44．6
714 ル サ ル カ 牝3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 上村 清志 438－ 22：04．4� 194．0�

12 マイフォルトゥーナ 牝3黒鹿54 菱田 裕二野田 善己氏 中尾 秀正 新冠 中村 弘昭 402＋ 6 〃 クビ 204．4�
713 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 472＋ 62：04．93 12．1�
611 ジムノペディ 牝3芦 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 464＋12 〃 アタマ 10．3�
510 スノーグース 牝3芦 54 武 豊金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 450＋102：05．11� 26．8�
35 イットガール 牝3鹿 54

52 △城戸 義政 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 488－102：05．31� 236．3�
815 キャンディウォー 牝3鹿 54 杉原 誠人広尾レース� 松永 幹夫 新ひだか 木村 秀則 508＋ 62：07．4大差 224．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，621，000円 複勝： 29，960，200円 枠連： 12，104，100円
馬連： 40，613，600円 馬単： 21，145，900円 ワイド： 25，254，200円
3連複： 58，045，700円 3連単： 71，120，800円 計： 278，865，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 160円 � 250円 枠 連（1－3） 1，070円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 370円 �� 750円 �� 780円

3 連 複 ��� 2，620円 3 連 単 ��� 11，250円

票 数

単勝票数 計 206210 的中 � 38435（1番人気）
複勝票数 計 299602 的中 � 50344（2番人気）� 53997（1番人気）� 25901（4番人気）
枠連票数 計 121041 的中 （1－3） 8737（3番人気）
馬連票数 計 406136 的中 �� 28681（1番人気）
馬単票数 計 211459 的中 �� 7857（1番人気）
ワイド票数 計 252542 的中 �� 18710（1番人気）�� 8311（5番人気）�� 7956（6番人気）
3連複票数 計 580457 的中 ��� 16598（2番人気）
3連単票数 計 711208 的中 ��� 4582（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．5―49．3―1：02．1―1：14．8―1：27．4―1：39．5―1：51．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6
1
3
6，16（1，5，7）14（8，12）（4，13）（3，11）10（2，9）－15
6，16（1，7）5（8，14）（3，12，13，11）（4，10）（2，9）－15

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

勝馬の
紹 介

ウインティアラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2014．11．16 東京4着

2012．2．10生 牝3鹿 母 コスモプラチナ 母母 グレースマリヤ 11戦1勝 賞金 9，990，000円
※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） 2頭 サクヤヒメ号・ハマギク号
（非抽選馬） 4頭 エンパイアライン号・ダイゴサクラ号・ハナイチゲ号・ピンクシャンパン号



23065 8月16日 雨 良 （27札幌1）第6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

67 アラバスター 牡2芦 54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 476 ―1：52．7 2．7�
55 メイショウアンカー 牡2黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 494 ―1：52．91� 3．4�
44 ヨ カ グ ラ 牡2栗 54 池添 謙一 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 464 ― 〃 ハナ 10．3�
33 ダノンエール 牡2鹿 54 C．ルメール�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 528 ―1：53．21� 7．1�
79 マコトシャムロック 牡2青鹿54 藤岡 康太�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 502 ―1：53．62� 5．8	
22 ブレイドフォース 牡2青鹿54 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 ― 〃 ハナ 37．7�
66 ニシノハートマーク 牡2鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 浅見 秀一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 508 ―1：54．23� 37．6�
11 サンストックトン 牡2鹿 54 嶋田 純次加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 大北牧場 480 ―1：54．3� 141．1
811 デルマオイチ 牝2鹿 54 四位 洋文浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 386 ―1：55．47 61．3�
810 ネオレグルス 牡2芦 54 水口 優也阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 476 ―1：55．93 182．4�
78 モ モ ハ イ 牝2鹿 54 三浦 皇成田口 廣氏 武藤 善則 白老 習志野牧場 456 ―1：56．0� 23．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，317，900円 複勝： 22，914，000円 枠連： 7，464，600円
馬連： 37，241，000円 馬単： 26，890，500円 ワイド： 18，910，100円
3連複： 45，690，200円 3連単： 89，357，500円 計： 277，785，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 120円 � 200円 枠 連（5－6） 440円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 890円

ワ イ ド �� 200円 �� 460円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，350円 3 連 単 ��� 4，460円

票 数

単勝票数 計 293179 的中 � 88948（1番人気）
複勝票数 計 229140 的中 � 59025（1番人気）� 55042（2番人気）� 20158（5番人気）
枠連票数 計 74646 的中 （5－6） 12949（1番人気）
馬連票数 計 372410 的中 �� 63260（1番人気）
馬単票数 計 268905 的中 �� 22603（2番人気）
ワイド票数 計 189101 的中 �� 29201（1番人気）�� 9412（6番人気）�� 7782（7番人気）
3連複票数 計 456902 的中 ��� 25319（3番人気）
3連単票数 計 893575 的中 ��� 14503（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．2―38．0―50．5―1：03．4―1：16．0―1：28．3―1：40．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アラバスター �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2013．4．5生 牡2芦 母 レーヴディソール 母母 レーヴドスカー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

23066 8月16日 曇 稍重 （27札幌1）第6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 7，500，000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

44 オーガンディー 牝4芦 55
52 ▲加藤 祥太栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 2 59．1 88．0�

11 バ リ キ 牡3栗 54 幸 英明杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 ムラカミファーム 448＋ 2 59．31 4．0�
56 セイウンアワード 牡3鹿 54 岩田 康誠西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 514＋ 4 59．51� 2．9�
67 サトノプレシャス 牡5栗 57 C．ルメール 里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 482－ 2 59．6� 5．4�
33 � ノ イ 牝5鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 460＋ 6 59．81� 145．7�
811 モントルルシュマン 牡3鹿 54 荻野 琢真藤井 亮輔氏 今野 貞一 新ひだか 千代田牧場 454＋ 6 59．9� 68．0�
710 タマモエスカルゴ 牝4青鹿55 横山 和生タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 B466± 0 〃 クビ 30．5

812 ゼ ン ザ イ 牝3栗 52 丸山 元気 Him Rock Racing 上原 博之 新冠 ハクツ牧場 418－ 21：00．21	 8．0�
68 マダムアグライア 牝4鹿 55 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 新開 幸一 日高 浦新 徳司 500－ 4 〃 クビ 28．9�
22 � ワイルドジーク 牡4栗 57 丸田 恭介ディアレスト 松永 康利 新冠 ハクツ牧場 468－ 21：00．41� 43．7
55 ワンラヴワンハート 牡3青鹿54 藤田 伸二山住 勲氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 496＋161：01．46 15．4�
79 トーホウパルサー 牡4栗 57

54 ▲井上 敏樹東豊物産	 田中 清隆 新ひだか 静内フジカワ牧場 B524＋ 6 （競走中止） 5．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 20，308，500円 複勝： 21，374，700円 枠連： 9，298，300円
馬連： 35，342，200円 馬単： 21，031，800円 ワイド： 19，455，100円
3連複： 46，172，200円 3連単： 68，687，900円 計： 241，670，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，800円 複 勝 � 800円 � 150円 � 140円 枠 連（1－4） 10，220円

馬 連 �� 10，030円 馬 単 �� 29，930円

ワ イ ド �� 2，860円 �� 1，600円 �� 310円

3 連 複 ��� 6，710円 3 連 単 ��� 73，340円

票 数

単勝票数 計 203085 的中 � 1846（11番人気）
複勝票数 計 213747 的中 � 4384（10番人気）� 40775（2番人気）� 49523（1番人気）
枠連票数 計 92983 的中 （1－4） 705（18番人気）
馬連票数 計 353422 的中 �� 2730（29番人気）
馬単票数 計 210318 的中 �� 527（72番人気）
ワイド票数 計 194551 的中 �� 1591（32番人気）�� 2905（15番人気）�� 18631（1番人気）
3連複票数 計 461722 的中 ��� 5157（22番人気）
3連単票数 計 686879 的中 ��� 679（245番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―11．1―11．9―13．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．7―33．8―45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．4
3 10－8（11，12）（4，7）－6（2，3）1＝5 4 10＝（4，8）12（11，7）6（2，3）1＝5
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4芦 母 ラソーミュロワーズ 母母 Mercalle 16戦2勝 賞金 13，950，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔競走中止〕 トーホウパルサー号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症したため向正面で競走中止。
※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 スズカプリオール号



23067 8月16日 雨 稍重 （27札幌1）第6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 7，500，000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

812 ワイルドコットン 牡4栗 57 勝浦 正樹池谷 誠一氏 池上 昌和 日高 下河辺牧場 486± 01：45．8 4．7�
45 クロフネフリート 牡4鹿 57 武 豊平井 裕氏 戸田 博文 日高 白井牧場 528－ 6 〃 クビ 7．1�
69 カレンマタドール �4鹿 57 藤岡 康太鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 508± 01：45．9	 9．4�
56 レッドアライヴ 牡4鹿 57 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 466＋ 8 〃 ハナ 30．0�
11 ブルールーク 牡3鹿 54 吉田 隼人 �ブルーマネジメント牧浦 充徳 新ひだか 出羽牧場 480＋ 61：46．0
 3．8�
711� セルリアンラビット 牡6鹿 57 古川 吉洋	イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 454± 01：46．2	 70．7

57 キングイマデショウ 牡3鹿 54 横山 典弘首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 ヤナガワ牧場 468－ 4 〃 アタマ 17．4�
22 デ モ ニ オ 牡4青 57 岩田 康誠 	サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 492＋ 2 〃 アタマ 2．9�
710 セフティーエムアイ 牡4鹿 57 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 日高 沖田牧場 464－ 61：46．73 48．7
813 ヤマイチキセキ 牡3鹿 54 幸 英明坂本 肇氏 山内 研二 森 笹川大晃牧場 488＋ 81：46．91� 59．3�
44 ウインヤード 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 466＋ 41：47．0
 168．4�
68 � ビービーボイジャー 牡5栗 57 丸山 元気	坂東牧場 高柳 瑞樹 浦河 金成吉田牧場 500± 01：47．85 23．3�
33  ソリッドアクシス 牡3栗 54 長岡 禎仁 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 米 Lantern Hill
Farm LLC 446＋ 4 〃 クビ 371．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 23，703，100円 複勝： 28，290，400円 枠連： 10，145，300円
馬連： 43，465，700円 馬単： 24，442，400円 ワイド： 23，813，500円
3連複： 56，702，500円 3連単： 87，663，000円 計： 298，225，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 240円 � 320円 枠 連（4－8） 1，830円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，270円

ワ イ ド �� 620円 �� 730円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 4，890円 3 連 単 ��� 23，450円

票 数

単勝票数 計 237031 的中 � 40288（3番人気）
複勝票数 計 282904 的中 � 49621（2番人気）� 29962（4番人気）� 19843（5番人気）
枠連票数 計 101453 的中 （4－8） 4296（8番人気）
馬連票数 計 434657 的中 �� 18955（6番人気）
馬単票数 計 244424 的中 �� 5602（10番人気）
ワイド票数 計 238135 的中 �� 10176（5番人気）�� 8500（7番人気）�� 4290（14番人気）
3連複票数 計 567025 的中 ��� 8680（15番人気）
3連単票数 計 876630 的中 ��� 2710（71番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―12．6―13．0―12．3―12．3―12．4―12．2―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．7―43．7―56．0―1：08．3―1：20．7―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワイルドコットン �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2013．9．8 中山2着

2011．2．4生 牡4栗 母 ブライダルブーケ 母母 グローリーティアラ 13戦3勝 賞金 34，000，000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 ショウナンアイ号・フクノドービル号

23068 8月16日 曇 良 （27札幌1）第6日 第8競走 ��1，500�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
1：27．7
1：27．7

良
良

57 レオフラッパー 牝3栗 52 横山 典弘�レオ 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 456－121：30．4 10．2�
46 シ ャ ル ー ル 牝3栗 52 四位 洋文 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋181：30．5� 3．9�
11 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± 0 〃 クビ 5．6�
33 プラチナテーラー 牝5鹿 55 丸田 恭介中西 浩一氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 486＋ 81：30．6クビ 9．0�
814 ヘヴンズチョイス 牝4青鹿55 横山 和生 �シルクレーシング 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 496＋121：30．7� 5．2	
58 アイムユアドリーム 牝4栗 55 C．ルメールユアストーリー 安田 隆行 平取 坂東牧場 452＋ 41：30．91� 6．3

712 ステラレガーロ 牝3黒鹿 52

49 ▲加藤 祥太村野 康司氏 栗田 徹 日高 下河辺牧場 436＋ 4 〃 アタマ 20．9�
45 ビキニスタイル 牝4黒鹿55 菱田 裕二石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436－ 61：31．0� 18．8�
610 ラブミーテンダー 牝3鹿 52 池添 謙一飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 502＋221：31．21� 60．9
22 リリーグランツ 牝3鹿 52 岩田 康誠森岡 幸人氏 矢野 英一 新ひだか 前川 正美 B438－ 2 〃 ハナ 37．2�
711 ウインマハロ 牝3鹿 52 丹内 祐次�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 418－ 2 〃 アタマ 13．8�
34 サクラパリュール 牝4鹿 55 丸山 元気�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット 492± 01：31．41� 30．9�
69 クリアーパッション 牝4鹿 55 吉田 隼人下河辺隆行氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 454＋ 2 〃 ハナ 95．6�
813 ミュゼミランダ 牝4栗 55

52 ▲井上 敏樹髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 440＋181：31．61� 167．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，641，200円 複勝： 30，140，200円 枠連： 14，433，200円
馬連： 46，519，500円 馬単： 23，554，200円 ワイド： 25，561，600円
3連複： 61，407，900円 3連単： 83，080，700円 計： 310，338，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 290円 � 160円 � 170円 枠 連（4－5） 690円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 900円 �� 890円 �� 430円

3 連 複 ��� 3，320円 3 連 単 ��� 26，930円

票 数

単勝票数 計 256412 的中 � 19948（6番人気）
複勝票数 計 301402 的中 � 21579（7番人気）� 56243（1番人気）� 47772（2番人気）
枠連票数 計 144332 的中 （4－5） 16115（1番人気）
馬連票数 計 465195 的中 �� 14646（8番人気）
馬単票数 計 235542 的中 �� 2942（23番人気）
ワイド票数 計 255616 的中 �� 7008（9番人気）�� 7072（7番人気）�� 16445（1番人気）
3連複票数 計 614079 的中 ��� 13861（4番人気）
3連単票数 計 830807 的中 ��� 2236（56番人気）

ハロンタイム 6．8―11．7―11．8―12．2―12．2―12．3―11．7―11．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．5―30．3―42．5―54．7―1：07．0―1：18．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F35．7

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

・（10，11，13）14（3，6，8）（1，4）（2，5）9，7，12・（10，11，14）13（3，6）（8，5）（1，4）12（2，9）7
勝馬の
紹 介

レオフラッパー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 オペラハウス デビュー 2014．6．28 東京7着

2012．3．8生 牝3栗 母 レオソレイユ 母母 ホマレノプリンセス 8戦2勝 賞金 13，400，000円
〔発走状況〕 サクラパリュール号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 サクラパリュール号は，平成27年8月17日から平成27年9月6日まで出走停止。停止期間の満了

後に発走調教再審査。
※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 マルーンドロップ号・ヤマニンバステト号・ランウェイ号・リベルタンゴ号



23069 8月16日 曇 良 （27札幌1）第6日 第9競走 ��1，800�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 7，500，000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
1：45．7
1：43．9

良
良

45 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 470－ 41：50．0 3．4�
33 セルバンテス 牡4黒鹿 57

54 ▲加藤 祥太 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：50．21� 10．3�
610 コーラルタワー 牡5黒鹿57 幸 英明田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 436－ 81：50．41� 40．3�
711 アドマイヤメテオ 牡4青鹿57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456－ 61：50．5� 2．7�
34 ラガーギアチェンジ 牡4青鹿57 池添 謙一奥村 啓二氏 清水 久詞 新ひだか 前川 正美 486± 0 〃 ハナ 16．3�
58 ハイドンセット 牡3鹿 54 勝浦 正樹池谷 誠一氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 470＋101：50．6� 56．5	
69 エイブルボス 牡3黒鹿54 武 豊中澤 隆氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 山際牧場 454－ 61：50．81� 20．3

57 ジャストフォーユー 牡3鹿 54

52 △城戸 義政 �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 464＋ 4 〃 アタマ 12．7�

11 トーセンカナロア 牡3鹿 54
51 ▲井上 敏樹島川 哉氏 小桧山 悟 洞	湖 レイクヴィラファーム 474＋ 6 〃 ハナ 5．8�

22 
 ベネフィットユー 牡6黒鹿57 松田 大作宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 454－ 81：51．11� 22．5�
46 ダンツカペラ 牡3黒鹿54 藤田 伸二山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 480－161：51．41� 24．9�
814 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 492－ 21：51．5� 197．9�
712 エイシンアリエル 牝3鹿 52 四位 洋文�栄進堂 坂口 正則 新ひだか 木田牧場 468－ 6 〃 クビ 132．6�
813 グランスエルテ 牡5栗 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 長浜 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：52．35 189．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 25，763，200円 複勝： 34，732，000円 枠連： 14，058，200円
馬連： 57，871，700円 馬単： 32，586，600円 ワイド： 30，991，400円
3連複： 77，957，700円 3連単： 130，412，900円 計： 404，373，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 160円 � 280円 � 660円 枠 連（3－4） 1，150円

馬 連 �� 2，090円 馬 単 �� 3，200円

ワ イ ド �� 730円 �� 1，850円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 18，090円 3 連 単 ��� 68，510円

票 数

単勝票数 計 257632 的中 � 60193（2番人気）
複勝票数 計 347320 的中 � 72853（2番人気）� 30728（4番人気）� 10678（9番人気）
枠連票数 計 140582 的中 （3－4） 9466（5番人気）
馬連票数 計 578717 的中 �� 21408（6番人気）
馬単票数 計 325866 的中 �� 7628（9番人気）
ワイド票数 計 309914 的中 �� 11455（7番人気）�� 4245（21番人気）�� 1761（37番人気）
3連複票数 計 779577 的中 ��� 3232（57番人気）
3連単票数 計1304129 的中 ��� 1380（212番人気）

ハロンタイム 12．4―12．4―12．9―12．5―12．7―11．5―11．6―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．8―37．7―50．2―1：02．9―1：14．4―1：26．0―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ア ル テ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2013．10．12 京都2着

2011．4．16生 牡4栗 母 ダイヤモンドクイン 母母 ハギノトツプレデイ 16戦3勝 賞金 36，781，000円
※グランスエルテ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23070 8月16日 曇 良 （27札幌1）第6日 第10競走 ��
��2，000�H T B 賞

発走14時50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

北海道テレビ放送賞（1着）
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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

89 ネコタイショウ 牡5鹿 57 武 豊桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 452＋102：02．2 9．5�
44 マイネグレヴィル 牝4鹿 55 C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 22：02．52 6．8�
78 � オールステイ 牡4鹿 57 黛 弘人石川 秀守氏 矢作 芳人 米 Indian

Creek Farm 498＋ 62：02．92	 13．3�
22 � アメリカンダイナー 
6鹿 57 松田 大作吉澤 克己氏 相沢 郁 米

Tony Holmes, Wal-
ter Zent & Win-
Star Farm LLC

478＋ 62：03．0	 50．5�
55 アドマイヤガスト 牡3鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 530＋ 22：03．1クビ 10．6�
810 ダイワレジェンド 牝4栗 55 三浦 皇成大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋202：03．2	 2．6	
33 レッドライジェル 牡3鹿 54 柴田 善臣 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 448＋18 〃 クビ 2．9

77 テ ィ ア ー モ 牝5鹿 55 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 454－ 62：03．3クビ 19．9�
66 ハギノサキガチ 牡5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 450－ 22：04．36 79．2�
11 キングブレイク 牡6栗 57 幸 英明宮田 守氏 崎山 博樹 浦河 バンブー牧場 514－ 8 〃 クビ 43．3

（10頭）

売 得 金
単勝： 38，051，000円 複勝： 39，494，400円 枠連： 17，087，800円
馬連： 79，469，900円 馬単： 46，672，600円 ワイド： 36，103，600円
3連複： 92，335，500円 3連単： 179，130，400円 計： 528，345，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 290円 � 240円 � 370円 枠 連（4－8） 860円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 6，650円

ワ イ ド �� 950円 �� 1，530円 �� 1，010円

3 連 複 ��� 11，540円 3 連 単 ��� 71，230円

票 数

単勝票数 計 380510 的中 � 31901（4番人気）
複勝票数 計 394944 的中 � 35507（5番人気）� 45738（3番人気）� 25898（6番人気）
枠連票数 計 170878 的中 （4－8） 15225（3番人気）
馬連票数 計 794699 的中 �� 18229（13番人気）
馬単票数 計 466726 的中 �� 5260（22番人気）
ワイド票数 計 361036 的中 �� 9909（12番人気）�� 5962（17番人気）�� 9283（14番人気）
3連複票数 計 923355 的中 ��� 5998（36番人気）
3連単票数 計1791304 的中 ��� 1823（216番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―12．3―12．7―12．5―12．4―12．4―12．2―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．2―35．5―48．2―1：00．7―1：13．1―1：25．5―1：37．7―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ネコタイショウ �
�
父 サムライハート �

�
母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2012．6．9 函館中止

2010．4．6生 牡5鹿 母 パ シ ェ ン テ 母母 オトメザトップ 37戦4勝 賞金 65，309，000円



23071 8月16日 曇 稍重 （27札幌1）第6日 第11競走 ��
��1，700�第20回エルムステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，26．8．16以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，26．8．15以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

札幌馬主協会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（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 462，000円 132，000円 66，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

44 ジェベルムーサ 牡5鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 562－ 41：43．0 4．1�
45 グレープブランデー 牡7黒鹿58 C．ルメール �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B526± 0 〃 クビ 8．5�
68 エーシンモアオバー 牡9鹿 58 三浦 皇成�栄進堂 沖 芳夫 浦河 栄進牧場 510－101：43．21� 35．3�
812 クリノスターオー 牡5青 57 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 B534－ 81：43．3	 2．2�
813 ソ ロ ル 牡5黒鹿56 吉田 隼人 �サンデーレーシング 中竹 和也 安平 追分ファーム B492－121：43．51� 6．1	
711 マルカフリート 牡9鹿 56 四位 洋文日下部 猛氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 482＋ 21：43．92
 97．4

22 ヒラボクプリンス 牡5鹿 56 菱田 裕二�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 494± 0 〃 ハナ 23．3�
69 マイネルバイカ 牡6鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西村 真幸 新ひだか 乾 皆雄 488＋121：44．11� 79．9�
710 ゴールスキー 牡8黒鹿56 池添 謙一 �社台レースホース池江 泰寿 安平 追分ファーム 486－ 61：44．2
 38．6
56 � ウルトラカイザー 牡7鹿 56 井上 俊彦中野 真吾氏 林 和弘 新冠 つつみ牧場 484－101：44．41 108．5�

（北海道） （北海道）

57 � アウヤンテプイ 牡6芦 56 宮崎 光行�若林牧場 原 孝明 新冠 若林牧場 494－ 61：44．5
 146．6�
（北海道） （北海道）

33 カチューシャ 牝6栃栗54 武 豊窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 488＋ 61：45．24 7．6�
11 フレイムコード 牝6鹿 54 丸田 恭介�イクタ 谷 潔 新冠 村本牧場 472± 01：46．79 50．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 121，912，200円 複勝： 136，793，900円 枠連： 87，629，300円
馬連： 392，986，900円 馬単： 188，069，300円 ワイド： 149，688，900円
3連複： 555，445，400円 3連単： 1，066，603，500円 計： 2，699，129，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 280円 � 870円 枠 連（4－4） 1，480円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 2，390円

ワ イ ド �� 610円 �� 1，930円 �� 2，820円

3 連 複 ��� 16，050円 3 連 単 ��� 63，770円

票 数

単勝票数 計1219122 的中 � 237133（2番人気）
複勝票数 計1367939 的中 � 252193（2番人気）� 123624（5番人気）� 32044（8番人気）
枠連票数 計 876293 的中 （4－4） 45718（5番人気）
馬連票数 計3929869 的中 �� 207552（7番人気）
馬単票数 計1880693 的中 �� 58820（8番人気）
ワイド票数 計1496889 的中 �� 67112（7番人気）�� 19447（18番人気）�� 13141（26番人気）
3連複票数 計5554454 的中 ��� 25952（44番人気）
3連単票数 計10666035 的中 ��� 12126（177番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．6―41．9―54．0―1：05．8―1：17．7―1：29．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジェベルムーサ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2012．11．4 東京1着

2010．2．15生 牡5鹿 母 ア ビ ラ 母母 Animatrice 15戦7勝 賞金 158，962，000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。
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤブルー号・シセイオウジ号・ダブルスター号・ロサギガンティア号
※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。

23072 8月16日 曇 稍重 （27札幌1）第6日 第12競走 ��
��1，700�

だいせつ

報知杯大雪ハンデキャップ
発走16時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．8．16以降27．8．9まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

報知新聞社賞（1着）
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 322，000円 92，000円 46，000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 サクラエール 牡4黒鹿56 池添 謙一�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 474－141：44．1 8．6�
57 モルトベーネ 牡3栗 53 岩田 康誠三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 452＋ 2 〃 クビ 13．6�
813 コパノチャーリー 牡3栗 54 C．ルメール 小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 502± 0 〃 アタマ 1．8�
56 マーブルケーキ 牝4白 52 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 安平 ノーザンファーム 480－ 81：44．31� 21．8�
710 ロゼッタストーン 牡6鹿 53 黛 弘人太田珠々子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 472＋ 21：44．51� 240．3�
33 ナンヨーカノン 牝5青鹿53 横山 典弘中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460－ 21：44．81� 7．8	
45 ノッキングオン 牡5鹿 54 丸山 元気松尾 正氏 高柳 瑞樹 新ひだか グランド牧場 442－ 21：45．11� 143．3

711	 エビスグレイト 牡5黒鹿56 菱田 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 496＋ 61：45．31
 30．0�
44 	 スリーアロー 牝4黒鹿53 古川 吉洋松元 保氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 494＋ 2 〃 ハナ 5．9�
69 ティーポイズン 牡4栗 54 藤岡 康太深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 508＋10 〃 ハナ 40．8
68 ワースムーン 牡5鹿 56 武 豊橋場 勇二氏 庄野 靖志 日高 庄野牧場 506－ 8 〃 ハナ 17．6�
11 ハヤブサペコチャン 牝5栗 51 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466＋ 21：46．15 19．3�
812 モンプレジール 牡5鹿 53 長岡 禎仁平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 B454± 01：46．63 225．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 62，183，200円 複勝： 70，701，300円 枠連： 29，668，900円
馬連： 130，974，600円 馬単： 70，029，600円 ワイド： 67，257，400円
3連複： 169，504，400円 3連単： 289，329，700円 計： 889，649，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 170円 � 280円 � 120円 枠 連（2－5） 3，300円

馬 連 �� 4，880円 馬 単 �� 9，560円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 390円 �� 480円

3 連 複 ��� 3，340円 3 連 単 ��� 33，310円

票 数

単勝票数 計 621832 的中 � 57411（4番人気）
複勝票数 計 707013 的中 � 101936（2番人気）� 45027（5番人気）� 207077（1番人気）
枠連票数 計 296689 的中 （2－5） 6952（15番人気）
馬連票数 計1309746 的中 �� 20776（17番人気）
馬単票数 計 700296 的中 �� 5493（31番人気）
ワイド票数 計 672574 的中 �� 12297（16番人気）�� 46299（3番人気）�� 36775（4番人気）
3連複票数 計1695044 的中 ��� 38031（9番人気）
3連単票数 計2893297 的中 ��� 6296（112番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―12．0―12．1―12．1―12．0―12．3―12．7―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．1―42．2―54．3―1：06．3―1：18．6―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラエール �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 サクラホクトオー デビュー 2013．12．22 阪神1着

2011．3．29生 牡4黒鹿 母 サクラロマンス 母母 サクラハツスル 15戦4勝 賞金 52，858，000円
※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。
（非抽選馬） 6頭 アグネスダリム号・シーギリヤガール号・ニホンピロバロン号・ヒカルソラフネ号・ブレーヴマン号・

マヤノカデンツァ号

３レース目



（27札幌1）第6日 8月16日（日曜日） 晴後曇時々雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良後稍重

競走回数 12回 出走頭数 154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

230，000，000円
2，080，000円
7，020，000円
1，440，000円
21，010，000円
57，999，500円
4，225，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
425，470，600円
492，117，000円
228，155，300円
968，316，500円
519，785，400円
457，913，300円
1，311，920，000円
2，302，724，100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 6，706，402，200円

総入場人員 16，133名 （有料入場人員 14，544名）



平成27年度 第1回札幌競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 907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

1，227，420，000円
13，580，000円
47，360，000円
8，390，000円
109，950，000円
340，252，500円
23，973，000円
8，707，200円

勝馬投票券売得金
2，033，991，200円
2，640，224，800円
997，847，400円
4，394，681，600円
2，411，385，000円
2，228，786，900円
5，855，129，500円
9，960，034，800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 30，522，081，200円

総入場延人員 85，277名 （有料入場延人員 77，053名）
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