
23061 8月13日 曇 稍重 （29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

33 ト ラ ン プ 牡2鹿 54 三浦 皇成大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 432－ 21：11．1 10．7�
66 ノーモアサイレンス 牝2青鹿 54

51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 414－ 41：11．2� 4．1�
22 ミトノアミーゴ 牡2栗 54 幸 英明ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト

クラブ 440± 0 〃 クビ 53．6�
44 ティーカラット 牡2黒鹿54 国分 恭介深見 富朗氏 池添 兼雄 日高 戸川牧場 478－ 41：11．3クビ 5．7�
11 タイセイアベニール 牡2鹿 54 菱田 裕二田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 454＋ 81：11．51� 2．4�
89 クイーンディアス 牝2鹿 54 黛 弘人加藤 義久氏 黒岩 陽一 新ひだか カタオカフアーム 426－121：11．81	 17．7�
88 デ ル マ ラ ム 牝2栗 54 丸山 元気浅沼 廣幸氏 田島 俊明 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430－ 41：12．22� 67．6	
77 ハッシュレート 牡2黒鹿54 石川 倭田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 千葉飯田牧場 466－ 41：12．41� 116．7


（北海道）

55 ニシノオトコマサリ 牝2青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 404－ 21：12．5クビ 5．6�
（9頭）

売 得 金
単勝： 18，528，900円 複勝： 26，234，100円 枠連： 4，794，200円
馬連： 28，521，800円 馬単： 18，855，200円 ワイド： 19，092，300円
3連複： 39，504，900円 3連単： 76，424，500円 計： 231，955，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 300円 � 210円 � 1，120円 枠 連（3－6） 2，790円

馬 連 �� 2，120円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 710円 �� 3，000円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 24，620円 3 連 単 ��� 120，190円

票 数

単勝票数 計 185289 的中 � 14620（5番人気）
複勝票数 計 262341 的中 � 23100（5番人気）� 39547（4番人気）� 4949（7番人気）
枠連票数 計 47942 的中 （3－6） 1329（12番人気）
馬連票数 計 285218 的中 �� 10410（9番人気）
馬単票数 計 188552 的中 �� 2846（21番人気）
ワイド票数 計 190923 的中 �� 7333（9番人気）�� 1589（20番人気）�� 1646（19番人気）
3連複票数 計 395049 的中 ��� 1203（42番人気）
3連単票数 計 764245 的中 ��� 461（205番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．5―11．7―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．0―46．7―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ト ラ ン プ �

父 ショウナンカンプ �


母父 ダンシングブレーヴ デビュー 2017．7．8 函館7着

2015．3．13生 牡2鹿 母 アマビリータ 母母 プライムステージ 3戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ノーモアサイレンス号の騎手横山武史は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
※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。

23062 8月13日 曇 重 （29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 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

57 ステイオンザトップ 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460± 01：43．9 2．8�
58 ガクチカキッズ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 456－101：44．11� 26．3�
45 ニシノマッハ 牡3鹿 56 丸山 元気西山 茂行氏 中舘 英二 新冠 村上 欽哉 460± 01：44．95 9．7�
610 タガノビッググッド 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋ 21：45．32� 28．2�
33 タイムレスタイム 牝3鹿 54 丹内 祐次栗坂 崇氏 和田 雄二 千歳 社台ファーム 472－ 21：45．4� 190．4�
813 ヘ イ ポ ー ラ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也稲川 一氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 490－141：46．14 6．5	
712 メイショウスイグン 牡3鹿 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 460－ 2 〃 アタマ 4．7

46 キタノリツメイ 牝3栗 54

53 ☆井上 敏樹�ミルファーム 萱野 浩二 浦河 ミルファーム 426－ 41：46．2クビ 192．2�
11 エアブライス 牝3栗 54 四位 洋文 �ラッキーフィールド池添 学 安平 ノーザンファーム 438－ 21：46．83� 11．3
22 キ ュ ン メ ル 牝3栗 54 三浦 皇成 �キャロットファーム 上原 博之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B450＋ 81：47．43� 5．4�
34 リ ア ン ノ ン 牝3栗 54 幸 英明森田 藤治氏 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 390－ 61：47．5クビ 53．9�
69 ヒルノコートドール 牝3青鹿54 松田 大作�ヒルノ 北出 成人 新ひだか 小河 豊水 436＋ 21：47．6� 211．9�
814 ナリタアマリリス 牝3黒鹿54 藤岡 康太�オースミ 松元 茂樹 浦河 �川 啓一 426± 01：49．210 19．1�
711 ムードメーカー 牡3黒鹿56 横山 和生 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 564＋ 21：49．41� 98．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，376，900円 複勝： 23，521，800円 枠連： 6，658，300円
馬連： 31，907，700円 馬単： 15，177，100円 ワイド： 20，672，300円
3連複： 42，537，100円 3連単： 53，457，000円 計： 211，308，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 160円 � 550円 � 260円 枠 連（5－5） 4，160円

馬 連 �� 4，520円 馬 単 �� 6，170円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 720円 �� 1，740円

3 連 複 ��� 8，870円 3 連 単 ��� 44，800円

票 数

単勝票数 計 173769 的中 � 47937（1番人気）
複勝票数 計 235218 的中 � 48784（1番人気）� 8678（9番人気）� 22391（5番人気）
枠連票数 計 66583 的中 （5－5） 1240（16番人気）
馬連票数 計 319077 的中 �� 5466（17番人気）
馬単票数 計 151771 的中 �� 1844（26番人気）
ワイド票数 計 206723 的中 �� 3414（20番人気）�� 7719（7番人気）�� 2991（24番人気）
3連複票数 計 425371 的中 ��� 3593（37番人気）
3連単票数 計 534570 的中 ��� 865（172番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．1―42．5―54．8―1：07．1―1：19．5―1：31．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8
1
3
14（8，13）3，9，10（5，7）6－（4，12）－1（2，11）・（14，8，13，7）3（9，10）5，12（4，6）1，2＝11

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

勝馬の
紹 介

ステイオンザトップ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Singspiel デビュー 2016．11．13 京都3着

2014．3．7生 牡3栗 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 7戦1勝 賞金 9，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナリタアマリリス号・ムードメーカー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年9月

13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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 トウケイホクト号

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13日 曇 稍重 （29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）

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
1：07．5
1：06．5

良
良

611 ユトリチャン 牝3鹿 54
51 ▲横山 武史田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 416＋ 81：10．2 7．6�

816 ダーリンガール 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �シルクレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 458－ 21：10．41 8．5�
23 ブラウンローズ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 446－ 21：10．61� 2．0�
612 ファヴォーラ 牝3栗 54 岩田 康誠寺田 寿男氏 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 460＋ 61：10．7� 12．1�
11 アドマイヤホルン 牝3栗 54 四位 洋文近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 396－ 4 〃 クビ 15．0�
24 マルムーティエ 牝3鹿 54 幸 英明 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 474＋161：10．91� 24．2	
12 メイショウワンモア 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 456＋ 21：11．11� 33．1

35 モズシャティン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也 �キャピタル・システム 牧田 和弥 新ひだか タイヘイ牧場 472＋121：11．31� 163．8�
510 フ リ ッ カ 牝3栗 54

53 ☆城戸 義政門野 重雄氏 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 438± 01：11．4クビ 17．6
815 ア モ ー レ 牝3鹿 54 横山 和生大塚 亮一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム B434－ 61：11．5� 206．8�
59 ブルージェイ 牝3青鹿54 藤岡 佑介�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 440－ 2 〃 ハナ 114．5�
48 ア ギ シ ャ ン 牝3鹿 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム 440＋161：11．6クビ 42．4�
713 ヴァンヴィーノ 牝3鹿 54 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 牧田 和弥 洞�湖 レイクヴィラファーム B476± 0 〃 クビ 269．4�
36 ミスティクィーン 牝3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星阿部東亜子氏 斉藤 崇史 浦河 山田 昇史 406＋281：11．91� 61．9�
47 ヴェンチュラガール 牝3黒鹿54 C．ルメール 武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 438＋181：12．0� 13．7�
714 イノセントデイズ 牝3鹿 54 荻野 琢真 �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 444 ―1：12．21� 9．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，265，900円 複勝： 46，246，600円 枠連： 9，650，400円
馬連： 38，296，800円 馬単： 21，976，900円 ワイド： 27，325，200円
3連複： 54，622，500円 3連単： 76，240，700円 計： 296，625，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 760円 複 勝 � 180円 � 190円 � 110円 枠 連（6－8） 1，750円

馬 連 �� 3，390円 馬 単 �� 7，060円

ワ イ ド �� 760円 �� 250円 �� 320円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 17，750円

票 数

単勝票数 計 222659 的中 � 23308（2番人気）
複勝票数 計 462466 的中 � 36799（2番人気）� 33169（3番人気）� 247161（1番人気）
枠連票数 計 96504 的中 （6－8） 4251（7番人気）
馬連票数 計 382968 的中 �� 8751（10番人気）
馬単票数 計 219769 的中 �� 2333（19番人気）
ワイド票数 計 273252 的中 �� 7928（8番人気）�� 30857（1番人気）�� 22354（2番人気）
3連複票数 計 546225 的中 ��� 23310（1番人気）
3連単票数 計 762407 的中 ��� 3113（49番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．3―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．5―46．3―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．7
3 11，16（3，12，15）（2，5，10）9（1，4）－7（6，13）8－14 4 11，16（3，12）15（2，5，10）（1，9）4，7（6，13）8－14

勝馬の
紹 介

ユトリチャン �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2016．10．1 中山4着

2014．4．9生 牝3鹿 母 エプソムメサイア 母母 ゴーイングトゥーイクストリームス 9戦1勝 賞金 10，100，000円
〔発走状況〕 アギシャン号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 ユトリチャン号の騎手横山武史は，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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 フォレストクイーン号
（非抽選馬） 3頭 クリュティエ号・サンマルペンダント号・パッションチカ号

23064 8月13日 曇 稍重 （29札幌1）第6日 第4競走 ��
��1，500�サラブレッド系3歳

発走11時20分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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
1：27．4
1：27．4

良
良

711� ソニックアロー 牡3栗 56 岩田 康誠大野 照旺氏 浜田多実雄 米
Machmer Hall,
Carrie Brogden
& Craig Brogden

524－ 61：31．1 8．0�
712 アイアムビューティ 牝3鹿 54 四位 洋文堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 436± 01：31．31� 5．1�
813 サウンドラブリー 牝3芦 54 藤岡 康太増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 438－ 2 〃 ハナ 4．9�
46 オーロラエンブレム 牝3鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 426± 01：31．62 2．3�
814 プ ン メ リ ン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞	湖 レイクヴィラファーム 452－ 8 〃 ハナ 56．4	
22 メイショウランポ 牡3栗 56 小林 徹弥松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 462－ 21：31．91
 48．8

57 トーヨーピース 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星中嶋 宏氏 西園 正都 新ひだか 千代田牧場 454－121：32．0� 7．1�
33 テ ィ ラ ー ル 牝3鹿 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新冠 アラキフアーム 448－ 21：32．1� 62．1�
45 テイエムキャラバン 牡3黒鹿56 国分 恭介竹園 正繼氏 五十嵐忠男 浦河 大北牧場 B484± 0 〃 クビ 223．9
610 ブライトンピア 牡3栗 56 三浦 皇成浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 446＋ 11：32．31 27．4�
69 ルーチェミラコロ 牡3黒鹿56 丸山 元気 �グリーンファーム伊藤 大士 浦河 有限会社

吉田ファーム B452－ 2 〃 ハナ 48．3�
58 ナリタクローネ 牡3鹿 56

55 ☆城戸 義政�オースミ 宮本 博 新ひだか 岡田牧場 456－16 〃 クビ 80．7�
34 タイセイサルート 牝3青鹿54 勝浦 正樹田中 成奉氏 二ノ宮敬宇 日高 千葉飯田牧場 454－10 〃 アタマ 49．5�
11 ロードコランダム 牡3黒鹿56 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 81：33．04 59．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 23，175，800円 複勝： 25，504，700円 枠連： 8，971，500円
馬連： 39，147，900円 馬単： 20，896，100円 ワイド： 23，604，400円
3連複： 52，173，700円 3連単： 74，174，700円 計： 267，648，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 200円 � 170円 � 180円 枠 連（7－7） 2，380円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 650円 �� 550円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，500円 3 連 単 ��� 18，180円

票 数

単勝票数 計 231758 的中 � 22994（5番人気）
複勝票数 計 255047 的中 � 30708（4番人気）� 40814（2番人気）� 37228（3番人気）
枠連票数 計 89715 的中 （7－7） 2917（7番人気）
馬連票数 計 391479 的中 �� 14033（8番人気）
馬単票数 計 208961 的中 �� 3496（17番人気）
ワイド票数 計 236044 的中 �� 9095（8番人気）�� 11082（6番人気）�� 12876（5番人気）
3連複票数 計 521737 的中 ��� 15625（6番人気）
3連単票数 計 741747 的中 ��� 2957（54番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．5―30．1―42．7―55．4―1：07．5―1：19．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F35．7

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

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

�ソニックアロー �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 Old Trieste デビュー 2016．9．4 小倉2着

2014．3．17生 牡3栗 母 Hitch Village 母母 Bouche Bee 8戦1勝 賞金 10，300，000円
〔発走状況〕 オーロラエンブレム号は，枠内駐立不良〔突進〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 スペランツァ号・ハクシュカッサイ号・ブライトエピローグ号



23065 8月13日 曇 稍重 （29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

79 フラットレー 牡2青鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 478 ―1：52．3 1．4�
78 � マ ツ カ ゼ 牡2黒鹿54 幸 英明ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Barron-

stown Stud 498 ―1：52．72� 8．9�
33 ラティーノヒート 牡2鹿 54 三浦 皇成前田 晋二氏 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 502 ―1：53．33� 23．6�
55 チ ェ ル ヴ ァ 牝2鹿 54 四位 洋文窪田 芳郎氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 462 ― 〃 アタマ 6．0�
67 レインボーナンバー 牡2黒鹿54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 454 ―1：53．4� 23．1	
22 ルビーロマン 牡2鹿 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 蛯名 利弘 浦河 中神牧場 484 ―1：53．93 200．2

810 アドマイヤツルギ 牡2栗 54 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 456 ―1：54．0クビ 11．4�
66 ペイシャスター 牝2黒鹿54 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 飯岡牧場 478 ―1：54．42� 65．4�
44 ブラックイメル 牝2黒鹿 54

51 ▲横山 武史杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 460 ―1：54．5クビ 81．1
11 デルマサイドカー 牡2鹿 54

53 ☆木幡 初也浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 浦新 徳司 414 ―1：55．56 172．2�
811 クロックムッシュ 牡2鹿 54 岩田 康誠青芝商事� 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 460 ― （競走中止） 26．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，851，600円 複勝： 79，590，100円 枠連： 8，160，500円
馬連： 35，816，200円 馬単： 28，699，400円 ワイド： 23，876，600円
3連複： 45，211，900円 3連単： 94，156，700円 計： 351，363，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 190円 � 300円 枠 連（7－7） 680円

馬 連 �� 700円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 310円 �� 620円 �� 1，570円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 7，920円

票 数

単勝票数 計 358516 的中 � 199890（1番人気）
複勝票数 計 795901 的中 � 604930（1番人気）� 32047（4番人気）� 16838（6番人気）
枠連票数 計 81605 的中 （7－7） 9246（3番人気）
馬連票数 計 358162 的中 �� 39235（3番人気）
馬単票数 計 286994 的中 �� 23693（4番人気）
ワイド票数 計 238766 的中 �� 22059（3番人気）�� 9627（7番人気）�� 3502（18番人気）
3連複票数 計 452119 的中 ��� 10327（12番人気）
3連単票数 計 941567 的中 ��� 8619（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．3―36．6―49．4―1：02．9―1：15．7―1：28．1―1：40．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

フラットレー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Halling 初出走

2015．4．8生 牡2青鹿 母 リッチダンサー 母母 Fairy Flight 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 クロックムッシュ号は，競走中に異常歩様となったため向正面で競走中止。
〔調教再審査〕 クロックムッシュ号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※チェルヴァ号・ブラックイメル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23066 8月13日 曇 重 （29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

710 トルシュローズ 牝4栗 55 古川 吉洋�大島牧場 高橋 亮 浦河 大島牧場 456－ 6 57．8 2．3�
33 ブ ラ ン シ ュ 牝3青鹿 52

49 ▲横山 武史�Basic 根本 康広 平取 協栄組合 426＋ 6 58．01� 37．3�
68 モズワッショイ 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 410－ 4 〃 クビ 6．6�
22 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 458＋ 8 58．42� 14．6�
44 � タイキレガトゥス 牡5栗 57 藤岡 佑介�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B492－ 2 58．61 21．5	
56 クリノレオノール 牝3鹿 52

51 ☆城戸 義政栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 436＋ 2 〃 ハナ 5．1

55 ジ ュ ン ゲ ル 	4鹿 57 国分 恭介幅田 昌伸氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 448－ 2 58．7
 16．4�
11 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± 0 58．8クビ 10．6�
79 メイショウハバネラ 牝3栗 52

51 ☆木幡 初也松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 430－14 〃 クビ 11．3
812 ボストンビリーヴ 牝7栗 55

54 ☆坂井 瑠星ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 476± 0 59．22� 24．3�
811 バングルバングル 牡3栗 54 丹内 祐次手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 492± 0 59．83� 20．4�

（11頭）
67 シゲルサケガシラ 牡4鹿 57 黛 弘人森中 蕃氏 伊藤 圭三 新冠 パカパカ

ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 18，732，600円 複勝： 25，566，800円 枠連： 8，561，500円
馬連： 32，004，000円 馬単： 17，915，700円 ワイド： 21，130，900円
3連複： 45，726，700円 3連単： 65，887，100円 計： 235，525，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 120円 � 630円 � 200円 枠 連（3－7） 4，130円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 6，160円

ワ イ ド �� 1，460円 �� 350円 �� 4，010円

3 連 複 ��� 10，460円 3 連 単 ��� 48，990円

票 数

単勝票数 差引計 187326（返還計 518） 的中 � 64672（1番人気）
複勝票数 差引計 255668（返還計 655） 的中 � 85490（1番人気）� 6426（11番人気）� 29026（3番人気）
枠連票数 差引計 85615（返還計 53） 的中 （3－7） 1606（13番人気）
馬連票数 差引計 320040（返還計 2630） 的中 �� 5537（16番人気）
馬単票数 差引計 179157（返還計 1885） 的中 �� 2181（20番人気）
ワイド票数 差引計 211309（返還計 1853） 的中 �� 3524（18番人気）�� 17695（2番人気）�� 1240（48番人気）
3連複票数 差引計 457267（返還計 5909） 的中 ��� 3277（39番人気）
3連単票数 差引計 658871（返還計 7157） 的中 ��� 975（164番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．2―11．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．6―34．8―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トルシュローズ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ロックオブジブラルタル デビュー 2016．1．23 京都13着

2013．3．13生 牝4栗 母 ガリカローズ 母母 カイロローズ 16戦2勝 賞金 30，870，000円
〔出走取消〕 シゲルサケガシラ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔制裁〕 シゲルサケガシラ号の調教師伊藤圭三は，業務上の注意義務を怠った（出走取消手続前に開業獣医師による治療を受け

た）ことについて過怠金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 ジーニアイ号・ラファーガ号



23067 8月13日 曇 重 （29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

22 ランドハイパワー 牡4鹿 57 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 494－ 61：42．7 21．2�
57 ネイビーブルー 牡4鹿 57 岩田 康誠青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 494－ 81：42．91 4．9�
58 � ストロボスコープ 牡3鹿 54 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 米

Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

476－ 41：43．22 5．1�
46 アストロノーティカ 牡3鹿 54 四位 洋文 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 494－ 6 〃 ハナ 8．8�
45 キングラディウス 牡4栗 57 三浦 皇成菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B460－14 〃 ハナ 15．4�
813 アシャカリブラ 牡3黒鹿54 丸山 元気吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B508± 01：44．26 20．5	
34 ハッピーロード 	6栗 57

56 ☆井上 敏樹豊田 一致氏 小崎 憲 新冠 松本 信行 B492－ 8 〃 クビ 128．9

814� ラグプリンセス 牝3鹿 52 勝浦 正樹吉田 和子氏 金成 貴史 米 Northwest

Farms LLC 478－ 41：44．73 11．8�
712
 アルピニスト 牡6鹿 57 黛 弘人吉澤 克己氏 藤原 辰雄 安平 ノーザンファーム 474－12 〃 クビ 90．1�
11 オトコギマサムネ 牡6鹿 57 藤岡 康太塩澤 正樹氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B500± 01：44．91� 61．8
33 レジメンタル 牡5栗 57 幸 英明�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 440－ 21：45．11 45．2�
711 ウインランブル 牡4鹿 57 丹内 祐次�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 466－ 6 〃 クビ 64．5�
69 ロバストミノル 牡4栗 57

56 ☆坂井 瑠星吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 岡田牧場 496－ 81：45．31 4．4�
610
 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 438－ 21：48．8大差 5．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，988，000円 複勝： 31，859，400円 枠連： 13，154，000円
馬連： 42，500，700円 馬単： 21，424，800円 ワイド： 26，244，600円
3連複： 56，901，100円 3連単： 72，593，800円 計： 286，666，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 400円 � 180円 � 200円 枠 連（2－5） 2，620円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 10，710円

ワ イ ド �� 1，380円 �� 2，380円 �� 620円

3 連 複 ��� 9，860円 3 連 単 ��� 88，150円

票 数

単勝票数 計 219880 的中 � 8279（9番人気）
複勝票数 計 318594 的中 � 16682（7番人気）� 54267（1番人気）� 42198（4番人気）
枠連票数 計 131540 的中 （2－5） 3888（10番人気）
馬連票数 計 425007 的中 �� 7045（21番人気）
馬単票数 計 214248 的中 �� 1499（47番人気）
ワイド票数 計 262446 的中 �� 4806（20番人気）�� 2720（30番人気）�� 11536（6番人気）
3連複票数 計 569011 的中 ��� 4326（38番人気）
3連単票数 計 725938 的中 ��� 597（299番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―11．5―11．8―12．2―12．5―12．4―12．1―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．5―41．3―53．5―1：06．0―1：18．4―1：30．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．7
1
3
10，2，13（5，6）（7，9）（3，4，8）1（14，11）12・（10，2）－（13，6）（5，7）9（3，4）8（1，11）14，12

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ランドハイパワー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2015．8．2 小倉3着

2013．2．16生 牡4鹿 母 ホーマンキュート 母母 ホーマンレッド 14戦2勝 賞金 17，800，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔その他〕 ヒルノサルバドール号は，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。

23068 8月13日 曇 稍重 （29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
1：27．4
1：27．4

良
良

22 デ リ ス モ ア 牝3鹿 52 四位 洋文 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 474＋101：29．9 4．7�
33 シンシアズブレス 牝4黒鹿55 松田 大作 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：30．43 6．5�
57 カンバンムスメ 牝3黒鹿 52

51 ☆井上 敏樹北所 直人氏 松永 康利 浦河 大西ファーム 428－101：30．5� 33．0�
813 ジェイケイオジョウ 牝3鹿 52 国分 恭介小谷野次郎氏 堀井 雅広 日高 浜本牧場 460＋101：30．6� 28．0�
58 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 460＋ 2 〃 アタマ 8．1�
45 デルマコイウタ 牝3鹿 52 幸 英明浅沼 廣幸氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 450＋14 〃 ハナ 10．7	
46 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 440＋ 21：30．81� 17．0�
610 ペルルクロシュ 牝4黒鹿55 三浦 皇成ディアレストクラブ
 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 438－ 81：30．9クビ 15．9�
814 オンリゲットベター 牝3青鹿52 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 402＋12 〃 ハナ 106．9
34 スリーランディア 牝3鹿 52 岩田 康誠永井商事
 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 414－ 8 〃 ハナ 2．7�
69 ウインシトリン 牝3黒鹿 52

51 ☆木幡 初也
ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 440－101：31．11� 114．0�
11 ジュアンマリエ 牝4栗 55

52 ▲横山 武史 
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 B442－ 4 〃 クビ 26．5�

712 ウインペイザージュ 牝3鹿 52 菱田 裕二
ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 458＋161：31．2� 18．9�
711 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 414＋ 21：32．05 122．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，001，700円 複勝： 30，728，700円 枠連： 10，499，800円
馬連： 41，476，400円 馬単： 19，565，300円 ワイド： 26，574，000円
3連複： 54，956，600円 3連単： 73，969，000円 計： 281，771，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 200円 � 270円 � 700円 枠 連（2－3） 410円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 3，550円

ワ イ ド �� 720円 �� 3，440円 �� 3，970円

3 連 複 ��� 24，340円 3 連 単 ��� 100，800円

票 数

単勝票数 計 240017 的中 � 40505（2番人気）
複勝票数 計 307287 的中 � 48151（2番人気）� 29996（3番人気）� 9384（11番人気）
枠連票数 計 104998 的中 （2－3） 19499（1番人気）
馬連票数 計 414764 的中 �� 18001（6番人気）
馬単票数 計 195653 的中 �� 4123（9番人気）
ワイド票数 計 265740 的中 �� 10104（5番人気）�� 1934（41番人気）�� 1670（46番人気）
3連複票数 計 549566 的中 ��� 1693（78番人気）
3連単票数 計 739690 的中 ��� 532（340番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―18．3―30．1―42．1―54．1―1：06．0―1：17．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

デ リ ス モ ア �
�
父 ワークフォース �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2016．9．10 阪神2着

2014．5．20生 牝3鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 6戦2勝 賞金 19，350，000円
〔発走状況〕 シンシアズブレス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔制裁〕 ジュアンマリエ号の騎手横山武史は，2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）
〔その他〕 デルマコイウタ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 デルマコイウタ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年10月13日まで出走できない。



23069 8月13日 曇 稍重 （29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

711 テリトーリアル 牡3栗 54 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468－101：50．2 4．8�

57 � ウ ェ イ ト 牡4黒鹿57 黛 弘人 �コスモヴューファーム 青木 孝文 平取 協栄組合 504－ 41：50．73 52．8�
610 グレンマクナス 牡3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 498－121：50．8クビ 2．3�
712 ナンヨープルートー 牡3鹿 54 幸 英明中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 504± 01：51．01� 6．8�
22 ロードスター 牡4栗 57 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 486－ 81：51．1� 3．6�
45 ウインドオブホープ 	4栗 57

56 ☆木幡 初也�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 520－12 〃 クビ 248．2	
813 ティアドーロ 牝3芦 52 勝浦 正樹 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 472＋ 61：51．2クビ 56．3�
46 モンテエベレスト 	7青鹿 57

56 ☆井上 敏樹毛利 喜昭氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 478－121：51．51
 20．5�
814 セルバンテス 牡6黒鹿57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム B436± 01：51．6
 19．5
69 � ウイングエンペラー 牡4栗 57 小林 徹弥池田 實氏 目野 哲也 新冠 村上 欽哉 474－ 41：51．91
 196．8�
11 リボンナイト 牡3鹿 54 石川 倭田頭 勇貴氏 石毛 善彦 新冠 ハクツ牧場 422－121：52．0
 349．2�

（北海道）

34 アルチレイロ 牡3青鹿54 丸山 元気髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 452－ 61：52．1� 20．5�
58 ピ コ ッ ト 牝4栗 55 古川 吉洋ライオンレースホース
 石毛 善彦 日高 Shall Farm 430－ 4 〃 ハナ 334．3�
33 � ダディーズギフト 	6鹿 57 左海 誠二田所 英子氏 笹田 和秀 日高 天羽牧場 420－ 21：52．2
 293．9�

（船橋）

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，535，900円 複勝： 31，894，000円 枠連： 10，890，600円
馬連： 47，425，000円 馬単： 27，018，200円 ワイド： 28，056，300円
3連複： 60，579，800円 3連単： 109，093，800円 計： 340，493，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 680円 � 120円 枠 連（5－7） 5，650円

馬 連 �� 12，420円 馬 単 �� 21，600円

ワ イ ド �� 2，700円 �� 290円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 87，010円

票 数

単勝票数 計 255359 的中 � 42090（3番人気）
複勝票数 計 318940 的中 � 46623（3番人気）� 7506（9番人気）� 95882（1番人気）
枠連票数 計 108906 的中 （5－7） 1492（15番人気）
馬連票数 計 474250 的中 �� 2959（24番人気）
馬単票数 計 270182 的中 �� 938（44番人気）
ワイド票数 計 280563 的中 �� 2413（26番人気）�� 28615（2番人気）�� 4121（18番人気）
3連複票数 計 605798 的中 ��� 5243（28番人気）
3連単票数 計1090938 的中 ��� 909（202番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―37．6―50．3―1：02．8―1：14．7―1：26．6―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

テリトーリアル �
�
父 Teofilo �

�
母父 Street Cry デビュー 2016．11．12 京都3着

2014．2．26生 牡3栗 母 コンサヴァトワー 母母 Mezzo Soprano 7戦2勝 賞金 19，800，000円
※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。

23070 8月13日 曇 稍重 （29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

77 デ ィ ア ド ラ 牝3鹿 52 岩田 康誠森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466－122：02．1 3．5�
89 ラヴィエベール 牡4鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 496± 0 〃 クビ 1．7�
44 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 横山 和生西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 516－182：02．73� 26．9�
33 タンタグローリア 牝3鹿 52 丸山 元気�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 398－ 22：02．8クビ 5．8�
22 エニグマバリエート 牡5青鹿57 四位 洋文平井 裕氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 496＋ 2 〃 クビ 12．6	
810 バイナリーコード 牝5栗 55 藤岡 佑介 �社台レースホース野中 賢二 千歳 社台ファーム 478－ 2 〃 ハナ 43．2

66 タイセイアプローズ 牡5鹿 57 勝浦 正樹田中 成奉氏 宮本 博 日高 ナカノファーム 460－ 6 〃 アタマ 38．9�
55 アドマイヤメテオ 	6青鹿57 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 446－ 82：02．9クビ 34．2�
11 ダブルイーグル 牡9鹿 57 幸 英明田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 482－ 22：03．11� 136．3
78 コスモアルヘナ 牡5青鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 484－ 82：03．31
 45．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 39，601，400円 複勝： 68，271，300円 枠連： 13，612，300円
馬連： 73，296，800円 馬単： 50，934，300円 ワイド： 37，524，300円
3連複： 93，578，200円 3連単： 203，236，500円 計： 580，055，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 110円 � 270円 枠 連（7－8） 260円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 180円 �� 740円 �� 520円

3 連 複 ��� 1，300円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 396014 的中 � 88015（2番人気）
複勝票数 計 682713 的中 � 74691（2番人気）� 427600（1番人気）� 21754（5番人気）
枠連票数 計 136123 的中 （7－8） 40095（1番人気）
馬連票数 計 732968 的中 �� 187161（1番人気）
馬単票数 計 509343 的中 �� 54219（2番人気）
ワイド票数 計 375243 的中 �� 68805（1番人気）�� 10813（9番人気）�� 16102（6番人気）
3連複票数 計 935782 的中 ��� 53929（3番人気）
3連単票数 計2032365 的中 ��� 32737（12番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―12．3―12．7―12．8―12．2―12．1―11．7―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．7―37．0―49．7―1：02．5―1：14．7―1：26．8―1：38．5―1：50．1

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

デ ィ ア ド ラ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2016．7．2 中京2着

2014．4．4生 牝3鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 12戦3勝 賞金 72，155，000円



23071 8月13日 曇 重 （29札幌1）第6日 第11競走 ��
��1，700�第22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，28．8．13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，28．8．12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 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000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 ロンドンタウン 牡4鹿 57 岩田 康誠薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 510－141：40．9レコード 12．2�
34 テイエムジンソク 牡5芦 56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 日高 日高テイエム

牧場株式会社 496＋ 41：41．0� 1．5�
33 	 ドリームキラリ 牡5青 56 三浦 皇成ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck

Stables LLC B478± 0 〃 ハナ 38．3�
11 コスモカナディアン 牡4鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 日高 アイズスタッド株式会社 470－ 41：41．42� 16．8�
814 ショウナンアポロン 牡7鹿 56 横山 和生国本 哲秀氏 古賀 史生 洞
湖 メジロ牧場 504－ 41：41．5� 266．7	
46 リ ッ カ ル ド �6芦 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 490－ 4 〃 クビ 51．7

69 ピ オ ネ ロ 牡6鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム B494＋ 31：42．24 6．0�
45 � オ ヤ コ ダ カ 牡5芦 56 石川 倭森永 正志氏 米川 昇 新冠 森永 聡 542－121：42．3クビ 25．0�

（北海道） （北海道）

58 ラインハート 牝6鹿 54 丸山 元気大塚 亮一氏 上原 博之 平取 坂東牧場 468± 01：42．4 255．9
610 モンドクラッセ 牡6鹿 56 勝浦 正樹�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 520－121：42．71� 11．8�
813 メイショウスミトモ 牡6鹿 56 四位 洋文松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 476＋ 2 〃 ハナ 42．9�
711 クリノスターオー 牡7青 56 幸 英明栗本 守氏 高橋 義忠 日高 日西牧場 B538－ 71：43．23 12．2�
712 リーゼントロック 牡6黒鹿56 坂井 瑠星三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 518－ 41：43．3クビ 84．3�
57 � タマモホルン 牡6鹿 56 左海 誠二タマモ� 小久保 智 新ひだか 曾我 博 496－111：45．7大差 340．2�

（浦和） （船橋）

（14頭）

売 得 金
単勝： 127，968，600円 複勝： 210，177，800円 枠連： 66，913，300円
馬連： 365，115，600円 馬単： 192，669，700円 ワイド： 177，381，700円
3連複： 579，800，400円 3連単： 1，152，936，800円 計： 2，872，963，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 250円 � 110円 � 550円 枠 連（2－3） 850円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 410円 �� 3，570円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 7，760円 3 連 単 ��� 63，650円

票 数

単勝票数 計1279686 的中 � 83677（4番人気）
複勝票数 計2101778 的中 � 109414（4番人気）� 1235112（1番人気）� 40433（9番人気）
枠連票数 計 669133 的中 （2－3） 60743（3番人気）
馬連票数 計3651156 的中 �� 332609（4番人気）
馬単票数 計1926697 的中 �� 49711（10番人気）
ワイド票数 計1773817 的中 �� 122415（4番人気）�� 11838（33番人気）�� 38181（13番人気）
3連複票数 計5798004 的中 ��� 55993（28番人気）
3連単票数 計11529368 的中 ��� 13131（179番人気）

ハロンタイム 6．8―10．6―11．8―12．3―11．9―11．6―11．7―11．8―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．4―29．2―41．5―53．4―1：05．0―1：16．7―1：28．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロンドンタウン �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 Honour and Glory デビュー 2015．10．11 東京6着

2013．4．22生 牡4鹿 母 フェアリーバニヤン 母母 キャタラクト 18戦5勝 賞金 111，856，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 サングラス号・ヨヨギマック号
※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13日 曇 重 （29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，28．8．13以降29．8．6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 336，000円 96，000円 48，000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 ドラゴンシュバリエ 牡4芦 55 岩田 康誠窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 502－ 61：42．6 2．7�
46 ディアドナテロ 牡5黒鹿55 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B480－ 21：42．7� 10．6�
34 スマイルフォース 牡5鹿 53 国分 恭介上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 458＋ 61：42．8� 86．8�
814 ディーズプラネット 牝4芦 56 四位 洋文秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 502－ 61：42．9� 4．1�
22 デグニティクローズ 牡6鹿 55 幸 英明�ノースヒルズ 栗田 徹 新冠 株式会社

ノースヒルズ B536＋ 21：43．0� 22．6�
11 テイエムコンドル 牡6鹿 54 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 468＋ 21：43．32 12．2	
711 ノースランドボーイ 	5青 54 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B486－101：43．4クビ 14．3

58 サトノプライム 牡3鹿 53 古川 吉洋里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 484－ 6 〃 クビ 10．7�
69 ダイチヴュルデ 牡6鹿 53 井上 敏樹 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 440－121：43．5クビ 198．9
813 バニーテール 牝3芦 52 坂井 瑠星金子真人ホール

ディングス� 中内田充正 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 アタマ 4．7�
45 
 ロマンホープ 牡5黒鹿53 菱田 裕二菅 實氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 B464－ 21：43．71� 142．9�
610 アルティマウェポン 牝4栗 53 左海 誠二幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 466－ 81：43．91� 47．7�

（船橋）

712 エリモグレイス 牡4鹿 54 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 482－181：44．22 106．8�
（13頭）

33 
 カレンジラソーレ 牡4栗 54 藤岡 康太鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 488＋ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，806，300円 複勝： 61，288，600円 枠連： 30，033，200円
馬連： 110，724，600円 馬単： 51，165，200円 ワイド： 58，745，300円
3連複： 140，994，500円 3連単： 222，739，700円 計： 724，497，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 160円 � 240円 � 1，090円 枠 連（4－5） 1，130円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 360円 �� 3，660円 �� 6，610円

3 連 複 ��� 22，130円 3 連 単 ��� 88，340円

票 数

単勝票数 差引計 488063（返還計 9356） 的中 � 140696（1番人気）
複勝票数 差引計 612886（返還計 12876） 的中 � 133896（1番人気）� 65769（4番人気）� 10548（10番人気）
枠連票数 差引計 300332（返還計 388） 的中 （4－5） 20583（3番人気）
馬連票数 差引計1107246（返還計 62195） 的中 �� 78106（4番人気）
馬単票数 差引計 511652（返還計 27779） 的中 �� 20459（7番人気）
ワイド票数 差引計 587453（返還計 37599） 的中 �� 47858（3番人気）�� 3840（31番人気）�� 2109（41番人気）
3連複票数 差引計1409945（返還計157661） 的中 ��� 4777（58番人気）
3連単票数 差引計2227397（返還計220110） 的中 ��� 1828（265番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―42．6―54．7―1：06．7―1：18．6―1：30．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドラゴンシュバリエ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2015．8．22 札幌2着

2013．4．26生 牡4芦 母 シェルズレイ 母母 オイスターチケット 16戦4勝 賞金 54，632，000円
〔競走除外〕 カレンジラソーレ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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） 1頭 プレシャスルージュ号
（非抽選馬） 2頭 エヴォリューション号・ベストセラーアスク号
※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。

１レース目 ４レース目



（29札幌1）第6日 8月13日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
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
厩務員出走奨励金

233，800，000円
5，060，000円
13，700，000円
1，510，000円
27，650，000円
61，377，000円
4，242，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
423，833，600円
660，883，900円
191，899，600円
886，233，500円
486，297，900円
490，227，900円
1，266，587，400円
2，274，910，300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 6，680，874，100円

総入場人員 14，828名 （有料入場人員 13，344名）



平成29年度 第1回札幌競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 891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

1，250，020，000円
26，570，000円
89，060，000円
8，220，000円
137，920，000円
360，422，000円
23，582，000円
8，553，600円

勝馬投票券売得金
2，262，895，900円
3，341，126，500円
950，940，500円
4，653，508，700円
2，440，753，000円
2，673，339，100円
6，511，962，600円
10，968，366，300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 33，802，892，600円

総入場延人員 82，507名 （有料入場延人員 66，011名）
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