
23001 7月29日 晴 良 （29札幌1）第1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

33 リープフラウミルヒ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 406－ 41：49．4 3．0�

55 ディバインブリーズ 牡2黒鹿54 C．ルメール 杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B484－ 41：49．5� 1．5�
77 スズカワークシップ 牡2鹿 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 高昭牧場 450－161：50．13� 6．2�
11 ハ イ タ イ ド 牡2鹿 54 蛯名 正義 �カナヤマホール

ディングス 栗田 徹 日高 高柳 隆男 442－10 〃 クビ 31．1�
22 クリノバルテュス 牡2鹿 54

53 ☆木幡 初也栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 472－181：51．37 22．8�
44 ハッシュレート 牡2黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 千葉飯田牧場 470－ 61：51．93� 82．9	
66 プ ロ ロ ー グ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星山口 裕介氏 松永 康利 新冠 有限会社 大
作ステーブル 466＋101：52．53� 65．0


（7頭）

売 得 金
単勝： 19，642，700円 複勝： 35，381，700円 枠連： 発売なし
馬連： 25，779，100円 馬単： 22，067，000円 ワイド： 18，894，200円
3連複： 33，645，400円 3連単： 99，772，100円 計： 255，182，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 110円 �� 160円 �� 130円

3 連 複 ��� 160円 3 連 単 ��� 810円

票 数

単勝票数 計 196427 的中 � 53908（2番人気）
複勝票数 計 353817 的中 � 47973（2番人気）� 244955（1番人気）
馬連票数 計 257791 的中 �� 124074（1番人気）
馬単票数 計 220670 的中 �� 45467（2番人気）
ワイド票数 計 188942 的中 �� 80023（1番人気）�� 18378（3番人気）�� 28837（2番人気）
3連複票数 計 336454 的中 ��� 153652（1番人気）
3連単票数 計 997721 的中 ��� 89143（3番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．5―12．4―12．2―12．1―11．9―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．4―49．8―1：02．0―1：14．1―1：26．0―1：37．3

コーナー
通過順位

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

2
4
3，7（2，6）5（1，4）・（3，7）5，2（4，1）6

勝馬の
紹 介

リープフラウミルヒ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2017．6．11 東京2着

2015．3．28生 牝2黒鹿 母 ピ ノ ブ ラ ン 母母 フェートデュヴァン 3戦1勝 賞金 9，800，000円

23002 7月29日 晴 良 （29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 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
57．5
56．9

良
重

710 クリノレオノール 牝3鹿 54
53 ☆城戸 義政栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 434－ 4 59．1 3．0�

812 プリモガナドール 牝3栗 54 池添 謙一水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 456 ― 59．2� 5．6�
55 コウセイキャサリン 牝3黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星杉安浩一郎氏 中野 栄治 浦河 ガーベラパー
クスタツド 428－ 4 59．3� 4．8�

44 サ ン コ ロ ナ 牝3栗 54 蛯名 正義 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 402＋ 4 59．62 12．6�

67 アラタマクリスエス 牝3鹿 54 中井 裕二荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 422－181：00．02� 66．7�
79 ティアドーロ 牝3芦 54 福永 祐一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 466＋ 21：00．1クビ 3．8	
56 フォーエバースカイ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹岡田 牧雄氏 大江原 哲 浦河 上山牧場 370± 01：00．42 39．7

811 ビバジャンティ 牝3芦 54 古川 吉洋田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm 474－ 4 〃 ハナ 49．6�
33 アスヘノキボウ 牝3鹿 54 柴山 雄一�ミルファーム 谷原 義明 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 B420± 01：00．5� 61．6
68 マイアミトロピカル 牝3栗 54 荻野 琢真 �グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 原田牧場 420－ 81：00．6� 47．1�
22 ラブパレード 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 武史田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 酒井 秀紀 B464＋ 61：00．91� 11．2�
11 ク リ ス タ 牝3青鹿 54

53 ☆小崎 綾也橋元 勇氣氏 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 426－ 81：01．11� 114．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，322，000円 複勝： 22，960，200円 枠連： 6，580，800円
馬連： 27，656，900円 馬単： 15，817，400円 ワイド： 18，718，700円
3連複： 41，882，100円 3連単： 54，481，800円 計： 204，419，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 190円 � 150円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 980円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 430円 �� 240円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，440円 3 連 単 ��� 7，370円

票 数

単勝票数 計 163220 的中 � 43500（1番人気）
複勝票数 計 229602 的中 � 59149（1番人気）� 24123（4番人気）� 39997（3番人気）
枠連票数 計 65808 的中 （7－8） 10518（2番人気）
馬連票数 計 276569 的中 �� 21765（3番人気）
馬単票数 計 158174 的中 �� 6289（5番人気）
ワイド票数 計 187187 的中 �� 10779（4番人気）�� 23006（1番人気）�� 5515（11番人気）
3連複票数 計 418821 的中 ��� 21727（3番人気）
3連単票数 計 544818 的中 ��� 5354（15番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．4―11．8―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．4―34．8―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリノレオノール �
�
父 ファスリエフ �

�
母父 コロナドズクエスト デビュー 2016．11．6 東京11着

2014．5．4生 牝3鹿 母 プレシャスエルフ 母母 プレシャスフラワー 10戦1勝 賞金 8，300，000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 7月29日 晴 良 （29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 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

33 ハイクアウト 牡3鹿 56 古川 吉洋�ノースヒルズ 浜田多実雄 新ひだか 土居牧場 478－ 62：35．5 5．8�
55 ハ レ カ イ 牡3栗 56 勝浦 正樹�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－122：35．71� 13．9�
68 ワンナイトインパリ 牡3鹿 56 C．ルメール 青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B496＋ 62：35．91� 1．9�
812 サトノヴィクトリー 牡3鹿 56 K．ティータン 里見 治氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B450＋ 22：36．85 13．8�

（香港）

811 アーダルベルト 牡3鹿 56 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 浦河 大道牧場 B424－ 82：36．9クビ 41．1�
44 ジャカンドジョー 牡3鹿 56 黛 弘人井上 一郎氏 田中 剛 日高 下河辺牧場 454－ 42：37．0� 7．7	
56 ジャイアンヴォーグ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介千明牧場 鈴木 伸尋 日高 千明牧場 502－ 82：37．63� 6．0

79 ドリームオブユー 牡3青鹿56 蛯名 正義吉野 弘司氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム B460± 02：37．7� 12．8�
710 メイショウタンヅツ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 460－ 22：38．23 117．8�
11 ウインアーカイヴス 牡3栗 56 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新ひだか 岡田 猛 480－ 62：38．3� 74．3
67 ヴォワルドール 牝3栗 54

53 ☆城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 436－ 82：39．15 185．0�

22 ナイスメジャー 牡3栗 56
53 ▲横山 武史鎌田 博�氏 伊藤 伸一 浦河 日の出牧場 492± 02：44．0大差 303．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，054，900円 複勝： 31，606，200円 枠連： 6，451，600円
馬連： 30，071，500円 馬単： 19，436，900円 ワイド： 20，427，700円
3連複： 42，672，300円 3連単： 64，711，800円 計： 235，432，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 160円 � 240円 � 110円 枠 連（3－5） 1，260円

馬 連 �� 3，310円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 1，040円 �� 290円 �� 530円

3 連 複 ��� 2，110円 3 連 単 ��� 16，870円

票 数

単勝票数 計 200549 的中 � 27447（2番人気）
複勝票数 計 316062 的中 � 37500（3番人気）� 20054（5番人気）� 133673（1番人気）
枠連票数 計 64516 的中 （3－5） 3956（5番人気）
馬連票数 計 300715 的中 �� 7033（10番人気）
馬単票数 計 194369 的中 �� 3064（19番人気）
ワイド票数 計 204277 的中 �� 4546（12番人気）�� 20560（2番人気）�� 9483（5番人気）
3連複票数 計 426723 的中 ��� 15118（9番人気）
3連単票数 計 647118 的中 ��� 2781（52番人気）

ハロンタイム 13．2―12．2―13．4―13．2―13．2―13．9―13．5―12．3―12．1―12．5―13．0―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�
13．2―25．4―38．8―52．0―1：05．2―1：19．1―1：32．6―1：44．9―1：57．0―2：09．5―2：22．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイクアウト �
�
父 トランセンド �

�
母父 King of Kings デビュー 2016．7．9 中京9着

2014．3．27生 牡3鹿 母 スウィートウィン 母母 Win for Juno 11戦1勝 賞金 11，500，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイスメジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月29日まで平地競

走に出走できない。
※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。

23004 7月29日 曇 良 （29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 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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

68 アシャカリブラ 牡3黒鹿56 K．ティータン 吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B508－ 81：46．5 10．1�
（香港）

56 メモリーフェイス 牝3鹿 54 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 518－ 41：46．6� 1．6�
67 エンパイアスタイル 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史吉田 千津氏 新開 幸一 新冠 村上 欽哉 436＋ 41：46．81� 20．3�
11 ニシノリヒト 牡3鹿 56 C．ルメール 西山 茂行氏 奥平 雅士 日高 日西牧場 434－ 81：47．54 7．4�
811 メイショウオオヨド 牡3芦 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 432－101：47．71 5．5�
79 クールモンスター 牡3鹿 56 柴山 雄一山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 496－ 81：48．01� 21．5	
33 ヴィトンリード 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也杉山 一穂氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 490＋ 61：48．1� 19．5

22 ベルメーリャ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉田 安惠氏 森田 直行 安平 追分ファーム 526－101：48．31 23．3�
44 セイウンシナツ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也西山 茂行氏 松山 将樹 新ひだか 西村 和夫 444＋ 2 〃 ハナ 158．2�
710 ディープスピリッツ 牡3鹿 56 蛯名 正義菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 438－ 61：48．93� 111．3
812 サンニューオリンズ 牝3栗 54 嶋田 純次 �加藤ステーブル 高橋 文雅 浦河 冨岡 博一 452＋ 61：49．0� 55．3�
55 エンドオール 牡3栗 56

55 ☆坂井 瑠星前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490－ 21：50．49 79．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，450，600円 複勝： 69，141，200円 枠連： 6，792，200円
馬連： 30，572，300円 馬単： 22，403，900円 ワイド： 21，740，900円
3連複： 43，732，000円 3連単： 74，770，500円 計： 289，603，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，010円 複 勝 � 210円 � 110円 � 280円 枠 連（5－6） 470円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，000円 �� 460円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 28，020円

票 数

単勝票数 計 204506 的中 � 16118（4番人気）
複勝票数 計 691412 的中 � 32067（4番人気）� 480634（1番人気）� 20970（6番人気）
枠連票数 計 67922 的中 （5－6） 11071（2番人気）
馬連票数 計 305723 的中 �� 30181（3番人気）
馬単票数 計 224039 的中 �� 5784（10番人気）
ワイド票数 計 217409 的中 �� 14136（3番人気）�� 2515（21番人気）�� 12654（4番人気）
3連複票数 計 437320 的中 ��� 8402（14番人気）
3連単票数 計 747705 的中 ��� 1934（91番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．3―31．1―43．8―56．3―1：08．5―1：21．1―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アシャカリブラ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Rahy デビュー 2016．12．17 阪神8着

2014．3．3生 牡3黒鹿 母 スイートローレライ 母母 Kenbu 7戦1勝 賞金 8，100，000円
〔発走状況〕 ヴィトンリード号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。前扉が破損したため外枠から発走。
〔制裁〕 メモリーフェイス号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
〔調教再審査〕 ヴィトンリード号は，発走調教再審査。
※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。



23005 7月29日 曇 良 （29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
1：29．1
1：29．1

良
良

88 タワーオブロンドン 牡2鹿 54 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 516 ―1：30．4 4．0�

11 キ ル ロ ー ド 牡2鹿 54 柴山 雄一エンジェルレーシング� 田村 康仁 日高 天羽 禮治 484 ―1：30．82� 6．8�
22 メジェールスー 牝2鹿 54 福永 祐一太田珠々子氏 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 452 ―1：30．9クビ 2．1�
44 マイウェイアムール 牝2青鹿54 K．ティータン 田畑 利彦氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 480 ―1：31．11� 5．8�

（香港）

89 タガノロッソ 牡2鹿 54 藤岡 康太八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 470 ―1：31．2� 16．2�

55 ディアジラソル 牝2鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 土田農場 420 ―1：31．3� 35．5	
33 クリノカポネ 牡2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 458 ―1：31．51	 65．9


77 ワールドカフェ 牡2栗 54 四位 洋文寺田千代乃氏 斉藤 崇史 新ひだか 矢野牧場 500 ―1：32．24 24．6�
66 サノノスカイ 牡2鹿 54

53 ☆木幡 初也佐野 信幸氏 中野 栄治 新ひだか 荒木 貴宏 424 ―1：32．94 95．0�
（9頭）

売 得 金
単勝： 26，512，700円 複勝： 25，058，000円 枠連： 4，925，400円
馬連： 28，882，000円 馬単： 21，801，300円 ワイド： 17，930，600円
3連複： 36，571，000円 3連単： 79，921，200円 計： 241，602，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 130円 � 150円 � 110円 枠 連（1－8） 1，090円

馬 連 �� 1，300円 馬 単 �� 2，280円

ワ イ ド �� 300円 �� 170円 �� 200円

3 連 複 ��� 580円 3 連 単 ��� 4，960円

票 数

単勝票数 計 265127 的中 � 54678（2番人気）
複勝票数 計 250580 的中 � 39007（2番人気）� 27364（4番人気）� 108768（1番人気）
枠連票数 計 49254 的中 （1－8） 3498（5番人気）
馬連票数 計 288820 的中 �� 17093（5番人気）
馬単票数 計 218013 的中 �� 7154（9番人気）
ワイド票数 計 179306 的中 �� 13019（4番人気）�� 29887（1番人気）�� 22547（2番人気）
3連複票数 計 365710 的中 ��� 46892（2番人気）
3連単票数 計 799212 的中 ��� 11671（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．6―30．4―42．6―55．1―1：07．6―1：18．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．3

3 8（4，7）（5，2）9，3－（1，6）
2
4

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

勝馬の
紹 介

タワーオブロンドン 
�
父 Raven’s Pass 

�
母父 Dalakhani 初出走

2015．2．9生 牡2鹿 母 スノーパイン 母母 Shinko Hermes 1戦1勝 賞金 7，000，000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。

23006 7月29日 曇 良 （29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 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
1：58．6
1：56．1

良
良

510 ゲイルバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 藤岡 健一 浦河 富田牧場 436＋ 62：02．1 3．1�
59 エスコフィオン 牝3鹿 54 福永 祐一吉田 照哉氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 408－ 82：02．31� 10．5�
12 ハルカノテソーロ 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星了德寺健二氏 高木 登 新ひだか 服部 健太郎 520＋ 6 〃 ハナ 8．2�
611 スマートサクソン 牝3芦 54 四位 洋文大川 徹氏 浅見 秀一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 482－ 2 〃 アタマ 22．4�

24 サウンドラブリー 牝3芦 54 K．ティータン 増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 440＋ 42：02．4� 4．2�
（香港）

35 ヒミノブリランテ 牡3栗 56 国分 恭介佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ
ファーム B474± 02：02．61� 20．5�

815 エ ミ ー リ オ 牡3鹿 56 丸山 元気加藤 誠氏 田中 剛 日高 日高大洋牧場 480－10 〃 クビ 128．1	
11 バプティシア 牝3鹿 54 勝浦 正樹 
ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 426－102：02．7� 43．9�
714 ホウオウステップ 牡3栗 56 藤岡 康太小笹 芳央氏 奥村 武 千歳 社台ファーム 460－ 22：02．8クビ 110．3�
816 ショウナンタロット 牡3青 56 池添 謙一国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 450－ 42：03．12 11．1
612 ラストプライドワン 牡3黒鹿56 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 466－ 8 〃 クビ 5．0�
713 トーアツキヒカリ 牡3鹿 56 村田 一誠高山ランド
 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 456－102：03．31 367．9�
48 ロ ザ ン ジ ェ 牡3青鹿56 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 宮内牧場 448－162：03．4� 32．2�
23 モズアムール 牝3鹿 54 蛯名 正義 
キャピタル・システム 森田 直行 浦河 谷川牧場 B438－10 〃 クビ 53．7�
36 トウケイホクト 牝3栗 54 黛 弘人木村 信彦氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 432－ 42：03．5� 157．5�
47 ヤマニンカプシーヌ 牝3黒鹿 54

53 ☆小崎 綾也土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 454± 02：04．45 273．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 22，031，900円 複勝： 30，407，500円 枠連： 9，647，100円
馬連： 38，090，500円 馬単： 19，438，400円 ワイド： 26，116，300円
3連複： 55，887，300円 3連単： 67，737，200円 計： 269，356，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 270円 � 260円 枠 連（5－5） 1，380円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 2，160円

ワ イ ド �� 480円 �� 590円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 14，870円

票 数

単勝票数 計 220319 的中 � 56079（1番人気）
複勝票数 計 304075 的中 � 66106（1番人気）� 25448（6番人気）� 27150（4番人気）
枠連票数 計 96471 的中 （5－5） 5414（7番人気）
馬連票数 計 380905 的中 �� 21036（3番人気）
馬単票数 計 194384 的中 �� 6735（5番人気）
ワイド票数 計 261163 的中 �� 14532（3番人気）�� 11448（4番人気）�� 5159（15番人気）
3連複票数 計 558873 的中 ��� 9264（13番人気）
3連単票数 計 677372 的中 ��� 3302（35番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．5―12．9―12．5―12．3―12．0―11．8―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．8―49．7―1：02．2―1：14．5―1：26．5―1：38．3―1：50．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6
1
3
・（7，15）（1，4，16）12，10（2，6，8）（3，11）9（5，14）13・（7，15）16（1，4，12）10（2，8）6，11，3（9，14）5，13

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

勝馬の
紹 介

ゲイルバローズ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Gone West デビュー 2017．2．26 阪神2着

2014．5．25生 牡3鹿 母 ゴーンクレージー 母母 Nutcase 5戦1勝 賞金 10，200，000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 イージーライド号・サーカムスタンス号・シンデン号・マジックバラード号・メイショウランポ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



23007 7月29日 曇 良 （29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

79 テイエムチェロキー 牡3鹿 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 468＋10 58．4 3．3�
44 テンプルツリー 牝4鹿 55 勝浦 正樹山口功一郎氏 栗田 博憲 新冠 森 牧場 448＋ 2 59．35 11．2�
812 キセキノムスメ 牝4青鹿55 中井 裕二�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 450＋ 2 〃 クビ 12．6�
710 タイセイラビッシュ 牡5鹿 57 丸山 元気田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 490＋ 6 59．4クビ 12．1�
33 � レーヴドミカ 牝4栗 55 藤岡 佑介尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 464－12 59．61� 10．4�
11 クラウンヴォルカン 牡4青 57 荻野 琢真矢野 恭裕氏 梅田 智之 日高 クラウン日高牧場 498－ 6 59．81� 15．3	
68 ジ ュ ラ ー レ 牝4鹿 55

54 ☆坂井 瑠星 
ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 412＋121：00．01� 35．2�

67 � アポロリュウセイ 牡4栗 57 丹内 祐次アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 494－ 61：00．21� 4．5�
56 シャイニードライヴ 牡3鹿 54

53 ☆木幡 初也小林 昌志氏 尾形 充弘 平取 雅 牧場 442－ 61：00．3クビ 67．8
811 デルマコウモン 牡4鹿 57

54 ▲横山 武史浅沼 廣幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 456－ 41：00．61	 12．7�
22 � フォーシーム 牝4栗 55 菱田 裕二吉井 理人氏 伊藤 大士 浦河 林 孝輝 468－ 7 〃 クビ 61．0�
55 シゲルヒョウ 牡3鹿 54

53 ☆井上 敏樹森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B472－ 21：00．7クビ 5．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 19，709，100円 複勝： 24，616，300円 枠連： 8，025，800円
馬連： 36，381，500円 馬単： 17，725，100円 ワイド： 23，886，900円
3連複： 47，153，100円 3連単： 63，049，200円 計： 240，547，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 160円 � 250円 � 270円 枠 連（4－7） 1，100円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 580円 �� 570円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 13，040円

票 数

単勝票数 計 197091 的中 � 47546（1番人気）
複勝票数 計 246163 的中 � 50248（1番人気）� 22970（4番人気）� 20709（5番人気）
枠連票数 計 80258 的中 （4－7） 5634（4番人気）
馬連票数 計 363815 的中 �� 21157（3番人気）
馬単票数 計 177251 的中 �� 6712（3番人気）
ワイド票数 計 238869 的中 �� 10806（5番人気）�� 10948（4番人気）�� 4594（19番人気）
3連複票数 計 471531 的中 ��� 14878（2番人気）
3連単票数 計 630492 的中 ��� 3504（14番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．6―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムチェロキー �
�
父 トランセンド �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．30 小倉4着

2014．5．15生 牡3鹿 母 ヒシエリート 母母 ヒシショウコ 13戦2勝 賞金 24，150，000円

23008 7月29日 曇 良 （29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 375，000
375，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

11 サ ル ド ナ 牝4栗 55 福永 祐一寺田 寿男氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490＋121：08．4 5．2�
34 ユキノカトレア 牝5鹿 55 丸山 元気北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 484－ 2 〃 ハナ 3．9�
46 ク ロ ー ソ ー 牝5鹿 55 池添 謙一大島 昌也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 412－12 〃 クビ 7．2�
33 アイムウィッシング 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 61：08．72 30．5�
57 レアドロップ 牝4芦 55 K．ティータン 岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 秋田牧場 450－121：08．8クビ 19．1�

（香港）

711 マ カ レ ア 牝4黒鹿55 柴山 雄一 	キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 404－ 6 〃 同着 49．7

813 タカミツサクラ 牝3鹿 52

51 ☆坂井 瑠星タカミツ� 高橋 裕 日高 木村牧場 440± 0 〃 ハナ 3．0�
58 ビービーバーレスク 牝3鹿 52 蛯名 正義	坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 482－101：09．01� 18．6�
69 � ツキミチャン 牝6青鹿55 藤岡 佑介瀬谷 雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 444－ 61：09．1� 21．2�
22 ディアパヴォーネ 牝3黒鹿52 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 二ノ宮敬宇 新冠 武田牧場 410－ 81：09．41� 92．9�
45 ゼットフーリ 牝4鹿 55 藤岡 康太	フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム B488＋ 81：09．5� 12．3�
712 コンプレアンノ 牝3鹿 52

51 ☆木幡 初也柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 414－161：09．71	 398．9�
610 アンバーミニー 牝3鹿 52

49 ▲横山 武史 	社台レースホース松永 幹夫 千歳 社台ファーム 454＋121：10．02 25．0�
814 ピ コ ッ ト 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 434－141：10．1クビ 213．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，133，100円 複勝： 37，082，200円 枠連： 12，087，800円
馬連： 46，407，300円 馬単： 22，992，700円 ワイド： 32，098，300円
3連複： 60，514，600円 3連単： 80，029，100円 計： 317，345，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 150円 � 210円 枠 連（1－3） 830円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 2，040円

ワ イ ド �� 410円 �� 700円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，250円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 261331 的中 � 39718（3番人気）
複勝票数 計 370822 的中 � 48912（3番人気）� 72886（2番人気）� 41177（4番人気）
枠連票数 計 120878 的中 （1－3） 11274（3番人気）
馬連票数 計 464073 的中 �� 35742（2番人気）
馬単票数 計 229927 的中 �� 8440（5番人気）
ワイド票数 計 320983 的中 �� 20538（2番人気）�� 11260（6番人気）�� 17503（4番人気）
3連複票数 計 605146 的中 ��� 20090（3番人気）
3連単票数 計 800291 的中 ��� 5595（14番人気）

ハロンタイム 12．2―10．5―10．9―11．4―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．7―33．6―45．0―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サ ル ド ナ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Indygo Shiner デビュー 2015．7．4 中京4着

2013．1．30生 牝4栗 母 ラシャルマンテ 母母 La Magie 18戦2勝 賞金 28，481，000円
※ピコット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



23009 7月29日 曇 良 （29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

78 バニーテール 牝3芦 52 福永 祐一金子真人ホール
ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 476＋ 81：44．9 4．7�

67 ドゥラリュール 牡4栗 57 四位 洋文平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 468＋ 21：45．53� 3．8�
79 ティモシーブルー 牡3鹿 54 藤岡 康太中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 486－141：46．45 7．2�
44 メイショウナゴミ 牝5青鹿 55

54 ☆坂井 瑠星松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 444－101：46．61� 45．2�
22 � ヒルノサルバドール 牡4栗 57

54 ▲横山 武史�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 440＋ 21：46．7クビ 2．4	
33 ライフトップガン 牡7鹿 57 菱田 裕二谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 谷岡 正次 488－161：46．8� 102．1

811� インスタイル �6鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 494－ 61：46．9	 118．3�
810 ビービーパドル 牡3鹿 54 勝浦 正樹坂東 勝彦氏 中舘 英二 新ひだか 中橋 清 468－ 21：47．21	 21．0�
55 タイキダイヤモンド 牡3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 464－121：47．3	 11．4�

11 エンセラダス 牡3黒鹿54 蛯名 正義嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺
トレーニングセンター 460－101：47．93� 66．1�

66 ブラウンアニマート 牡4黒鹿57 丸山 元気キャピタルクラブ 武藤 善則 日高 株式会社カ
ネツ牧場 488－ 21：48．64 25．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 27，747，800円 複勝： 31，930，100円 枠連： 10，769，000円
馬連： 45，652，400円 馬単： 25，208，200円 ワイド： 27，643，400円
3連複： 58，099，600円 3連単： 96，656，200円 計： 323，706，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 180円 � 180円 � 240円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 420円 �� 650円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 12，290円

票 数

単勝票数 計 277478 的中 � 46552（3番人気）
複勝票数 計 319301 的中 � 46949（3番人気）� 48293（2番人気）� 31889（5番人気）
枠連票数 計 107690 的中 （6－7） 16513（3番人気）
馬連票数 計 456524 的中 �� 33595（3番人気）
馬単票数 計 252082 的中 �� 8389（8番人気）
ワイド票数 計 276434 的中 �� 17323（3番人気）�� 10565（8番人気）�� 12952（6番人気）
3連複票数 計 580996 的中 ��� 19675（6番人気）
3連単票数 計 966562 的中 ��� 5699（36番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―12．7―12．9―12．5―12．1―11．9―12．0―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―31．1―44．0―56．5―1：08．6―1：20．5―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バニーテール �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．7．31 札幌2着

2014．4．25生 牝3芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 7戦2勝 賞金 20，050，000円

23010 7月29日 曇 良 （29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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．7
1：27．7

良
良

11 ド ゥ ー カ 牡4栗 57 藤岡 佑介 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 490＋ 81：27．4レコード 4．7�

34 サフランハート 牡4鹿 57 福永 祐一海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 448－10 〃 クビ 2．9�
33 � キタアルプス 牡3栗 54 井上 幹太�橋 一美氏 山中 静治 様似 様似堀牧場 454＋ 21：27．71	 123．6�

（北海道） （北海道）

45 
 アーチキング �4鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift
Farm, LLC 506－241：27．91	 5．9	

58 � ビッグランチ 牡4栗 57 勝浦 正樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 462± 0 〃 アタマ 114．9

57 ジ ョ イ フ ル 牡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 506± 0 〃 ハナ 78．7�
610 カープストリーマー 牡4栗 57 K．ティータン �キャロットファーム 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 510－121：28．32	 8．0�

（香港）

813 アルチレイロ 牡3青鹿54 柴山 雄一髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 458± 01：28．51 27．5
814 フクノクオリア �3黒鹿54 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 新ひだか 山際牧場 490－ 81：28．6クビ 79．0�
712 プリンシパルスター �4青鹿57 池添 謙一 �シルクレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 428－10 〃 アタマ 88．8�
69 シ グ ル ー ン 牝3栗 52 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 458＋20 〃 クビ 10．5�
22 ポップシンガー 牝3鹿 52 丹内 祐次村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 448－101：28．8� 12．2�
46 スリーデーモン 牡7青鹿57 黛 弘人永井商事� 柄崎 孝 平取 びらとり牧場 B530－ 21：30．39 299．3�
711 シンシアズブレス 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 486± 0 （競走中止） 6．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，570，100円 複勝： 40，175，700円 枠連： 15，632，900円
馬連： 71，263，200円 馬単： 33，777，800円 ワイド： 38，464，800円
3連複： 90，853，900円 3連単： 131，777，200円 計： 452，515，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 140円 � 1，890円 枠 連（1－3） 670円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 300円 �� 4，350円 �� 3，500円

3 連 複 ��� 14，590円 3 連 単 ��� 53，460円

票 数

単勝票数 計 305701 的中 � 51161（2番人気）
複勝票数 計 401757 的中 � 71284（2番人気）� 90500（1番人気）� 3468（13番人気）
枠連票数 計 156329 的中 （1－3） 17871（1番人気）
馬連票数 計 712632 的中 �� 81372（1番人気）
馬単票数 計 337778 的中 �� 17202（3番人気）
ワイド票数 計 384648 的中 �� 38607（1番人気）�� 2060（35番人気）�� 2572（32番人気）
3連複票数 計 908539 的中 ��� 4668（43番人気）
3連単票数 計1317772 的中 ��� 1787（179番人気）

ハロンタイム 6．5―11．3―11．1―11．4―11．5―11．6―11．9―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．5―17．8―28．9―40．3―51．8―1：03．4―1：15．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ド ゥ ー カ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 スピニングワールド デビュー 2015．8．16 小倉2着

2013．4．12生 牡4栗 母 シェリーバレンシア 母母 マ ル ケ ッ タ 16戦3勝 賞金 41，945，000円
〔競走中止〕 シンシアズブレス号は，発走合図直後，騎手が発馬機の一部をつかみバランスをくずして落馬したため競走中止。
〔制裁〕 シンシアズブレス号の騎手菱田裕二は，発馬機内での御法（発馬機の一部をつかみバランスをくずして落馬した）について

過怠金30，000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 エアオブザドラゴン号・ピコット号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



23011 7月29日 曇 良 （29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，28．7．30以降29．7．23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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

66 ハッピーユニバンス 牝5黒鹿52 蛯名 正義亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 466－101：46．1 28．8�
22 テ オ ド ー ル 牡4鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 538－ 61：46．31 1．7�
44 サトノアリシア 牝3鹿 51 池添 謙一里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 478－ 41：46．4� 9．3�
11 ゲ ッ カ コ ウ 牝4黒鹿53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新ひだか 斉藤スタッド 464± 01：46．61� 10．8�
77 ジョルジュサンク 牡4栗 56 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE 	島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 516± 0 〃 ハナ 7．3	
810
 ダイヤモンドダンス 牡8鹿 53 勝浦 正樹坪野谷和平氏 勢司 和浩 むかわ 片山 幹雄 496－141：46．7クビ 149．6

89 ベ ル ニ ー ニ 牡8鹿 54 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466± 01：47．12� 129．2�
55 メイクアップ 牡6栗 54 柴山 雄一岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 478－10 〃 ハナ 27．1�
33 ペガサスボス 牡5黒鹿55 福永 祐一�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 508－221：47．2� 11．6
78 ヒーズインラブ 牡4鹿 57 藤岡 康太 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 524＋ 41：48．810 5．3�

（10頭）

売 得 金
単勝： 60，652，000円 複勝： 79，210，500円 枠連： 26，372，100円
馬連： 147，834，300円 馬単： 76，106，800円 ワイド： 77，786，500円
3連複： 208，325，500円 3連単： 393，426，500円 計： 1，069，714，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，880円 複 勝 � 390円 � 110円 � 220円 枠 連（2－6） 2，720円

馬 連 �� 2，490円 馬 単 �� 7，810円

ワ イ ド �� 910円 �� 2，240円 �� 360円

3 連 複 ��� 5，140円 3 連 単 ��� 56，780円

票 数

単勝票数 計 606520 的中 � 16831（8番人気）
複勝票数 計 792105 的中 � 31304（8番人気）� 320721（1番人気）� 67947（4番人気）
枠連票数 計 263721 的中 （2－6） 7510（10番人気）
馬連票数 計1478343 的中 �� 45975（8番人気）
馬単票数 計 761068 的中 �� 7306（29番人気）
ワイド票数 計 777865 的中 �� 21174（12番人気）�� 8191（26番人気）�� 62438（3番人気）
3連複票数 計2083255 的中 ��� 30354（21番人気）
3連単票数 計3934265 的中 ��� 5023（177番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―11．3―11．2―11．4―11．7―12．1―12．3―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―23．5―34．8―46．0―57．4―1：09．1―1：21．2―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F37．0
1
3
2－4（5，8）7（1，6）－10，9，3
2＝4－8（5，7）6，1－10，9－3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハッピーユニバンス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．11．9 京都8着

2012．3．11生 牝5黒鹿 母 アドマイヤセラヴィ 母母 フランクアーギュメント 18戦5勝 賞金 60，573，000円

23012 7月29日 曇 良 （29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 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

55 ステイパーシスト 牡4黒鹿57 C．ルメール 吉田 照哉氏 尾関 知人 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 426－ 42：40．3 2．1�

33 � リ ッ ジ マ ン 牡4鹿 57 蛯名 正義�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 442－102：40．72	 9．1�
22 ウインヴォラーレ 牡4黒鹿57 丹内 祐次�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 470＋162：41．02 4．7�
66 アグリッパーバイオ 牡6黒鹿57 K．ティータン バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448－102：41．1
 4．9�

（香港）

88 � エリモジパング 牡7青鹿57 坂井 瑠星山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 466－ 82：41．42 153．8	
11 ダノンアローダ 牡4鹿 57 藤岡 康太�ダノックス 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 536＋ 62：41．82	 5．6

77 エムオーグリッタ 牡3鹿 54 勝浦 正樹大浅 貢氏 古賀 慎明 安平 �橋本牧場 484－ 82：42．65 15．6�
44 ランドオザリール 牡6鹿 57 国分 恭介 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 520－ 82：42．7	 94．3�
（8頭）

売 得 金
単勝： 39，971，500円 複勝： 38，911，900円 枠連： 発売なし
馬連： 72，753，000円 馬単： 40，420，200円 ワイド： 35，385，000円
3連複： 78，647，100円 3連単： 198，330，600円 計： 504，419，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 170円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 340円 �� 230円 �� 490円

3 連 複 ��� 890円 3 連 単 ��� 3，710円

票 数

単勝票数 計 399715 的中 � 151043（1番人気）
複勝票数 計 389119 的中 � 146801（1番人気）� 38850（5番人気）� 58543（3番人気）
馬連票数 計 727530 的中 �� 71760（4番人気）
馬単票数 計 404202 的中 �� 26374（5番人気）
ワイド票数 計 353850 的中 �� 25624（5番人気）�� 44743（2番人気）�� 16446（8番人気）
3連複票数 計 786471 的中 ��� 65866（4番人気）
3連単票数 計1983306 的中 ��� 38698（10番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―11．7―12．9―13．6―13．1―13．3―12．6―12．0―11．3―11．8―11．7―12．1

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�
12．8―24．2―35．9―48．8―1：02．4―1：15．5―1：28．8―1：41．4―1：53．4―2：04．7―2：16．5―2：28．2

コーナー
通過順位

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

2
�
1－（2，7）6，3，4（8，5）
1（2，7，4，6，5）3，8

勝馬の
紹 介

ステイパーシスト 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2015．10．11 東京6着

2013．5．20生 牡4黒鹿 母 ロマンシエール 母母 オグリローマン 11戦4勝 賞金 58，008，000円
〔制裁〕 ウインヴォラーレ号の騎手丹内祐次は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・4番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（29札幌1）第1日 7月29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 137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
厩務員出走奨励金

187，070，000円
7，590，000円
14，080，000円
1，140，000円
19，990，000円
55，384，000円
3，562，000円
1，315，200円

勝馬投票券売得金
329，798，400円
466，481，500円
107，284，700円
601，344，000円
337，195，700円
359，093，300円
797，983，900円
1，404，663，400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 4，403，844，900円

総入場人員 12，963名 （有料入場人員 11，682名）
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