
24013 8月19日 雨 良 （30札幌2）第2日 第1競走 ��
��1，500�サラブレッド系2歳

発走10時10分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：29．1
1：29．1

良
良

55 ラバストーン 牡2鹿 54
53 ☆加藤 祥太田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 458－ 21：32．5 147．4�

89 ヤマカツルビー 牝2黒鹿54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 456－121：32．6� 5．7�
44 � スポーカンテソーロ 牝2栗 54 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 米 Summer-
hill Farm 512－ 41：32．7クビ 5．6�

77 マノアフォールズ 牡2鹿 54 C．ルメール �KTレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 450－ 6 〃 アタマ 4．6�
11 サクララージャン 牡2青鹿54 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 480－ 61：32．91	 124．3�
33 � マ キ 牡2鹿 54 J．モレイラ吉田 和美氏 手塚 貴久 米 WinStar

Farm, LLC 516－ 2 〃 クビ 1．7	
（伯刺）

22 ピサノメタルシティ 牡2鹿 54 藤岡 康太市川義美ホール
ディングス� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 486－101：33．11	 94．1


88 エムアイグランツ 牡2黒鹿54 田中 勝春岩崎 充利氏 谷原 義明 日高 細川牧場 496－ 61：33．31
 52．4�
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 436－ 21：33．61
 120．5�
（9頭）

売 得 金
単勝： 30，685，100円 複勝： 60，770，900円 枠連： 6，173，300円
馬連： 34，910，200円 馬単： 27，346，700円 ワイド： 25，244，200円
3連複： 50，493，300円 3連単： 115，756，600円 計： 351，380，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 14，740円 複 勝 � 3，220円 � 350円 � 310円 枠 連（5－8） 7，760円

馬 連 �� 14，890円 馬 単 �� 46，500円

ワ イ ド �� 2，880円 �� 3，460円 �� 460円

3 連 複 ��� 15，190円 3 連 単 ��� 277，890円

票 数

単勝票数 計 306851 的中 � 1768（9番人気）
複勝票数 計 607709 的中 � 4235（9番人気）� 47874（4番人気）� 56518（3番人気）
枠連票数 計 61733 的中 （5－8） 616（13番人気）
馬連票数 計 349102 的中 �� 1817（23番人気）
馬単票数 計 273467 的中 �� 441（46番人気）
ワイド票数 計 252442 的中 �� 2143（19番人気）�� 1777（26番人気）�� 15684（6番人気）
3連複票数 計 504933 的中 ��� 2492（28番人気）
3連単票数 計1157566 的中 ��� 302（242番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―19．0―31．7―44．4―56．7―1：08．6―1：20．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラバストーン 
�
父 ナカヤマフェスタ 

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー 2018．6．17 函館10着

2016．2．19生 牡2鹿 母 アドマイヤイチ 母母 タガノアイリス 5戦1勝 賞金 5，750，000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。

24014 8月19日 雨 稍重 （30札幌2）第2日 第2競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走10時40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

68 ワ イ ズ ワ ン 牡3鹿 56 藤岡 康太林 正道氏 橋口 慎介 新冠 秋田牧場 B498＋ 62：36．8 21．7�
33 サンライズソル 牡3黒鹿56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 490＋ 4 〃 クビ 4．7�
812 ナムラシシマル 牡3鹿 56 国分 恭介奈村 信重氏 牧田 和弥 浦河 中島牧場 504± 02：37．11� 26．6�
710 ファイトアローン 牡3栗 56 松岡 正海�前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 532± 02：37．31� 6．0�
55 ポンデザール 牝3黒鹿54 J．モレイラ �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472＋162：37．62 5．0	

（伯刺）

811 ア イ ム ワ ン 牡3鹿 56 川島 信二 �ローレルレーシング 矢作 芳人 新冠 松浦牧場 456－ 22：38．23� 24．8

44 エンドウォーニング 牡3栗 56 長岡 禎仁井上 久光氏 高市 圭二 新冠 石田牧場 480＋ 22：38．3� 6．6�
56 ロイヤルアフェア 牡3栗 56 C．ルメール �シルクレーシング 古賀 慎明 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B490＋ 42：39．15 2．8�
22 ビ ヨ ン ド 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹栗坂 崇氏 和田 雄二 浦河 中神牧場 428－ 22：40．16 64．0
11 クルスブランカ 牝3黒鹿54 小崎 綾也 �キャロットファーム 高橋 康之 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482－ 42：40．95 97．2�
79 ブルックリン 牡3黒鹿56 荻野 琢真 �カナヤマホール

ディングス 羽月 友彦 新ひだか 谷岡牧場 508＋ 62：42．28 41．4�
67 エンドゾーンダンス 牡3栗 56 丹内 祐次尾上 寿夫氏 金成 貴史 新冠 パカパカ

ファーム 474＋162：42．62� 149．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，893，000円 複勝： 31，500，200円 枠連： 8，368，600円
馬連： 39，713，600円 馬単： 20，139，200円 ワイド： 27，565，200円
3連複： 52，409，100円 3連単： 74，294，200円 計： 278，883，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，170円 複 勝 � 520円 � 200円 � 590円 枠 連（3－6） 6，060円

馬 連 �� 6，480円 馬 単 �� 17，200円

ワ イ ド �� 1，930円 �� 3，750円 �� 1，780円

3 連 複 ��� 32，080円 3 連 単 ��� 340，900円

票 数

単勝票数 計 248930 的中 � 9157（6番人気）
複勝票数 計 315002 的中 � 14154（6番人気）� 50634（2番人気）� 12288（8番人気）
枠連票数 計 83686 的中 （3－6） 1069（15番人気）
馬連票数 計 397136 的中 �� 4746（18番人気）
馬単票数 計 201392 的中 �� 878（48番人気）
ワイド票数 計 275652 的中 �� 3691（22番人気）�� 1868（33番人気）�� 4022（18番人気）
3連複票数 計 524091 的中 ��� 1225（73番人気）
3連単票数 計 742942 的中 ��� 158（597番人気）

ハロンタイム 13．3―12．3―12．9―12．5―12．5―13．6―14．1―13．0―12．8―13．1―13．2―13．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．3―25．6―38．5―51．0―1：03．5―1：17．1―1：31．2―1：44．2―1：57．0―2：10．1―2：23．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」 上り4F52．6―3F39．8
1
�
7，3（6，10）4－（2，8）－（5，12）（1，11）－9・（3，10，8）（7，6）（12，5，4，11）－2，1＝9

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

勝馬の
紹 介

ワ イ ズ ワ ン �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 タニノギムレット デビュー 2017．12．24 阪神5着

2015．4．10生 牡3鹿 母 アリスマイン 母母 ビスクドール 8戦1勝 賞金 6，450，000円
※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 ヴィーヴルサヴィ号
※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。

第２回 札幌競馬 第２日
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



24015 8月19日 雨 稍重 （30札幌2）第2日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時10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

46 スズカハイライト 牡3鹿 56 川島 信二永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 442＋ 21：47．6 4．8�
11 デ ィ エ ル ベ 牝3黒鹿54 四位 洋文 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 438－ 41：47．7� 25．8�
58 ブレイクスピアー 牡3青鹿56 国分 恭介前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 484＋ 21：48．02 5．8�
33 タフチョイス 牡3鹿 56 藤岡 康太ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496＋ 61：48．1クビ 2．2�
22 ミッキーガーデン 牡3鹿 56 丸山 元気野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 442± 01：49．16 9．9�
57 メ バ エ 牝3鹿 54 福永 祐一ライオンレースホース	 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 430＋101：49．31� 5．2

813 クリノクノイチ 牝3黒鹿54 長岡 禎仁栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 458＋ 81：49．5� 218．5�
45 テンポディヴァルス 牡3鹿 56

55 ☆木幡 初也�ターフ・スポート矢野 英一 新ひだか 高橋 義浩 438＋ 21：49．92� 24．0�
69 テイエムブルグッコ 牝3青鹿54 黛 弘人竹園 正繼氏 飯田 雄三 新ひだか タイヘイ牧場 430－ 61：50．21� 163．6
711 トーセンフェイム 牡3鹿 56 柴田 善臣島川 �哉氏 柴田 政人 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－10 〃 ハナ 185．0�
610 レッドラギド 牡3栗 56 桑村 真明 	東京ホースレーシング 西園 正都 千歳 社台ファーム 524－ 2 〃 クビ 65．2�

（北海道）

34 インプレスシチー 牡3青 56 丹内 祐次 	友駿ホースクラブ 上原 博之 日高 オリオンファーム 454＋ 81：50．83� 47．8�
814 オールウェイ 牡3黒鹿 56

54 △菊沢 一樹�槇本牧場 浜田多実雄 日高 槇本牧場 506＋ 21：51．11� 129．5�
712 トーホウキャサリン 牝3黒鹿54 松岡 正海東豊物産	 古賀 史生 浦河 富菜牧場 442± 01：53．3大差 108．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，583，700円 複勝： 31，208，400円 枠連： 10，710，500円
馬連： 38，955，200円 馬単： 21，605，200円 ワイド： 25，980，900円
3連複： 51，053，400円 3連単： 74，400，100円 計： 278，497，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 460円 � 180円 枠 連（1－4） 5，110円

馬 連 �� 5，530円 馬 単 �� 9，820円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 440円 �� 1，850円

3 連 複 ��� 7，680円 3 連 単 ��� 45，060円

票 数

単勝票数 計 245837 的中 � 40189（2番人気）
複勝票数 計 312084 的中 � 53891（2番人気）� 13449（6番人気）� 48732（3番人気）
枠連票数 計 107105 的中 （1－4） 1624（13番人気）
馬連票数 計 389552 的中 �� 5452（17番人気）
馬単票数 計 216052 的中 �� 1650（31番人気）
ワイド票数 計 259809 的中 �� 3831（17番人気）�� 16586（4番人気）�� 3425（19番人気）
3連複票数 計 510534 的中 ��� 4982（22番人気）
3連単票数 計 744001 的中 ��� 1197（129番人気）

ハロンタイム 6．7―11．2―12．2―13．1―12．7―12．7―12．9―13．0―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．9―30．1―43．2―55．9―1：08．6―1：21．5―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．0
1
3
3，12，14，5（13，8）7（2，9）（4，11）（6，10）＝1・（12，8）3（14，7）（2，5，13）－（4，9）（6，1）－11，10

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

スズカハイライト �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2017．6．10 阪神11着

2015．5．16生 牡3鹿 母 サンダークラップ 母母 ピールオブサンダー 14戦1勝 賞金 10，000，000円
〔発走状況・騎手変更〕 スズカハイライト号の騎手横山武史は，馬場入場時に落馬。検査のため川島信二に変更。検量及び装鞍

のやり直しのため発走時刻5分遅延。
〔制裁〕 ブレイクスピアー号の騎手国分恭介は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）

スズカハイライト号の騎手川島信二は，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〕 タフチョイス号は，向正面で内側に逃避したことについて平地調教再審査。
〔その他〕 トーホウキャサリン号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ダノンテアトロ号
（非抽選馬） 1頭 クリノローランサン号
※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。

24016 8月19日 曇 稍重 （30札幌2）第2日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時40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
1：07．5
1：06．5

良
良

11 マサノアッレーグラ 牝3芦 54 J．モレイラ中村 時子氏 大竹 正博 日高 道見牧場 488＋ 21：10．8 2．0�
（伯刺）

611 ダイメイスズ 牝3鹿 54 M．デムーロ宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 438＋10 〃 クビ 3．7�
714 アルレーサー 牡3鹿 56 田中 勝春�エーティー 昆 貢 浦河 杵臼牧場 444＋ 21：11．01� 27．2�
35 ファーベライト 牝3黒鹿54 三浦 皇成ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 476± 0 〃 ハナ 4．0�
23 ワンダースイルーロ 牡3黒鹿56 国分 恭介山本 能成氏 森田 直行 新ひだか フクダファーム 508＋ 41：11．85 33．1	
36 サルーバアスール 牝3鹿 54 石川 倭�アスール 武藤 善則 新ひだか 石川 栄一 478－141：12．01� 162．4


（北海道）

47 モンパルナス 牡3鹿 56 C．ルメール 栗嶋 豊明氏 牧浦 充徳 新冠 大林ファーム B466＋10 〃 アタマ 24．2�
612 ラストノビーガール 牝3栗 54

51 ▲三津谷隼人嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 396－ 6 〃 アタマ 291．3�
59 セイウンキャンティ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 ガーベラパー
クスタツド 426± 01：12．1� 187．7

24 レッドテオドーラ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 国枝 栄 千歳 社台ファーム 438＋ 81：12．31� 134．2�
48 デルマシードル 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太浅沼 廣幸氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 422－ 61：12．51� 100．4�
510 エイワファースト 牝3鹿 54 勝浦 正樹永井公太郎氏 菊川 正達 新ひだか 千代田牧場 450＋ 21：12．71� 31．4�
815 ラ ブ セ イ ナ 牝3鹿 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 404＋ 81：13．01	 49．7�
12 ヒロノエイタツ 牡3鹿 56

54 △菊沢 一樹サンエイ開発� 北出 成人 浦河 川越ファーム 466－ 41：13．1クビ 23．0�
713 ミヤビチーター 牡3鹿 56 松岡 正海村上 義勝氏 高橋 文雅 新ひだか 静内白井牧場 484＋101：14．05 115．4�
816 タイプツーエー 
3栗 56 藤岡 康太安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444－ 61：16．0大差 147．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，177，400円 複勝： 43，492，900円 枠連： 12，835，600円
馬連： 49，056，100円 馬単： 27，406，400円 ワイド： 37，034，400円
3連複： 72，282，400円 3連単： 103，576，500円 計： 380，861，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 140円 � 360円 枠 連（1－6） 330円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 210円 �� 980円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 6，870円

票 数

単勝票数 計 351774 的中 � 136868（1番人気）
複勝票数 計 434929 的中 � 124424（1番人気）� 89349（2番人気）� 19194（6番人気）
枠連票数 計 128356 的中 （1－6） 29435（1番人気）
馬連票数 計 490561 的中 �� 105390（1番人気）
馬単票数 計 274064 的中 �� 34025（1番人気）
ワイド票数 計 370344 的中 �� 56439（1番人気）�� 8438（9番人気）�� 8760（8番人気）
3連複票数 計 722824 的中 ��� 21994（5番人気）
3連単票数 計1035765 的中 ��� 10922（9番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．6―46．8―58．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 1，8（5，16）7，13（4，10，15）14，3，11（2，6）12＝9 4 1（5，8）（7，14）（4，15，11）10（3，16）（2，13，6，12）－9

勝馬の
紹 介

マサノアッレーグラ �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2018．2．4 東京3着

2015．5．17生 牝3芦 母 プランタンシャルム 母母 アワプランタン 7戦1勝 賞金 14，300，000円
〔制裁〕 デルマシードル号の騎手加藤祥太は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミヤビチーター号・タイプツーエー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月

19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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ゴールドシャッツ号・ナイトレイド号・ノーモアサイレンス号・マヤノフロスティ号・メープルリキュール号
（非抽選馬） 2頭 ニシノゲンセキ号・ヤマニンルリエ号
※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。



24017 8月19日 曇 稍重 （30札幌2）第2日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30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

712 カウディーリョ 牡2黒鹿54 J．モレイラ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 426 ―1：52．0 4．0�
（伯刺）

58 リオンリオン 牡2鹿 54 福永 祐一寺田千代乃氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 486 ―1：52．21 4．5�
711 パラーティウム 牝2黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458 ―1：52．73 33．7�
69 モ ン オ ー ル 牝2栗 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 414 ―1：52．8� 14．6�
57 ロードリバーサル 牡2鹿 54 藤岡 佑介 �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 480 ―1：53．01� 6．8	
11 ディーイストワール 牡2鹿 54 松岡 正海嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 462 ―1：53．21� 5．7

814 ヒッチコック 牡2芦 54 三浦 皇成薪浦 英稔氏 中竹 和也 浦河 荻伏三好フ

アーム 492 ―1：53．52 76．1�
45 グラッパディローザ 牝2鹿 54 M．デムーロ丸山 担氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 470 ― 〃 ハナ 13．0�
813 ディバインフォース 牡2鹿 54 荻野 琢真吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 446 ―1：53．71� 244．2
34 パルティアーモ 牝2鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 ハナ 9．4�
22 ミッキーポテト 牡2黒鹿54 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 522 ―1：54．01	 21．3�
33 マサハヤブリュッヘ 牡2芦 54 藤岡 康太中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 454 ―1：54．95 132．9�
46 ジェミーウェイ 牝2栗 54 桑村 真明 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 458 ―1：55．43 22．8�
（北海道）

610 ヘ ル メ ッ ト 牝2栗 54 四位 洋文�飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 506 ―1：57．4大差 182．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，715，300円 複勝： 42，623，400円 枠連： 12，740，700円
馬連： 47，273，800円 馬単： 23，292，600円 ワイド： 31，356，000円
3連複： 61，048，400円 3連単： 73，854，500円 計： 329，904，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 180円 � 180円 � 560円 枠 連（5－7） 470円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 1，930円

ワ イ ド �� 410円 �� 2，210円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 11，990円 3 連 単 ��� 47，890円

票 数

単勝票数 計 377153 的中 � 77560（1番人気）
複勝票数 計 426234 的中 � 70557（2番人気）� 71735（1番人気）� 14844（10番人気）
枠連票数 計 127407 的中 （5－7） 20964（1番人気）
馬連票数 計 472738 的中 �� 34602（1番人気）
馬単票数 計 232926 的中 �� 9009（2番人気）
ワイド票数 計 313560 的中 �� 21865（1番人気）�� 3451（28番人気）�� 2908（37番人気）
3連複票数 計 610484 的中 ��� 3817（47番人気）
3連単票数 計 738545 的中 ��� 1118（177番人気）

ハロンタイム 12．8―12．4―12．6―13．0―13．5―12．8―12．0―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．2―37．8―50．8―1：04．3―1：17．1―1：29．1―1：40．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．7―3F34．9
1
3
7，8－12（1，11）（3，5，14）2（4，6）（9，10）13
7，8，12（1，11）5（3，2）14（9，6）10（13，4）

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

勝馬の
紹 介

カウディーリョ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス 初出走

2016．3．8生 牡2黒鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヘルメット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月19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または施行団体名を表示している。

24018 8月19日 曇 稍重 （30札幌2）第2日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時00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 コマノレジェンド 牝4黒鹿55 吉田 隼人長谷川芳信氏 伊藤 圭三 むかわ 新井牧場 468＋ 6 58．5 2．7�
812 トラベリング 牡3栗 54 C．ルメール �グリーンファーム高橋 亮 千歳 社台ファーム 490＋ 6 58．71 3．6�
68 ヴ ォ ー ガ 牡4栗 57 桑村 真明一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 436－10 59．02 30．9�

（北海道）

56 カズマペッピーノ 牡4黒鹿57 M．デムーロ 合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 490± 0 59．32 2．9�
22 タイキラメール 牡5栗 57 福永 祐一�大樹ファーム 大久保龍志 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 480＋ 8 59．4クビ 29．4	
55 タイセイパルフェ 牝3黒鹿52 丸山 元気田中 成奉氏 池上 昌和 むかわ 上水牧場 458＋ 2 〃 アタマ 27．9

44 ブランオラージュ 牡4芦 57 藤岡 康太ディアレストクラブ� 田村 康仁 新ひだか 増本牧場 436－ 4 59．5� 18．5�
710 サンデュランゴ 牝4栗 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 472＋ 2 〃 クビ 19．2�
811 サ マ ニ ー �5青鹿57 勝浦 正樹井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B470－ 2 59．71� 90．5
11 サ ル タ ー ト 牝4栗 55 笹川 翼 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 450－ 4 59．8� 43．7�

（大井）

67 カフジフェニックス 牡3芦 54 藤岡 佑介加藤 守氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 468＋ 61：00．43� 51．2�
33 アインツェルカンプ 牡3鹿 54 国分 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 486＋12 （競走中止） 62．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，462，300円 複勝： 33，785，700円 枠連： 9，747，700円
馬連： 42，885，100円 馬単： 24，086，400円 ワイド： 32，302，400円
3連複： 66，972，300円 3連単： 97，107，700円 計： 334，349，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 160円 � 550円 枠 連（7－8） 490円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，160円

ワ イ ド �� 270円 �� 1，140円 �� 1，560円

3 連 複 ��� 4，350円 3 連 単 ��� 14，430円

票 数

単勝票数 計 274623 的中 � 78595（1番人気）
複勝票数 計 337857 的中 � 94015（1番人気）� 56799（3番人気）� 9943（8番人気）
枠連票数 計 97477 的中 （7－8） 15170（2番人気）
馬連票数 計 428851 的中 �� 55393（3番人気）
馬単票数 計 240864 的中 �� 15561（5番人気）
ワイド票数 計 323024 的中 �� 36219（3番人気）�� 6660（12番人気）�� 4791（18番人気）
3連複票数 計 669723 的中 ��� 11537（13番人気）
3連単票数 計 971077 的中 ��� 4877（35番人気）

ハロンタイム 12．4―11．0―11．5―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．4―34．9―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コマノレジェンド �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2016．10．15 東京5着

2014．5．1生 牝4黒鹿 母 コマノスクアーロ 母母 コ マ ノ マ コ 17戦3勝 賞金 35，300，000円
〔騎手変更〕 コマノレジェンド号の騎手横山武史は，第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため吉田隼人に変更。
〔発走状況〕 アインツェルカンプ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

カフジフェニックス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 アインツェルカンプ号は，発走合図直後に立上がり，騎手がバランスをくずし落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 アインツェルカンプ号は，平成30年8月20日から平成30年9月18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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サノノショウグン号・タイセイラビッシュ号
※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。



24019 8月19日 曇 稍重 （30札幌2）第2日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時30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

22 スパイスマジック 牡3芦 54 松岡 正海 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 466－ 81：46．3 6．3�
712 コリーヌヴェルト 牡3黒鹿54 M．デムーロ �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 480－ 21：46．51� 5．1�
610 マイネルネッツ 牡6鹿 57 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 赤石 久夫 484± 0 〃 ハナ 8．9�
33 ミ ュ ゼ ッ ト 牝3栗 52 吉田 隼人ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448－ 61：46．6� 7．2�
711 キミワテンマ 牡3鹿 54 C．ルメール 浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 492－ 4 〃 クビ 3．5	
814 アドマイヤプリヴ �4青鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 440－ 21：46．7クビ 10．4

58 ロードラナキラ 牡3鹿 54 J．モレイラ �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 454－ 2 〃 クビ 7．2�

（伯刺）

69 トウシンタイガー �5鹿 57
54 ▲三津谷隼人�サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 498－ 81：47．01	 214．7�

11 ハギノアグレッシブ 牡3栗 54 横山 典弘日隈 良江氏 松田 国英 浦河 桑田牧場 480－ 21：47．42� 35．0
46 ペイシャボム 牡4鹿 57 五十嵐冬樹北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 470－ 21：47．5クビ 48．4�

（北海道）

813 ライトブリンガー 牡5栗 57 藤岡 佑介�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B466－ 21：47．92� 43．8�
34 ペプチドオーキッド 牡3鹿 54 四位 洋文沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 494＋141：48．0クビ 20．8�
45 グローバルビジネス 牡3鹿 54

53 ☆加藤 祥太窪田 康志氏 浜田多実雄 新ひだか 千代田牧場 494＋101：49．610 198．7�
57 
 ペイシャブルー 牝4黒鹿55 柴山 雄一北所 直人氏 坂口 正則 日高 中川 欽一 434＋181：49．91	 297．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，648，300円 複勝： 45，033，900円 枠連： 15，127，600円
馬連： 65，084，400円 馬単： 27，508，200円 ワイド： 37，792，000円
3連複： 82，444，100円 3連単： 109，186，800円 計： 418，825，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 200円 � 180円 � 240円 枠 連（2－7） 720円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，570円

ワ イ ド �� 650円 �� 840円 �� 600円

3 連 複 ��� 3，250円 3 連 単 ��� 19，060円

票 数

単勝票数 計 366483 的中 � 46056（3番人気）
複勝票数 計 450339 的中 � 60415（3番人気）� 68817（2番人気）� 45329（5番人気）
枠連票数 計 151276 的中 （2－7） 16222（2番人気）
馬連票数 計 650844 的中 �� 30657（6番人気）
馬単票数 計 275082 的中 �� 5771（16番人気）
ワイド票数 計 377920 的中 �� 14957（8番人気）�� 11234（12番人気）�� 16481（5番人気）
3連複票数 計 824441 的中 ��� 18981（8番人気）
3連単票数 計1091868 的中 ��� 4153（54番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―12．0―12．5―12．9―12．6―12．4―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．1―42．6―55．5―1：08．1―1：20．5―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F38．2
1
3
10（7，11）－（6，14）3－12，5，2（1，9）8－4－13
10（7，14，9）11，6（3，2）8（5，12）－（1，4）－13

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

勝馬の
紹 介

スパイスマジック �
�
父 ローエングリン �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．10．29 新潟10着

2015．1．27生 牡3芦 母 ホワイトペッパー 母母 レッドチリペッパー 8戦2勝 賞金 16，250，000円
〔騎手変更〕 ペイシャブルー号の騎手横山武史は，第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため柴山雄一に変更。
※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 アレーグル号・アンチャーテッド号・カンタベリーマイン号・キャッチヒストリー号・グラスチャンプ号・

トミケンボハテル号・ロードスターダスト号
※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。

24020 8月19日 曇 稍重 （30札幌2）第2日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走14時00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
1：58．6
1：56．1

良
良

56 ルヴォワール 牝4青鹿55 J．モレイラ �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 538＋162：02．3 1．8�
（伯刺）

68 タンタグローリア 牝4鹿 55 藤岡 佑介�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 394＋ 62：02．51� 6．3�

69 ゴージャスガール 牝6黒鹿55 池添 謙一飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 452－ 42：02．71� 54．1�
710 アドマイヤアルパマ 牝4鹿 55 C．ルメール 近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 426± 02：02．91� 7．0�
22 リリックドラマ 牝4鹿 55 M．デムーロゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454－ 62：03．11� 3．1	
33 シ ア ン 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 424＋ 62：03．2クビ 53．3

45 アルティマヒート 牝5栗 55 柴山 雄一 �キャロットファーム 高柳 大輔 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 22：03．3� 177．6�
711 ビレッジソング 牝7鹿 55 城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 442＋ 42：03．61� 143．6�
812 ショウナンサザナミ 牝4鹿 55 三浦 皇成国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B416－122：03．81 69．4
57 レ ユ シ ッ ト 牝3黒鹿52 丸山 元気落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 川島牧場 B458＋ 42：03．9� 39．9�
44 ピスカデーラ 牝4鹿 55 小崎 綾也名古屋友豊� 池添 学 安平 ノーザンファーム 466－ 22：04．32� 88．2�
11 クリノローランサン 牝3鹿 52

49 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 様似 様似渡辺牧場 390＋ 42：05．15 336．8�
813 フィーリングハート 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 82：11．0大差 240．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 40，383，700円 複勝： 39，796，200円 枠連： 12，525，700円
馬連： 47，682，800円 馬単： 31，775，600円 ワイド： 31，683，900円
3連複： 70，379，000円 3連単： 124，217，400円 計： 398，444，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 120円 � 160円 � 450円 枠 連（5－6） 630円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，130円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 5，450円 3 連 単 ��� 10，430円

票 数

単勝票数 計 403837 的中 � 170733（1番人気）
複勝票数 計 397962 的中 � 122907（1番人気）� 60661（3番人気）� 14333（5番人気）
枠連票数 計 125257 的中 （5－6） 15346（2番人気）
馬連票数 計 476828 的中 �� 58104（2番人気）
馬単票数 計 317756 的中 �� 27480（3番人気）
ワイド票数 計 316839 的中 �� 31813（2番人気）�� 6698（7番人気）�� 5033（10番人気）
3連複票数 計 703790 的中 ��� 9676（10番人気）
3連単票数 計1242174 的中 ��� 8628（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．8―35．9―48．4―1：01．1―1：13．9―1：26．1―1：38．2―1：50．0

コーナー
通過順位

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

2
4

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

ルヴォワール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Green Tune デビュー 2017．1．8 中山1着

2014．1．22生 牝4青鹿 母 リュヌドール 母母 Luth D’Or 4戦3勝 賞金 23，696，000円
〔その他〕 シアン号は，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〕 フィーリングハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月19日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 シアン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年9月19日まで出走できない。
※クリノローランサン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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。



24021 8月19日 曇 稍重 （30札幌2）第2日 第9競走 ��
��1，500�ク ロ ー バ ー 賞

発走14時35分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：29．1
1：29．1

良
良

33 ウインゼノビア 牝2栗 54 松岡 正海�ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 464＋ 41：32．2 3．1�
56 パブロフテソーロ 牡2鹿 54 吉田 隼人了德寺健二ホール

ディングス� 武井 亮 新ひだか 木村 秀則 536＋ 41：32．73 19．6�
711	 クラヴィスオレア 牡2黒鹿54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 462± 01：32．8
 11．9�
45 ア カ ネ サ ス 牝2鹿 54 M．デムーロ林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 502＋ 21：32．9� 2．3�
69 ナーゲルリング 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 浦河 浦河小林牧場 436－ 4 〃 アタマ 48．7	
57 � スズカユース 牝2栗 54 三浦 皇成永井 啓弍氏 田中 淳司 新ひだか グランド牧場 448－ 4 〃 クビ 41．6


（北海道）

11 ア ド レ 牝2鹿 54 横山 典弘 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 昆 貢 新ひだか 橋本牧場 442± 01：33．11 4．8�

68 � トーセンガーネット 牝2鹿 54 笹川 翼島川 �哉氏 小久保 智 日高 有限会社 エ
スティファーム 450± 01：33．31 79．4

（浦和） （大井）

22 � クラファルコン 牡2鹿 54 宮崎 光行倉見 利弘氏 松本 隆宏 日高 倉見牧場 504＋ 41：33．4
 85．9�
（北海道） （北海道）

813� サキコトレーヴォ 牝2青鹿54 石川 倭平賀 眞吾氏 米川 昇 浦河 栄進牧場 448－10 〃 クビ 153．9�
（北海道） （北海道）

710 タイドオブハピネス 牡2黒鹿54 福永 祐一 �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 444＋ 21：33．71� 26．3�

44 � セ ツ ゲ ツ カ 牡2鹿 54 桑村 真明�MBR 角川 秀樹 新冠 田渕牧場 444－161：34．55 338．5�
（北海道） （北海道）

（12頭）
812� アンビートゥン 牡2黒鹿54 J．モレイラ�辻牧場 田中 淳司 浦河 辻 牧場 ― （出走取消）

（北海道） （伯刺）

売 得 金
単勝： 54，129，900円 複勝： 44，961，800円 枠連： 15，726，100円
馬連： 62，919，600円 馬単： 37，718，500円 ワイド： 38，349，800円
3連複： 79，449，100円 3連単： 145，738，700円 計： 478，993，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 340円 � 330円 枠 連（3－5） 1，540円

馬 連 �� 2，180円 馬 単 �� 3，190円

ワ イ ド �� 590円 �� 1，040円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 8，760円 3 連 単 ��� 39，820円

票 数

単勝票数 差引計 541299（返還計 317） 的中 � 139863（2番人気）
複勝票数 差引計 449618（返還計 440） 的中 � 110838（2番人気）� 27918（5番人気）� 29033（4番人気）
枠連票数 差引計 157261（返還計 4 ） 的中 （3－5） 7908（8番人気）
馬連票数 差引計 629196（返還計 1094） 的中 �� 22294（6番人気）
馬単票数 差引計 377185（返還計 546） 的中 �� 8841（10番人気）
ワイド票数 差引計 383498（返還計 658） 的中 �� 17675（5番人気）�� 9447（10番人気）�� 3685（23番人気）
3連複票数 差引計 794491（返還計 2930） 的中 ��� 6800（27番人気）
3連単票数 差引計1457387（返還計 4622） 的中 ��� 2653（106番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．7―31．1―43．7―56．4―1：08．7―1：20．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F35．8

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

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

勝馬の
紹 介

ウインゼノビア �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．6．2 東京2着

2016．3．15生 牝2栗 母 ゴシップクイーン 母母 レディゴシップ 3戦2勝 賞金 24，087，000円
〔出走取消〕 アンビートゥン号は，疾病〔左口角炎〕のため出走取消。
※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。

24022 8月19日 曇 稍重 （30札幌2）第2日 第10競走 ��
��1，000�お お ぞ ら 特 別

発走15時10分 （ダート・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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

44 � コパノキッキング 	3黒鹿54 藤岡 康太小林 祥晃氏 村山 明 米 Reiley
McDonald 470－ 2 57．6 1．4�

68 テイエムチェロキー 牡4鹿 57 丸山 元気竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 478＋ 2 58．45 13．6�
56 ク ラ シ コ 牡6鹿 57 J．モレイラ林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 510－12 58．5
 7．1�

（伯刺）

55 サクレディーヴァ 牝5芦 55 C．ルメール K.S．ヤップ氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 524－ 6 〃 クビ 14．1�
710 エンゲージリング 牝3芦 52 勝浦 正樹�ミルファーム 大江原 哲 日高 佐々木 康治 472－ 8 58．71 19．0�
67 タマモコーラス 牝4黒鹿55 四位 洋文タマモ	 武 英智 新ひだか 曾我 博 460＋ 2 59．33
 6．8

811 シアワセデス 牝5鹿 55 池添 謙一窪田 康志氏 浜田多実雄 浦河 有限会社

吉田ファーム 494＋ 2 59．4
 88．4�
812� アメリカントップ 牡5鹿 57 藤岡 佑介吉澤 克己氏 田中 博康 米 Barron-

stown Stud B514－ 2 59．5
 139．1�
22 � グレートブレス 牡6栗 57 城戸 義政 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 524＋ 4 59．92
 221．5
33 ト キ ワ 牝6鹿 55 小崎 綾也田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 482＋12 〃 アタマ 68．2�
79 リリーウイナー 牡6鹿 57 加藤 祥太土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 522－ 2 〃 アタマ 261．9�
11 � フェリシアルチア 牝4栗 55 松岡 正海浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 506± 01：02．3大差 45．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 59，694，900円 複勝： 146，804，900円 枠連： 21，138，100円
馬連： 86，808，700円 馬単： 64，427，400円 ワイド： 52，422，500円
3連複： 124，076，300円 3連単： 278，710，500円 計： 834，083，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 190円 � 150円 枠 連（4－6） 230円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 320円 �� 230円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 3，590円

票 数

単勝票数 計 596949 的中 � 335988（1番人気）
複勝票数 計1468049 的中 � 1095792（1番人気）� 52580（4番人気）� 86325（3番人気）
枠連票数 計 211381 的中 （4－6） 70451（1番人気）
馬連票数 計 868087 的中 �� 86163（3番人気）
馬単票数 計 644274 的中 �� 54877（3番人気）
ワイド票数 計 524225 的中 �� 41825（3番人気）�� 66483（2番人気）�� 13752（10番人気）
3連複票数 計1240763 的中 ��� 63354（6番人気）
3連単票数 計2787105 的中 ��� 56229（10番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．3―11．2―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．3―34．6―45．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�コパノキッキング �
�
父 Spring At Last �

�
母父 Gold Halo デビュー 2018．2．4 京都1着

2015．3．7生 	3黒鹿 母 Celadon 母母 Chalna 4戦3勝 賞金 30，659，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェリシアルチア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年9月19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 グランドポピー号
※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。

２レース目



24023 8月19日 曇 稍重 （30札幌2）第2日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第54回札 幌 記 念（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�
減

札幌市長賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

12 サングレーザー 牡4青鹿57 福永 祐一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 488＋ 22：01．1 5．2�
35 マ カ ヒ キ 牡5鹿 57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506＋ 6 〃 ハナ 4．3�
815 モズカッチャン 牝4黒鹿55 M．デムーロ �キャピタル・システム �島 一歩 日高 目黒牧場 484 〃 アタマ 6．9�
612 サウンズオブアース 牡7黒鹿57 藤岡 佑介吉田 照哉氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 496－ 22：01．2	 70．4�
510 スティッフェリオ 牡4鹿 57 丸山 元気 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 442± 02：01．51	 57．5	
59 
 サクラアンプルール 牡7栗 57 吉田 隼人�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 480＋ 2 〃 ハナ 13．1

47 ゴーフォザサミット 牡3黒鹿54 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 新ひだか 矢野牧場 498＋ 22：01．71� 19．2�
36 クロコスミア 牝5黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 430 2：01．8	 52．6�
24 マイスタイル 牡4鹿 57 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 454－ 62：02．22 10．4
611 ナイトオブナイツ 牡5栗 57 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 千歳 社台ファーム 456－ 22：02．3� 148．0�
23 アストラエンブレム 5鹿 57 藤岡 康太 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 476＋122：02．4� 98．6�
713 スズカデヴィアス 牡7黒鹿57 三浦 皇成永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 512± 0 〃 クビ 24．9�
714 ミッキースワロー 牡4鹿 57 横山 典弘野田みづき氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 482＋ 82：02．82� 5．7�
48 ネオリアリズム 牡7栗 57 J．モレイラ �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 512 2：02．9� 7．6�

（伯刺）

11 マルターズアポジー 牡6鹿 57 柴田 善臣藤田 在子氏 堀井 雅広 新冠 山岡牧場 530－ 22：03．0クビ 22．9�
816 ア イ ト ー ン 牡3鹿 54 国分 恭介深見 富朗氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 62：04．59 183．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 340，148，100円 複勝： 437，837，200円 枠連： 165，851，600円 馬連： 1，058，802，800円 馬単： 358，702，200円
ワイド： 538，043，600円 3連複： 1，692，840，500円 3連単： 2，266，391，700円 5重勝： 616，268，600円 計： 7，474，886，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 190円 � 230円 枠 連（1－3） 1，170円

馬 連 �� 1，330円 馬 単 �� 2，820円

ワ イ ド �� 620円 �� 890円 �� 730円

3 連 複 ��� 3，590円 3 連 単 ��� 16，590円

5 重 勝
対象競走：新潟10R／札幌10R／小倉11R／新潟11R／札幌11R

キャリーオーバー なし����� 1，083，880円

票 数

単勝票数 計3401481 的中 � 515115（2番人気）
複勝票数 計4378372 的中 � 589290（3番人気）� 623836（2番人気）� 477139（4番人気）
枠連票数 計1658516 的中 （1－3） 109061（2番人気）
馬連票数 計10588028 的中 �� 614286（1番人気）
馬単票数 計3587022 的中 �� 95222（4番人気）
ワイド票数 計5380436 的中 �� 228965（1番人気）�� 151171（8番人気）�� 189897（5番人気）
3連複票数 計16928405 的中 ��� 352863（4番人気）
3連単票数 計22663917 的中 ��� 99037（13番人気）
5重勝票数 計6162686 的中 ����� 398

ハロンタイム 12．5―10．4―11．5―12．1―12．6―12．4―12．0―12．6―12．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―22．9―34．4―46．5―59．1―1：11．5―1：23．5―1：36．1―1：48．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．6
1
3
1，16，8，4（6，10）－（2，7）－（3，9）14（12，13）11，5－15・（1，4）8（6，16，10）（2，7）（3，14，9，13）（12，11，5）－15

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

勝馬の
紹 介

サングレーザー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Deputy Minister デビュー 2016．7．9 中京3着

2014．1．13生 牡4青鹿 母 マンティスハント 母母 ウィッチフルシンキング 15戦7勝 賞金 312，999，000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。

24024 8月19日 曇 稍重 （30札幌2）第2日 第12競走 ��
��1，200�

お た る

小 � 特 別
発走16時30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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

713 シュエットヌーベル 牝4栗 55 藤岡 康太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド B452＋ 21：10．5 3．8�

47 � デルマキセキ 牝3鹿 52 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie
Bloodstock B442± 01：10．6	 38．4�

816 ティーカラット 牡3黒鹿54 国分 恭介深見 富朗氏 池添 兼雄 日高 戸川牧場 496－ 2 〃 クビ 19．3�
24 ロードラズライト 
3青鹿54 三浦 皇成 �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 440± 0 〃 ハナ 8．5�
714 リンシャンカイホウ 牡3鹿 54 池添 謙一�KTレーシング 田中 剛 新冠 パカパカ

ファーム 430± 01：10．7クビ 11．7�
48 ジェットコルサ 牡6青 57 丸山 元気尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 476－ 2 〃 ハナ 5．6	
23 ハートイズハート 牡5栗 57 松田 大作北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 452－ 61：10．91� 253．9

611 マイネルパッセ 牡5栗 57 J．モレイラ �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 41：11．11	 3．6�
（伯刺）

35 � マイネルアムニス 牡4芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 畠山 吉宏 米 Dr. Christoph

Berglar 490－ 41：11．2	 14．1�
815�� ボスキャットグレイ 牡5芦 57 藤岡 佑介林 正道氏 橋口 慎介 米 Dr. Jerry Bilinski

& Harry Patten B462± 01：11．41� 54．2
12 � リュウシンローズ 牝4黒鹿55 長岡 禎仁�浜本牧場 堀井 雅広 日高 浜本牧場 460－ 2 〃 クビ 360．0�
510 ポップシンガー 牝4鹿 55 勝浦 正樹村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 454－ 6 〃 ハナ 10．4�
59  ティーズロワール 牝3栗 52 山本咲希到立山 伸二氏 小野 望 新冠 ラツキー牧場 438－ 61：11．5クビ 312．4�

（北海道） （北海道）

36 ジャストザマリン 牝4鹿 55 柴山 雄一ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 522＋ 41：12．13	 21．2�

612 アンフィーサ 牝3栗 52 五十嵐冬樹谷口 祐人氏 川島 洋人 安平 追分ファーム 466－ 41：12．2� 141．3�
（北海道） （北海道）

11 ミコジェンヌ 牝3栗 52 松岡 正海古賀 慎一氏 谷原 義明 浦河 松栄牧場 444－ 21：12．3クビ 102．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 90，293，700円 複勝： 105，869，000円 枠連： 45，220，300円
馬連： 187，210，000円 馬単： 80，583，500円 ワイド： 123，466，100円
3連複： 277，951，200円 3連単： 380，502，500円 計： 1，291，096，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 680円 � 550円 枠 連（4－7） 610円

馬 連 �� 7，570円 馬 単 �� 12，130円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 1，420円 �� 6，560円

3 連 複 ��� 37，360円 3 連 単 ��� 178，200円

票 数

単勝票数 計 902937 的中 � 186657（2番人気）
複勝票数 計1058690 的中 � 207055（1番人気）� 34302（10番人気）� 43339（8番人気）
枠連票数 計 452203 的中 （4－7） 56663（2番人気）
馬連票数 計1872100 的中 �� 19143（27番人気）
馬単票数 計 805835 的中 �� 4979（42番人気）
ワイド票数 計1234661 的中 �� 15229（22番人気）�� 22898（16番人気）�� 4749（53番人気）
3連複票数 計2779512 的中 ��� 5579（106番人気）
3連単票数 計3805025 的中 ��� 1548（506番人気）

ハロンタイム 12．1―11．3―11．4―11．8―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．4―34．8―46．6―58．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュエットヌーベル �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2016．9．4 新潟9着

2014．3．6生 牝4栗 母 クイックメール 母母 タニノメール 18戦3勝 賞金 38，355，000円
［他本会外：2戦0勝］

〔騎手変更〕 ボスキャットグレイ号の騎手横山武史は，第3競走での馬場入場時の落馬負傷のため藤岡佑介に変更。
※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 シュピールカルテ号・ネオヴォイス号
※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。

５レース目



（30札幌2）第2日 8月19日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良後稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 160頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

307，300，000円
17，900，000円
2，940，000円
37，330，000円
6，000，000円
64，589，000円
4，432，000円
1，536，000円

勝馬投票券売得金
801，815，400円
1，063，684，500円
336，165，800円
1，761，302，300円
744，591，900円
1，001，241，000円
2，681，399，100円
3，843，737，200円
616，268，600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
5 重 勝
計 12，850，205，800円

総入場人員 24，650名 （有料入場人員 21，899名）
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