
23061 8月12日 晴 稍重 （30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

44 タイドオブハピネス 牡2黒鹿54 C．ルメール �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 黒岩 陽一 新ひだか 岡田スタツド 442± 01：11．5 6．1�

11 メジャーハリケーン 牡2青鹿54 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 474＋ 2 〃 クビ 1．8�
88 オーロセレステ 牝2鹿 54

53 ☆井上 敏樹柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 414＋ 21：11．82 155．3�
89 メイショウトーチ 牡2栗 54 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 笠松牧場 500＋ 21：12．11� 26．9�
66 マイネルハイボーン 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 438＋ 81：12．63 191．1�
33 ヴ ェ ル 牝2鹿 54 松田 大作	桑田牧場 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 418± 01：13．02� 2．4

77 ウインバイタル 牡2鹿 54 松岡 正海�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 484＋ 21：13．21	 158．9�
55 ベルテックスロード 牡2黒鹿 54

52 △横山 武史山口 敦広氏 的場 均 浦河 多田 善弘 446＋101：13．41	 43．1�
22 フェアリースキップ 牝2鹿 54

52 △菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか タイヘイ牧場 408＋ 21：16．2大差 57．1

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，988，300円 複勝： 53，189，400円 枠連： 5，365，900円
馬連： 28，429，800円 馬単： 22，800，500円 ワイド： 22，378，200円
3連複： 45，202，300円 3連単： 109，857，000円 計： 315，211，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 150円 � 110円 � 1，780円 枠 連（1－4） 460円

馬 連 �� 430円 馬 単 �� 1，090円

ワ イ ド �� 220円 �� 5，280円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 11，610円 3 連 単 ��� 46，850円

票 数

単勝票数 計 279883 的中 � 38307（3番人気）
複勝票数 計 531894 的中 � 49886（3番人気）� 337699（1番人気）� 2221（9番人気）
枠連票数 計 53659 的中 （1－4） 8971（2番人気）
馬連票数 計 284298 的中 �� 51093（2番人気）
馬単票数 計 228005 的中 �� 15618（4番人気）
ワイド票数 計 223782 的中 �� 32686（2番人気）�� 935（24番人気）�� 1593（18番人気）
3連複票数 計 452023 的中 ��� 2920（18番人気）
3連単票数 計1098570 的中 ��� 1700（79番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．4―12．0―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．3―34．7―46．7―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タイドオブハピネス �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 ファスリエフ デビュー 2018．7．14 函館3着

2016．3．31生 牡2黒鹿 母 フォーハピネス 母母 トーセンフォーユー 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェアリースキップ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月12日まで平地

競走に出走できない。
※マイネルハイボーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

23062 8月12日 晴 重 （30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
1：40．9
1：40．9

重
重

58 サミットプッシュ 牡3青鹿56 C．ルメール �キャロットファーム 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 442－141：45．4 1．9�
34 トミケンバディリ 牡3鹿 56 黛 弘人冨樫 賢二氏 小西 一男 浦河 高昭牧場 490－ 2 〃 クビ 22．0�
33 キングズテソーロ 牡3栗 56 川島 信二了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 456± 01：45．61� 16．7�
46 ソ ー グ レ ア 牡3黒鹿56 横山 典弘�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 468＋ 8 〃 アタマ 5．3�
813 トゥンバドーラ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �キャロットファーム 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 452－ 81：45．91� 12．1	
57 ブロッコリー 牡3鹿 56 松岡 正海嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 474＋ 81：46．11� 22．4

22 メイショウアドリア 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 484＋ 41：46．2� 4．4�
610 アドマイヤセレブ 牝3鹿 54 松山 弘平近藤 利一氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 B458＋ 41：46．52 23．6�
69 テイエムアステル 牝3栗 54 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 468－141：46．71� 113．6
11 ベストインパクト 牝3黒鹿54 小崎 綾也飯田 正剛氏 田中 博康 新ひだか 千代田牧場 454－ 41：47．55 67．3�
711 サウンドガバーナ 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太増田 雄一氏 杉山 晴紀 新冠 太陽ジョイフ
ル牧場 504＋ 81：48．45 61．7�

814 ダンスドリーマー 牝3青鹿 54
51 ▲三津谷隼人矢野 亨憲氏 田所 秀孝 新ひだか 矢野牧場 446＋141：49．14 334．1�

712 マキルヘニー 牡3栗 56 城戸 義政�G1レーシング 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B482－ 21：49．63 53．6�
（13頭）

45 ゲハイムヴァッフェ 牡3栗 56 藤岡 佑介丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，678，300円 複勝： 29，977，500円 枠連： 7，153，700円
馬連： 29，656，500円 馬単： 18，502，000円 ワイド： 23，548，000円
3連複： 43，283，300円 3連単： 63，064，900円 計： 235，864，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 120円 � 380円 � 260円 枠 連（3－5） 540円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 640円 �� 470円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 5，070円 3 連 単 ��� 15，070円

票 数

単勝票数 計 206783 的中 � 83023（1番人気）
複勝票数 計 299775 的中 � 105103（1番人気）� 13691（7番人気）� 22754（4番人気）
枠連票数 計 71537 的中 （3－5） 10214（3番人気）
馬連票数 計 296565 的中 �� 12708（7番人気）
馬単票数 計 185020 的中 �� 5857（8番人気）
ワイド票数 計 235480 的中 �� 9610（8番人気）�� 13520（3番人気）�� 2346（26番人気）
3連複票数 計 432833 的中 ��� 6396（16番人気）
3連単票数 計 630649 的中 ��� 3033（44番人気）

ハロンタイム 6．7―10．8―11．4―12．5―13．1―12．7―12．9―12．6―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．5―28．9―41．4―54．5―1：07．2―1：20．1―1：32．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．9―3F38．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

サミットプッシュ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．1．14 中京4着

2015．5．10生 牡3青鹿 母 ブロードピーク 母母 ブロードアピール 6戦1勝 賞金 11，200，000円
〔出走取消〕 ゲハイムヴァッフェ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 トミケンバディリ号の騎手黛弘人は，最後の直線コースで蛇行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：6番）
※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。
（非当選馬） 5頭 アスールダリア号・イーリス号・ジュンサロマ号・ショーコーズ号・ハイタイド号

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12日 晴 稍重 （30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

24 ディアボレット 牝3栗 54 松岡 正海�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 450± 01：10．2 6．2�
816 デンセツノマジョ 牝3黒鹿54 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 456＋12 〃 アタマ 4．2�
36 サトノルーリー 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 392－101：10．3クビ 33．5�
714 タカミツリリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 448＋ 2 〃 アタマ 17．2�
59 ホウオウサンドラ 牝3栗 54 藤岡 佑介小笹 芳央氏 宮 徹 日高 森永牧場 462－ 4 〃 ハナ 8．0	
23 ファルコンレイナ 牝3鹿 54

52 △横山 武史ライオンレースホース� 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 402－ 21：10．62 13．6

35 アドマイヤテンプウ 牝3黒鹿54 池添 謙一近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 436＋121：10．7� 202．9�
48 ラヴァクール 牝3栗 54 蛯名 正義村野 康司氏 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 504＋12 〃 アタマ 7．6�
12 メイショウイライザ 牝3黒鹿54 C．ルメール 松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 434＋ 61：10．91 2．9
612 プ ラ イ マ ル 牝3鹿 54 川島 信二�ノースヒルズ 田中 剛 新ひだか 土居牧場 456－ 41：11．0� 29．3�
47 リーゼロッテ 牝3栗 54 松山 弘平菊地 剛氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 406＋ 2 〃 クビ 116．7�
713 キョウワオルレアン 牝3鹿 54 菱田 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 440－ 81：11．21� 143．0�
11 ハガキノハナ 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 406－ 2 〃 ハナ 134．9�
510 キ ノ カ ワ 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也浜井 弘至氏 森 秀行 浦河 ガーベラパー
クスタツド 438－ 21：12．68 224．7�

611 ラポートトーク 牝3青鹿54 秋山真一郎金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 462－ 41：12．7� 31．2�

815 ヴィクトリアス 牝3青鹿54 城戸 義政岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 404＋ 21：13．44 515．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，049，400円 複勝： 40，924，000円 枠連： 9，383，100円
馬連： 40，852，500円 馬単： 21，283，500円 ワイド： 32，351，000円
3連複： 62，658，000円 3連単： 76，656，000円 計： 311，157，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 170円 � 200円 � 970円 枠 連（2－8） 1，020円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 630円 �� 3，260円 �� 2，360円

3 連 複 ��� 15，530円 3 連 単 ��� 65，380円

票 数

単勝票数 計 270494 的中 � 34443（3番人気）
複勝票数 計 409240 的中 � 78222（2番人気）� 58143（3番人気）� 7856（10番人気）
枠連票数 計 93831 的中 （2－8） 7118（3番人気）
馬連票数 計 408525 的中 �� 24531（3番人気）
馬単票数 計 212835 的中 �� 5356（10番人気）
ワイド票数 計 323510 的中 �� 14114（5番人気）�� 2462（36番人気）�� 3431（26番人気）
3連複票数 計 626580 的中 ��� 3025（57番人気）
3連単票数 計 766560 的中 ��� 850（222番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．7―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．1―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ディアボレット �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2017．6．4 阪神6着

2015．3．24生 牝3栗 母 エ ト ピ リ カ 母母 アフレイタス 14戦1勝 賞金 18，450，000円
〔その他〕 ラヴァクール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィクトリアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月12日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ラヴァクール号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年9月12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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ゴールドシャッツ号・ネオヴォイス号・ノーモアサイレンス号・ベリンダ号・ラブセイナ号・レッドゼノビア号

23064 8月12日 晴 稍重 （30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

33 コスモグラトナス 牡3青 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 460± 01：30．6 30．7�
11 エメラルストロング 牝3栗 54 藤岡 康太高橋 勉氏 勢司 和浩 浦河 谷川牧場 450－ 8 〃 クビ 137．4�
69 ベラソヴラーノ 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 上村 清志 460－ 41：30．7� 30．8�

57 ティーサムライ 牡3黒鹿56 藤岡 佑介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 472＋ 2 〃 ハナ 32．9�
814 ウインアイスバーグ 牝3芦 54

52 △横山 武史�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 414－ 4 〃 ハナ 11．7	
58 ペトロシネッラ 牝3青鹿54 秋山真一郎ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 438＋ 4 〃 アタマ 46．3

46 ラグナーズルート 牝3黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 日高 株式会社カ

ネツ牧場 436± 01：30．8� 18．4�
712 トーセンフレール 牝3鹿 54 松岡 正海島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 422＋ 21：31．01� 5．2
45 ハービーボンズ 牡3鹿 56 四位 洋文多田 賢司氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 436＋ 61：31．21 43．8�
34 シーオブセレニティ 牡3黒鹿56 C．ルメールゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 442－ 2 〃 ハナ 2．5�
813 アモーレジョディー 牝3栗 54 小崎 綾也 �ローレルレーシング 高橋 義忠 新冠 新冠橋本牧場 442＋101：31．3� 66．8�
610 サンライズシェル 牝3芦 54 池添 謙一 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472－ 21：31．51 2．7�
711 トーセンウインク 牝3栗 54 黛 弘人島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 422＋ 6 〃 ハナ 186．4�
22 ウインカルナヴァル 牡3栗 56 菱田 裕二�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 488＋ 81：31．92� 158．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，148，400円 複勝： 30，245，900円 枠連： 10，685，900円
馬連： 38，523，800円 馬単： 20，483，100円 ワイド： 30，687，600円
3連複： 56，430，400円 3連単： 76，350，600円 計： 287，555，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，070円 複 勝 � 520円 � 2，050円 � 750円 枠 連（1－3） 11，810円

馬 連 �� 59，000円 馬 単 �� 144，920円

ワ イ ド �� 11，740円 �� 5，570円 �� 19，730円

3 連 複 ��� 253，420円 3 連 単 ��� 2，516，090円

票 数

単勝票数 計 241484 的中 � 6273（6番人気）
複勝票数 計 302459 的中 � 16169（6番人気）� 3677（12番人気）� 10754（8番人気）
枠連票数 計 106859 的中 （1－3） 701（18番人気）
馬連票数 計 385238 的中 �� 506（63番人気）
馬単票数 計 204831 的中 �� 106（135番人気）
ワイド票数 計 306876 的中 �� 674（60番人気）�� 1429（41番人気）�� 400（73番人気）
3連複票数 計 564304 的中 ��� 167（233番人気）
3連単票数 計 763506 的中 ��� 22（1532番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．2―29．8―41．8―54．1―1：06．5―1：18．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

コスモグラトナス �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．9．3 新潟6着

2015．5．1生 牡3青 母 マイネカメリア 母母 タカラカンナ 18戦1勝 賞金 7，550，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アストルム号・アーリーバード号・ウインエスキース号・カサーレ号・ショウナンハイル号・セイウンキャンティ号・

ニシノプログレス号



23065 8月12日 晴 稍重 （30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
1：45．6

良
良

77 ミリオンドリームズ 牝2鹿 54 C．ルメール 飯田 正剛氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 510 ―1：51．2 1．7�
89 ポベーダテソーロ 牡2鹿 54 小崎 綾也了德寺健二ホール

ディングス� 小崎 憲 日高 藤本ファーム 456 ―1：51．41� 11．7�
11 マコトジュズマル 牡2栗 54 松山 弘平�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 472 ―1：51．5クビ 6．3�
22 フライクーゲル 牡2鹿 54 池添 謙一水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 448 ―1：51．81	 10．9�
33 ギフトオブアート 牝2鹿 54 古川 吉洋ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490 ―1：52．54 5．9�
55 エ ピ ロ ー グ 牝2鹿 54 藤岡 佑介藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 472 ― 〃 アタマ 19．6	
66 アスカエンペラー 牡2鹿 54 丹内 祐次上野 武氏 本間 忍 新ひだか 木村 秀則 472 ―1：53．24 53．7

810 テーオートレジャー 牡2栗 54 藤岡 康太小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 470 ―1：54．15 37．5�
78 オーミマサムネ 牡2栗 54

53 ☆井上 敏樹岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新ひだか 聖心台牧場 438 ―1：54．73� 182．6�
44 メイショウタンテツ 牡2芦 54 国分 恭介松本 好雄氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 444 ―1：56．310 142．4
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売 得 金
単勝： 33，247，200円 複勝： 42，720，600円 枠連： 6，025，800円
馬連： 32，353，100円 馬単： 23，646，800円 ワイド： 23，486，400円
3連複： 42，074，100円 3連単： 89，304，800円 計： 292，858，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 150円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 300円 �� 220円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，080円 3 連 単 ��� 3，180円

票 数

単勝票数 計 332472 的中 � 161284（1番人気）
複勝票数 計 427206 的中 � 228223（1番人気）� 33737（4番人気）� 41950（2番人気）
枠連票数 計 60258 的中 （7－8） 10295（2番人気）
馬連票数 計 323531 的中 �� 33687（3番人気）
馬単票数 計 236468 的中 �� 19250（3番人気）
ワイド票数 計 234864 的中 �� 19724（3番人気）�� 30714（1番人気）�� 8551（9番人気）
3連複票数 計 420741 的中 ��� 29160（3番人気）
3連単票数 計 893048 的中 ��� 20332（5番人気）

ハロンタイム 13．1―12．2―12．6―12．7―12．5―12．4―12．2―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．3―37．9―50．6―1：03．1―1：15．5―1：27．7―1：39．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミリオンドリームズ �
�
父 Frankel �

�
母父 A.P. Indy 初出走

2016．2．18生 牝2鹿 母 ミリオンセラーⅡ 母母 Million Gift 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ギフトオブアート号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 ギフトオブアート号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイショウタンテツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月12日まで平地

競走に出走できない。

23066 8月12日 晴 重 （30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

79 キセキノムスメ 牝5青鹿55 横山 和生�協和牧場 小野 次郎 新冠 協和牧場 462± 0 57．8 42．3�
11 ク ー リ ュ 牝4鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 466± 0 58．01� 3．5�
68 ニシノオリーブ 牝3青 52 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 444－ 4 58．21� 5．5�
33 アイアムキャツアイ 牝4黒鹿55 四位 洋文堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 442＋ 8 58．3� 4．0�
812 ゼ セ ル 牡4鹿 57 藤岡 佑介杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 482＋ 8 58．51� 9．1	
67 ヘ ル デ ィ ン 牝4青鹿 55

53 △横山 武史金山 敏也氏 土田 稔 新冠 有限会社 大
作ステーブル 432＋ 4 58．71� 5．2


710 エ ル フ ィ 牝3鹿 52 黛 弘人本間 充氏 宗像 義忠 日高 本間牧場 462＋22 59．02 10．5�
55 カ ナ メ 牡3青鹿54 柴山 雄一玉腰 勇吉氏 伊藤 大士 浦河 三嶋牧場 530± 0 59．1� 25．9�
44 メイショウフレイヤ 牝5栗 55 小崎 綾也松本 好雄氏 飯田 祐史 様似 中脇 一幸 468± 0 59．2クビ 156．1
22 エムオービーナス 牝4栗 55

54 ☆木幡 初也大浅 貢氏 鹿戸 雄一 日高 門別牧場 470－ 2 59．51� 16．8�
811 サンドクイーン 牝3栗 52 菱田 裕二�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：00．24 45．4�
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56 コウエイアンカ 	3鹿 54 松岡 正海伊東 政清氏 森 秀行 日高 浜本牧場 472＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 21，340，500円 複勝： 28，704，000円 枠連： 8，950，200円
馬連： 28，629，000円 馬単： 14，446，300円 ワイド： 21，988，300円
3連複： 34，333，000円 3連単： 45，074，200円 計： 203，465，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，230円 複 勝 � 660円 � 150円 � 210円 枠 連（1－7） 2，740円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 18，360円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 2，330円 �� 570円

3 連 複 ��� 9，230円 3 連 単 ��� 98，130円

票 数

単勝票数 差引計 213405（返還計 22326） 的中 � 4030（9番人気）
複勝票数 差引計 287040（返還計 26318） 的中 � 8203（8番人気）� 62604（1番人気）� 36246（4番人気）
枠連票数 差引計 89502（返還計 646） 的中 （1－7） 2527（12番人気）
馬連票数 差引計 286290（返還計 73611） 的中 �� 3264（25番人気）
馬単票数 差引計 144463（返還計 35718） 的中 �� 590（59番人気）
ワイド票数 差引計 219883（返還計 56494） 的中 �� 2858（23番人気）�� 2333（31番人気）�� 10614（7番人気）
3連複票数 差引計 343330（返還計166901） 的中 ��� 2788（37番人気）
3連単票数 差引計 450742（返還計213707） 的中 ��� 333（311番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．1―11．4―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―34．5―45．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キセキノムスメ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 オ ー ス デビュー 2016．1．17 中山11着

2013．3．12生 牝5青鹿 母 オースノムスメ 母母 サツキムスメ 23戦2勝 賞金 22，380，000円
〔競走除外〕 コウエイアンカ号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 アイアムキャツアイ号の騎手四位洋文は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：10

番）
〔その他〕 ヘルディン号・サンドクイーン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ヘルディン号・サンドクイーン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年9月12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） 1頭 アインツェルカンプ号
（非抽選馬） 1頭 トラベリング号



23067 8月12日 曇 重 （30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
1：40．9
1：40．9

重
重

45 ホッコーライデン 牡4黒鹿57 松田 大作北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 510－ 81：43．0 3．5�
610 セイリスペクト 牡3黒鹿54 国分 恭介金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 B480＋ 81：43．31� 35．9�
11 アシャカリブラ 牡4黒鹿57 蛯名 正義吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B512＋ 21：43．62 6．4�
58 ラ レ ー タ 牡4栗 57 秋山真一郎�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472＋ 81：43．81	 24．6�
814
 アポロリベリオン 牡5鹿 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 米 Rabbah Blood-

stock LLC B482－ 81：44．01	 21．0�
46 カフェアトラス 牡3鹿 54

53 ☆木幡 初也西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 508＋ 8 〃 ハナ 5．6	
712 セカンドエフォート 牡5青鹿57 小崎 綾也 
シルクレーシング 村山 明 安平 ノーザンファーム 488－ 21：44．1� 23．0�
711 ブロンズケイ 牡3黒鹿54 菱田 裕二畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 506＋ 41：45．27 7．9�
69 オールウェイズゼア 牡4黒鹿 57

55 △横山 武史グリーンスウォード高市 圭二 新ひだか 荒木 貴宏 476＋ 61：45．3� 7．1
813 クリノキング �4栗 57 藤岡 康太栗本 守氏 湯窪 幸雄 新冠 柏木 一則 B462－12 〃 アタマ 105．4�
57 
 フォルツァエフ 牡3鹿 54 四位 洋文大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells

& Janie Wells 470－ 6 〃 ハナ 8．3�
33  スマートサクソン 牝4芦 55 横山 和生大川 徹氏 古賀 史生 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 478－ 81：45．51� 66．0�

22 ウィズワンアセント 牡4鹿 57 藤岡 佑介 
キャロットファーム 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 522＋ 8 （競走中止） 23．0�
34 メイクグローリー 牡4栗 57 古川 吉洋ライオンレースホース� 武 英智 浦河 絵笛牧場 464－ 4 （競走中止） 38．6�
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売 得 金
単勝： 23，073，800円 複勝： 35，157，400円 枠連： 10，705，700円
馬連： 41，868，600円 馬単： 19，935，300円 ワイド： 34，691，400円
3連複： 63，559，500円 3連単： 76，293，300円 計： 305，285，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 960円 � 210円 枠 連（4－6） 830円

馬 連 �� 8，060円 馬 単 �� 10，730円

ワ イ ド �� 2，890円 �� 710円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 18，250円 3 連 単 ��� 91，880円

票 数

単勝票数 計 230738 的中 � 51397（1番人気）
複勝票数 計 351574 的中 � 65730（1番人気）� 7038（12番人気）� 45750（3番人気）
枠連票数 計 107057 的中 （4－6） 9949（4番人気）
馬連票数 計 418686 的中 �� 4021（30番人気）
馬単票数 計 199353 的中 �� 1393（40番人気）
ワイド票数 計 346914 的中 �� 3006（35番人気）�� 13329（7番人気）�� 2478（46番人気）
3連複票数 計 635595 的中 ��� 2612（75番人気）
3連単票数 計 762933 的中 ��� 602（328番人気）

ハロンタイム 6．6―11．2―11．9―12．2―12．3―12．0―12．3―12．1―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．8―29．7―41．9―54．2―1：06．2―1：18．5―1：30．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．8
1
3
10（5，6）11，14（2，7）（1，4，9）13－（3，8）－12
10（5，6）（14，11，7）（1，4，9）（2，8，3）（12，13）

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

勝馬の
紹 介

ホッコーライデン �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2016．12．11 中山3着

2014．6．2生 牡4黒鹿 母 ホッコーエクレール 母母 ホッコーシャープ 11戦3勝 賞金 26，300，000円
〔競走中止〕 メイクグローリー号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

ウィズワンアセント号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔その他〕 セカンドエフォート号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ウィズワンアセント号・セカンドエフォート号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年9月12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。
（非抽選馬） 2頭 フラテッリ号・リーダーズ号

23068 8月12日 曇 良 （30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

58 フライングレディ 牝5黒鹿55 C．ルメール 金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 434－ 21：28．7 1．7�

712 キャスパリーグ 牝4鹿 55 藤岡 佑介杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 448＋101：29．33� 9．9�
11 デ リ ス モ ア 牝4鹿 55 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 478－101：29．4� 4．6�
46 ビービーバーレスク 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 506＋ 41：29．5� 150．7�
69 ダンツクレイオー 牝3鹿 52

50 △菊沢 一樹山元 哲二氏 本田 優 千歳 社台ファーム 486＋ 2 〃 クビ 15．3	
22 グ リ エ ル マ 牝3鹿 52 小崎 綾也小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 448－ 41：29．92� 18．6

814 シュピールカルテ 牝4青鹿 55

52 ▲三津谷隼人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 栗田 徹 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 21：30．0クビ 63．3�

34 レッドルチア 牝4黒鹿55 池添 謙一 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 428＋201：30．63� 10．4�
711 ムーランナヴァン 牝3鹿 52 丹内 祐次 �サンデーレーシング 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 434＋ 81：30．91� 169．0
33 シンシアズブレス 牝5黒鹿55 秋山真一郎 �シルクレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 504＋ 81：31．11� 49．1�
45 ナムラエルサ 牝5鹿 55 国分 恭介奈村 睦弘氏 五十嵐忠男 日高 いとう牧場 B474＋ 41：31．2� 79．1�
813 サンメイコン 牝3黒鹿52 松岡 正海 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 有限会社

ケイズ 460＋141：31．62� 19．3�
610 リルティングインク 牝5黒鹿55 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 450－ 61：31．7クビ 257．6�
57 レ ネ ッ ト 牝3栗 52

50 △横山 武史 �ロードホースクラブ 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 456＋ 61：32．76 29．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，103，400円 複勝： 46，488，700円 枠連： 9，991，300円
馬連： 44，262，600円 馬単： 26，849，800円 ワイド： 32，534，100円
3連複： 61，193，200円 3連単： 97，004，400円 計： 353，427，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 160円 � 130円 枠 連（5－7） 570円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 230円 �� 220円 �� 690円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 3，630円

票 数

単勝票数 計 351034 的中 � 159545（1番人気）
複勝票数 計 464887 的中 � 214915（1番人気）� 42316（3番人気）� 69311（2番人気）
枠連票数 計 99913 的中 （5－7） 13476（2番人気）
馬連票数 計 442626 的中 �� 51696（2番人気）
馬単票数 計 268498 的中 �� 24720（2番人気）
ワイド票数 計 325341 的中 �� 38969（2番人気）�� 40233（1番人気）�� 9856（8番人気）
3連複票数 計 611932 的中 ��� 39607（1番人気）
3連単票数 計 970044 的中 ��� 19370（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．0―29．0―40．4―52．2―1：04．2―1：16．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．5

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

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

勝馬の
紹 介

フライングレディ �
�
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 2015．9．21 阪神2着

2013．2．10生 牝5黒鹿 母 ピンクカメオ 母母 シルバーレーン 26戦3勝 賞金 63，025，000円
※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 ホッコーモモタン号
（非抽選馬） 2頭 クリノクノイチ号・マイラティーシャ号



23069 8月12日 曇 良 （30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

56 シンギュラリティ 牡4鹿 57 C．ルメール 吉田 勝己氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 484± 01：50．2 1．2�
69 ダ ン サ ー ル 牝3黒鹿52 藤岡 康太�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 526＋221：50．3� 7．0�
68 ケ ル ベ ロ ス 牡5黒鹿 57

55 △菊沢 一樹菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 436－ 81：51．15 11．9�
33 ビービーガウディ 牡4栗 57 蛯名 正義�坂東牧場 久保田貴士 平取 坂東牧場 472－ 21：51．31� 19．9�
11 ブリシンガメン 牝4栗 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 444－ 2 〃 アタマ 15．7	
57 ダ イ フ ク 牡5黒鹿57 黛 弘人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田 宗将 484＋ 8 〃 クビ 144．7

812 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 54 柴山 雄一香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 442＋10 〃 ハナ 27．5�
711 レッドクライム 牡4栗 57 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 田中 博康 新冠 新冠橋本牧場 464－ 41：51．4� 68．3�
44 	 ピエスドール 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太田畑 憲士氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 440＋ 41：51．5クビ 124．8
710 イントゥザターフ 
5鹿 57

55 △横山 武史平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 466－14 〃 クビ 102．8�
813 オンファサイト 牝3青鹿 52

49 ▲三津谷隼人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 浦河 中村 雅明 420－ 21：52．13� 117．3�

45 シゲルコシアブラ 牡3鹿 54 丹内 祐次森中 蕃氏 青木 孝文 新ひだか 松田牧場 460－ 41：52．31� 333．1�
22 	 アストロブレーム 牡5鹿 57 秋山真一郎木村 廣太氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 454± 01：53．89 85．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，195，200円 複勝： 98，925，200円 枠連： 13，992，900円
馬連： 47，032，000円 馬単： 38，557，500円 ワイド： 32，934，900円
3連複： 65，667，900円 3連単： 148，221，300円 計： 473，526，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 150円 � 150円 枠 連（5－6） 190円

馬 連 �� 340円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 200円 �� 220円 �� 690円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 1，810円

票 数

単勝票数 計 281952 的中 � 183256（1番人気）
複勝票数 計 989252 的中 � 786046（1番人気）� 43333（2番人気）� 41934（3番人気）
枠連票数 計 139929 的中 （5－6） 55339（1番人気）
馬連票数 計 470320 的中 �� 106605（1番人気）
馬単票数 計 385575 的中 �� 60743（1番人気）
ワイド票数 計 329349 的中 �� 45567（1番人気）�� 40603（2番人気）�� 9714（9番人気）
3連複票数 計 656679 的中 ��� 59541（2番人気）
3連単票数 計1482213 的中 ��� 59336（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．7―37．3―50．0―1：02．7―1：15．1―1：27．0―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シンギュラリティ �
�
父 ダノンシャンティ �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2016．12．23 中山6着

2014．4．30生 牡4鹿 母 サミットヴィル 母母 Tina Heights 16戦3勝 賞金 62，920，000円

23070 8月12日 曇 良 （30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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

44 レッドローゼス 牡4鹿 57 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 476－ 42：02．7 1．8�
55 ゴールドギア 牡3黒鹿54 C．ルメール 有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 462－ 62：02．91� 2．6�
77 ハ ウ エ バ ー 牡4栗 57 井上 敏樹古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 418＋ 62：03．32	 30．0�
66 ラ テ ュ ロ ス 牝3鹿 52 秋山真一郎 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋12 〃 ハナ 8．4�
33 フリージングレイン 牡4鹿 57 池添 謙一 �社台レースホース古賀 慎明 千歳 社台ファーム 518－ 4 〃 クビ 8．9	
88 ベイビーステップ 牡4鹿 57 四位 洋文大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 488－ 42：04．04 14．5

22 コスモピクシス 牝5黒鹿55 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 442＋102：05．06 92．9�
11 エリモグレイス 牡5鹿 57 松田 大作山本 慎一氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 486－ 22：08．6大差 151．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 37，371，300円 複勝： 87，543，900円 枠連： 発売なし
馬連： 57，547，300円 馬単： 35，553，700円 ワイド： 29，634，000円
3連複： 65，285，600円 3連単： 182，220，900円 計： 495，156，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 110円 � 380円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 120円 �� 860円 �� 1，060円

3 連 複 ��� 2，120円 3 連 単 ��� 5，880円

票 数

単勝票数 計 373713 的中 � 157728（1番人気）
複勝票数 計 875439 的中 � 636637（1番人気）� 110737（2番人気）� 10327（6番人気）
馬連票数 計 575473 的中 �� 230630（1番人気）
馬単票数 計 355537 的中 �� 76306（1番人気）
ワイド票数 計 296340 的中 �� 101747（1番人気）�� 5998（11番人気）�� 4797（12番人気）
3連複票数 計 652856 的中 ��� 22995（6番人気）
3連単票数 計1822209 的中 ��� 22455（22番人気）

ハロンタイム 13．3―12．9―12．8―12．5―12．1―12．2―11．8―11．8―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．3―26．2―39．0―51．5―1：03．6―1：15．8―1：27．6―1：39．4―1：51．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドローゼス 
�
父 ステイゴールド 

�
母父 Galileo デビュー 2016．8．6 新潟3着

2014．4．16生 牡4鹿 母 リヴィアローズ 母母 Kiftsgate Rose 15戦4勝 賞金 84，251，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エリモグレイス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月12日まで平地競

走に出走できない。



23071 8月12日 曇 重 （30札幌1）第6日 第11競走 ��
��1，700�第23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，29．8．12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，29．8．11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 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

58 ハイランドピーク 牡4青鹿56 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 458－ 81：42．0 4．1�

22 � ドリームキラリ 牡6青 56 藤岡 佑介ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Colts Neck
Stables LLC B494＋121：42．21	 5．3�

33 ミ ツ バ 牡6鹿 57 松山 弘平�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B472－ 11：42．52 3．9�
69 ロンドンタウン 牡5鹿 57 蛯名 正義薪浦 亨氏 牧田 和弥 新冠 松浦牧場 524± 0 〃 ハナ 10．8�
34 アンジュデジール 牝4黒鹿55 横山 典弘安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 474＋ 71：42．81
 17．7	
11 � リ ッ カ ル ド �7芦 56 C．ルメール�レックス 佐藤 裕太 新ひだか 岡田スタツド 486－101：43．12 5．9


（船橋）

712 ブラゾンドゥリス 牡6鹿 56 丹内 祐次 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 浦河 村下 清志 B522－ 21：43．2
 40．3�

711 ディアデルレイ 牡7栗 56 勝浦 正樹 �キャロットファーム 牧 光二 安平 ノーザンファーム B512＋ 61：43．51 20．4
813 モルトベーネ 牡6栗 56 秋山真一郎三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 458－18 〃 クビ 29．3�
45 ノーブルサターン 牡4黒鹿56 池添 謙一吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新冠 ハシモトフアーム 526＋201：43．6クビ 25．8�
610 メイショウスミトモ 牡7鹿 58 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 480＋ 2 〃 ハナ 154．1�
57 ア ル タ イ ル 牡6栗 56 小崎 綾也藤田 在子氏 手塚 貴久 日高 天羽 禮治 B494＋ 4 〃 クビ 57．4�
46 リーゼントロック 牡7黒鹿56 松岡 正海三浦 大輔氏 矢作 芳人 新ひだか 服部 牧場 520＋ 21：44．55 13．0�
814 モンドクラッセ 牡7鹿 56 柴山 雄一�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 528± 01：47．6大差 123．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 127，095，500円 複勝： 170，769，800円 枠連： 71，471，500円
馬連： 462，924，200円 馬単： 168，446，600円 ワイド： 221，726，000円
3連複： 740，861，000円 3連単： 1，009，278，400円 計： 2，972，573，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 150円 � 150円 � 130円 枠 連（2－5） 1，160円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 440円 �� 320円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 7，700円

票 数

単勝票数 計1270955 的中 � 243671（2番人気）
複勝票数 計1707698 的中 � 280051（2番人気）� 267719（3番人気）� 363841（1番人気）
枠連票数 計 714715 的中 （2－5） 47496（4番人気）
馬連票数 計4629242 的中 �� 281079（3番人気）
馬単票数 計1684466 的中 �� 54256（6番人気）
ワイド票数 計2217260 的中 �� 123410（3番人気）�� 180929（1番人気）�� 158195（2番人気）
3連複票数 計7408610 的中 ��� 381970（1番人気）
3連単票数 計10092784 的中 ��� 94922（5番人気）

ハロンタイム 6．6―11．0―11．9―12．1―12．2―11．5―11．5―12．1―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．6―29．5―41．6―53．8―1：05．3―1：16．8―1：28．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F36．7
1
3
2，12－8（4，11）（9，13）1，14，10（5，6）7，3・（2，12，8）（4，9，11）－（1，13，5）－10（14，6）（7，3）

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

勝馬の
紹 介

ハイランドピーク �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2016．8．27 新潟15着

2014．5．16生 牡4青鹿 母 ハイランドダンス 母母 ル カ ダ ン ス 14戦6勝 賞金 123，442，000円
〔制裁〕 ミツバ号の騎手松山弘平は，4コーナーでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。

23072 8月12日 曇 重 （30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，29．8．12以降30．8．5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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

34 ディアコンチェルト 牡6黒鹿55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 460± 01：43．0 16．3�
46 タガノヴェローナ 牝4芦 54 国分 恭介八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478＋ 21：43．53 8．4�
69 キタサンタイドー 牡3黒鹿53 藤岡 佑介�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 508－ 81：43．71� 11．4�
58 サトノプライム 牡4鹿 57 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 496＋ 41：44．12� 4．7�
33 メイショウエイコウ 牡4鹿 56 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 452± 0 〃 ハナ 2．3	
11 クインズヌーサ 牝4鹿 52 加藤 祥太亀田 和弘氏 平田 修 新冠 隆栄牧場 464± 01：44．95 63．8

814 ワンパーセント 牡5栗 54 四位 洋文島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 468－ 41：45．22 24．1�
45 	 ヒルノサルバドール 牡5栗 55 横山 武史�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 446－ 21：45．3クビ 6．9
610 ケンコンイッテキ 牡5青鹿54 木幡 初也 �CHEVAL AT-

TACHE 田島 俊明 新冠 ハシモトフアーム 508± 0 〃 ハナ 115．4�
711 スマイルフォース 牡6鹿 53 城戸 義政上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 470＋12 〃 クビ 168．1�
712 スズカアーチスト 牝3黒鹿50 川島 信二永井 啓弍氏 伊藤 圭三 平取 稲原牧場 B462± 01：45．83 17．8�
813 ピントゥリッキオ 牝5鹿 52 藤岡 康太大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 有限会社

松田牧場 458＋121：46．01� 148．8�
22 キープシークレット 牝3黒鹿51 黛 弘人 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B454＋ 21：46．21 35．5�
57 ディーズフェイク 牝3青鹿51 松岡 正海秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 464＋ 81：46．51
 27．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，745，200円 複勝： 67，511，600円 枠連： 27，638，800円
馬連： 120，098，200円 馬単： 52，216，000円 ワイド： 76，043，900円
3連複： 192，216，700円 3連単： 242，015，000円 計： 834，485，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 360円 � 250円 � 320円 枠 連（3－4） 380円

馬 連 �� 5，760円 馬 単 �� 12，740円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 2，920円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 20，330円 3 連 単 ��� 114，980円

票 数

単勝票数 計 567452 的中 � 27710（6番人気）
複勝票数 計 675116 的中 � 46238（6番人気）� 74362（4番人気）� 53482（5番人気）
枠連票数 計 276388 的中 （3－4） 55816（1番人気）
馬連票数 計1200982 的中 �� 16144（19番人気）
馬単票数 計 522160 的中 �� 3072（39番人気）
ワイド票数 計 760439 的中 �� 12239（17番人気）�� 6580（26番人気）�� 15271（13番人気）
3連複票数 計1922167 的中 ��� 7091（57番人気）
3連単票数 計2420150 的中 ��� 1526（310番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―11．4―12．0―12．3―12．1―12．2―12．5―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．2―41．2―53．5―1：05．6―1：17．8―1：30．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ディアコンチェルト �
�
父 サムライハート �

�
母父 ソウルオブザマター デビュー 2014．7．13 福島7着

2012．2．28生 牡6黒鹿 母 サイレントベッド 母母 ビストロドゥパリ 41戦4勝 賞金 95，037，000円
〔制裁〕 メイショウエイコウ号の騎手蛯名正義は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の13頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ショーム号・フリーフリッカー号
（非抽選馬）11頭 ヴォカツィオーネ号・エンクエントロス号・カブキモノ号・キングラディウス号・サハラファイター号・

ダノンロッソ号・マイネルボルソー号・メイショウイッポン号・メイショウナゴミ号・リリカルホワイト号・
レヴァンテライオン号

３レース目



（30札幌1）第6日 8月12日（日曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重後良
重

競走回数 12回 出走頭数 150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
18，250，000円
1，480，000円
26，750，000円
62，221，000円
4，138，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
462，036，500円
732，158，000円
181，364，800円
972，177，600円
462，721，100円
582，003，800円
1，472，765，000円
2，215，340，800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 7，080，567，600円

総入場人員 18，241名 （有料入場人員 16，359名）



平成30年度 第1回札幌競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 883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
30，920，000円
108，480，000円
7，750，000円
139，370，000円
364，505，000円
23，383，000円
8，476，800円

勝馬投票券売得金
2，649，339，500円
4，085，281，200円
909，499，800円
4，769，376，000円
2，454，460，400円
3，005，715，300円
6，750，509，900円
11，037，499，200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 35，661，681，300円

総入場延人員 85，057名 （有料入場延人員 71，554名）
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