
23025 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第1競走 ��1，000�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

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
58．5
57．7

良
重

33 キラットダイヤ 牝2栗 54
51 ▲団野 大成�ビリオンスター上原 博之 新ひだか 服部 牧場 456－ 41：00．0 1．8�

22 ス ト レ ガ 牝2栗 54
51 ▲菅原 明良清川 信弘氏 浅野洋一郎 新冠 佐藤 静子 448－101：00．21� 26．2�

66 スピーニディローザ 牝2栗 54 石川裕紀人矢野 秀春氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 444＋ 21：00．83� 5．5�
44 ディーエスプルーフ 牡2鹿 54 C．ルメール 秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 432－ 81：01．11� 6．5�
88 ゴーンホーム 牡2青鹿54 荻野 極窪田 康志氏 高柳 大輔 新ひだか 千代田牧場 454－ 2 〃 クビ 14．8�
55 フェイバリット 牡2黒鹿54 原田 和真島川 	哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 450＋ 41：01．31 17．2

11 ウインマーシャル 牡2鹿 54

53 ☆横山 武史�ウイン 鈴木 伸尋 安平 吉田牧場 486－ 21：01．62 7．8�
77 アイブランコ 牡2栗 54 柴山 雄一井上 勇人氏 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482 ―1：01．8� 64．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 24，997，700円 複勝： 44，814，600円 枠連： 発売なし
馬連： 29，245，600円 馬単： 19，324，300円 ワイド： 22，296，400円
3連複： 37，742，900円 3連単： 84，370，600円 計： 262，792，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 390円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 570円 �� 240円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 2，670円 3 連 単 ��� 11，830円

票 数

単勝票数 計 249977 的中 � 115325（1番人気）
複勝票数 計 448146 的中 � 272461（1番人気）� 10633（7番人気）� 40957（2番人気）
馬連票数 計 292456 的中 �� 12221（9番人気）
馬単票数 計 193243 的中 �� 5369（9番人気）
ワイド票数 計 222964 的中 �� 9342（9番人気）�� 27932（3番人気）�� 4453（16番人気）
3連複票数 計 377429 的中 ��� 10567（11番人気）
3連単票数 計 843706 的中 ��� 5170（42番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―34．8―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キラットダイヤ 
�
父 サウスヴィグラス 

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．7．6 函館2着

2017．3．3生 牝2栗 母 テ ツ ナ ゴ オ 母母 フライトオブエンジェルス 3戦1勝 賞金 9，100，000円

23026 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

牝；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

813 アドマイヤビーナス 牝3栗 54 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466－ 81：44．7 9．0�
57 ハートウォーミング 牝3青鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B432－ 61：45．34 5．9�
22 プリマヴォルタ 牝3鹿 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 矢野 英一 新冠 松浦牧場 418± 01：45．51 42．4�
46 スカーレットサクラ 牝3栗 54 川島 信二新井 浩明氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 494－161：45．6� 12．1�
711 ジューンハルジオン 牝3黒鹿 54

51 ▲団野 大成吉川 潤氏 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 444－ 81：45．7クビ 5．5�
610 モーンストルム 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 B426－ 21：45．8� 10．3	
712 ノーブルテラ 牝3鹿 54

51 ▲菅原 明良吉木 伸彦氏 久保田貴士 新ひだか 服部 牧場 480－ 61：46．33 4．1

33 カ リ ッ サ 牝3栗 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社

ノースヒルズ 404－ 81：46．4クビ 23．2�
11 ガーデンコンサート 牝3鹿 54 C．ルメール �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 450－ 41：46．72 5．4�
34 ミスジャスミン 牝3鹿 54 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 422＋ 21：47．65 34．5
69 メジャーセブンス 牝3栗 54

53 ☆横山 武史 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 476＋ 2 〃 ハナ 30．3�
58 リップグロス 牝3栗 54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか ケイアイファーム 426－ 41：48．02� 21．9�
814 パリッシュブルー 牝3栗 54 城戸 義政大野 富生氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 424－121：49．06 174．9�
45 ヤマトフェニックス 牝3鹿 54 石川裕紀人醍醐 徹氏 田村 康仁 浦河 �川 啓一 B456＋ 21：50．06 193．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 26，350，900円 複勝： 44，319，300円 枠連： 10，952，200円
馬連： 44，606，500円 馬単： 21，760，600円 ワイド： 38，189，700円
3連複： 69，989，200円 3連単： 76，105，000円 計： 332，273，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 380円 � 260円 � 930円 枠 連（5－8） 3，780円

馬 連 �� 3，450円 馬 単 �� 3，800円

ワ イ ド �� 1，260円 �� 5，660円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 29，580円 3 連 単 ��� 144，060円

票 数

単勝票数 計 263509 的中 � 23190（5番人気）
複勝票数 計 443193 的中 � 30211（7番人気）� 51066（4番人気）� 10909（11番人気）
枠連票数 計 109522 的中 （5－8） 2241（14番人気）
馬連票数 計 446065 的中 �� 9992（15番人気）
馬単票数 計 217606 的中 �� 4286（15番人気）
ワイド票数 計 381897 的中 �� 8045（15番人気）�� 1706（55番人気）�� 2892（34番人気）
3連複票数 計 699892 的中 ��� 1774（98番人気）
3連単票数 計 761050 的中 ��� 383（480番人気）

ハロンタイム 6．6―11．4―12．2―12．0―12．1―12．1―12．5―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―18．0―30．2―42．2―54．3―1：06．4―1：18．9―1：31．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤビーナス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Sunriver デビュー 2018．10．7 京都3着

2016．1．22生 牝3栗 母 ウィーミスフランキー 母母 Starinthemeadow 6戦1勝 賞金 8，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマトフェニックス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月3日まで平地

競走に出走できない。

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３日



23027 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第3競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走10時55分 （芝・右）
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 フクノナルボンヌ 牝3栗 54 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社
ケイズ 486＋ 81：09．1 5．3�

815 アセンダント 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 436－ 6 〃 アタマ 2．3�

12 バームブラック 牝3黒鹿54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム B434± 01：09．31� 21．1�

11 ゴールドエクセル 牝3栗 54
51 ▲団野 大成居城 寿与氏 深山 雅史 新冠 北勝ファーム 424－ 41：09．4� 49．5�

35 	 ブライトンテソーロ 牡3黒鹿56 岩田 康誠了德寺健二ホール
ディングス� 栗田 徹 英 Merry Fox

Stud Limited 468－ 4 〃 クビ 6．3�
611 テーオーターゲット 牡3黒鹿56 藤岡 康太小笹 公也氏 藤岡 健一 浦河 三嶋牧場 B486－101：09．82� 13．6	
47 ストレイトスタイル 牝3黒鹿54 荻野 琢真廣崎利洋HD� 青木 孝文 新ひだか 藤原牧場 408－ 2 〃 ハナ 95．3

36 ファンシーラン 牝3鹿 54 黛 弘人岡村 善行氏 牧 光二 新ひだか 西村 和夫 418－ 41：09．9� 70．0�
48 オビワンズドーン 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史�富士開発 古賀 史生 新ひだか 高橋フアーム 448＋ 41：10．0� 26．4�
23 ストロングガルム 牡3鹿 56

53 ▲菅原 明良村木 篤氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 452± 01：10．21� 136．4
59 セレーネワルツ 牝3栗 54 桑村 真明 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 鈴木 孝志 新ひだか タイヘイ牧場 410－ 81：10．3クビ 311．7�
（北海道）

816 ベストチャーム 牝3鹿 54 池添 謙一中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 414－ 2 〃 クビ 5．6�
713 バトルアグレッシブ 牡3黒鹿56 横山 典弘宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 490± 0 〃 アタマ 23．9�
714 レッドルーナ 牝3青鹿54 柴山 雄一 �東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 462－141：10．51� 55．2�
510 ウォーターリベルテ 牡3鹿 56 吉田 隼人山岡 正人氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 432－ 81：10．6� 48．2�
612 ウインパーチェ 牡3黒鹿56 原田 和真�ウイン 加用 正 平取 スガタ牧場 442－101：13．5大差 319．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 23，184，300円 複勝： 33，218，100円 枠連： 9，694，400円
馬連： 32，092，300円 馬単： 16，605，300円 ワイド： 27，869，300円
3連複： 48，951，700円 3連単： 54，873，200円 計： 246，488，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 160円 � 110円 � 240円 枠 連（2－8） 440円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，580円

ワ イ ド �� 280円 �� 880円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 10，930円

票 数

単勝票数 計 231843 的中 � 34673（2番人気）
複勝票数 計 332181 的中 � 46203（2番人気）� 107321（1番人気）� 24449（5番人気）
枠連票数 計 96944 的中 （2－8） 16992（1番人気）
馬連票数 計 320923 的中 �� 39753（1番人気）
馬単票数 計 166053 的中 �� 7880（4番人気）
ワイド票数 計 278693 的中 �� 29490（1番人気）�� 7421（10番人気）�� 10414（5番人気）
3連複票数 計 489517 的中 ��� 17704（4番人気）
3連単票数 計 548732 的中 ��� 3638（18番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．1―11．5―11．3―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．9―45．4―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フクノナルボンヌ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．3．9 中山11着

2016．3．31生 牝3栗 母 ピントゥハティ 母母 シーサイドエンゼル 5戦1勝 賞金 7，600，000円
〔制裁〕 ベストチャーム号の騎手池添謙一は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・13番）
〔その他〕 ウインパーチェ号は，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。
〔3走成績による出走制限〕 ストロングガルム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和元年10月3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ピエナアイリス号・ホットスタンプ号
※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。

23028 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第4競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時25分 （ダート・右）

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

45 メイショウオトワ 牝3栗 54
51 ▲菅原 明良松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 太陽牧場 442－ 61：46．6 18．7�

57 エストレラブランコ 牡3栗 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 松山 将樹 日高 長谷川牧場 B424－ 21：47．13 99．0�
69 ラ サ ー サ 牡3栗 56 池添 謙一吉田 勝己氏 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 500＋201：47．31 9．7�
712 ボ ナ セ ー ラ 牡3鹿 56 C．ルメール 山田 貢一氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム B466－ 2 〃 アタマ 2．0�
813 コバルトブルー 牡3栗 56 藤岡 康太青芝商事� 池江 泰寿 千歳 社台ファーム 466＋ 8 〃 ハナ 10．5�
33 マイサンシャイン 牡3栗 56 岩田 康誠三田 昌宏氏 五十嵐忠男 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：47．51 3．5	
22 カシノヴィオレ 牝3栗 54 桑村 真明柏木 務氏 天間 昭一 新ひだか 原口牧場 428－101：47．6� 380．8


（北海道）

58 ビ ケ ッ ト 牝3鹿 54 荻野 極小林竜太郎氏 高柳 大輔 新冠 須崎牧場 428－101：47．7� 46．9�
711 エイユーラトゥール 牡3黒鹿56 加藤 祥太笹部 義則氏 藤沢 則雄 様似 富田 恭司 436－ 41：48．01� 196．2�
814 アルファムーン 牡3栗 56 横山 和生�貴悦 小西 一男 新冠 アサヒ牧場 518＋ 41：48．21� 38．2
34 ジ ェ イ コ ブ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史市川義美ホール
ディングス� 中舘 英二 千歳 社台ファーム 478－ 41：48．41� 36．1�

610 ザプリオレス 牡3鹿 56 城戸 義政村上 稔氏 大橋 勇樹 新冠 中地 義次 508＋101：48．71� 36．2�
11 シ ュ ロ ス 牡3栗 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 486－221：48．8� 9．6�
46 オウケンスターマン 牡3鹿 56 藤岡 佑介福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 B474－ 41：49．01 100．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，042，500円 複勝： 37，763，200円 枠連： 7，659，500円
馬連： 34，457，000円 馬単： 19，011，000円 ワイド： 31，726，500円
3連複： 50，770，400円 3連単： 67，403，700円 計： 280，833，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 370円 � 1，560円 � 310円 枠 連（4－5） 8，000円

馬 連 �� 38，040円 馬 単 �� 66，310円

ワ イ ド �� 6，740円 �� 2，390円 �� 10，310円

3 連 複 ��� 98，900円 3 連 単 ��� 939，760円

票 数

単勝票数 計 320425 的中 � 13698（6番人気）
複勝票数 計 377632 的中 � 28012（6番人気）� 5536（11番人気）� 34870（5番人気）
枠連票数 計 76595 的中 （4－5） 742（21番人気）
馬連票数 計 344570 的中 �� 702（57番人気）
馬単票数 計 190110 的中 �� 215（98番人気）
ワイド票数 計 317265 的中 �� 1208（51番人気）�� 3472（23番人気）�� 787（63番人気）
3連複票数 計 507704 的中 ��� 385（168番人気）
3連単票数 計 674037 的中 ��� 52（1127番人気）

ハロンタイム 6．7―11．1―12．3―12．6―12．5―12．4―12．7―12．8―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―30．1―42．7―55．2―1：07．6―1：20．3―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メイショウオトワ �
�
父 クレスコグランド �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2018．7．14 中京5着

2016．4．1生 牝3栗 母 メイショウヒミコ 母母 サルガソシー 11戦1勝 賞金 14，800，000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） 3頭 ウインゴライアス号・オールドボンバー号・サトノエレーナ号
※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。



23029 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第5競走 ��
��1，200�2歳新馬

発走12時15分 （芝・右）
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
1：09．1
1：07．8

良
良

814 ヒルノマリブ 牝2鹿 54 勝浦 正樹�ヒルノ 北出 成人 新冠 山岡ファーム 486 ―1：09．8 9．9�
45 カワキタアジン 牝2鹿 54 加藤 祥太川島 吉男氏 杉山 晴紀 新冠 川島牧場 458 ―1：10．44 51．9�
46 メイプルプレゼント 牝2黒鹿54 川島 信二節 英司氏 高市 圭二 新冠 安達 洋生 440 ―1：10．5� 64．9�
58 サ ン ラ イ ト 牡2鹿 54 松田 大作�三嶋牧場 上村 洋行 新ひだか 原口牧場 438 ―1：11．35 13．4�
711 シ ャ チ 牡2鹿 54

51 ▲菅原 明良中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 438 ―1：11．4� 122．2	
610 ワンダーカムラング 牡2黒鹿54 藤岡 佑介山本 能成氏 小崎 憲 浦河 高昭牧場 468 ― 〃 クビ 34．8

69 ラブミーレディー 牝2黒鹿54 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 456 ―1：11．61� 1．7�
22 タカシーフェイス 牡2栗 54 岩田 康誠佐々木 勉氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 484 ―1：11．7クビ 15．5�
33 パンザーアタック 牡2鹿 54 菱田 裕二 �アフロin El Paso 石坂 公一 浦河 高昭牧場 440 ― 〃 同着 67．1
11 トーセンヴォーグ 牡2鹿 54 吉田 隼人島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 466 ―1：12．33� 24．5�
34 	 ヴ ィ ト ー 牡2鹿 54 池添 謙一中辻 明氏 西園 正都 英

Mike Channon
Bloodstock
Limited

490 ― 〃 ハナ 20．4�
813 グランドジュビリー 牡2鹿 54 C．ルメール 保坂 和孝氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 476 ―1：12．4クビ 7．2�
712 ヴ ィ ル ベ ル 牝2栗 54

53 ☆横山 武史吉田 千津氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 402 ―1：14．010 22．7�
57 シ ニ ョ ー ラ 牝2鹿 54

51 ▲団野 大成阿部榮乃進氏 加用 正 厚真 阿部 栄乃進 450 ―1：14．85 235．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，876，500円 複勝： 38，709，700円 枠連： 11，483，400円
馬連： 36，071，400円 馬単： 20，017，800円 ワイド： 32，307，200円
3連複： 50，775，800円 3連単： 63，200，700円 計： 289，442，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 400円 � 1，210円 � 1，580円 枠 連（4－8） 4，150円

馬 連 �� 14，160円 馬 単 �� 26，950円

ワ イ ド �� 4，330円 �� 4，380円 �� 9，200円

3 連 複 ��� 65，430円 3 連 単 ��� 334，450円

票 数

単勝票数 計 368765 的中 � 31060（3番人気）
複勝票数 計 387097 的中 � 28071（4番人気）� 8129（10番人気）� 6110（11番人気）
枠連票数 計 114834 的中 （4－8） 2142（15番人気）
馬連票数 計 360714 的中 �� 1973（38番人気）
馬単票数 計 200178 的中 �� 557（72番人気）
ワイド票数 計 323072 的中 �� 1933（40番人気）�� 1908（41番人気）�� 901（69番人気）
3連複票数 計 507758 的中 ��� 582（157番人気）
3連単票数 計 632007 的中 ��� 137（775番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．1―11．6―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．2―45．8―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルノマリブ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 シアトルダンサーⅡ 初出走

2017．3．19生 牝2鹿 母 パレガルニエ 母母 ダービーベター 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィルベル号・シニョーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和元年9月3日ま

で平地競走に出走できない。

23030 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第6競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時45分 （芝・右）
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

45 ナ ミ ブ 牡3鹿 56
53 ▲菅原 明良�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 440－ 22：02．8 5．9�

710 レッドクレオス 牡3栗 56 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 470± 0 〃 クビ 5．2�
11 サトノダイナスティ 牡3鹿 56

55 ☆横山 武史 �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 458－ 22：02．9� 2．1�
68 アイアムレジェンド 牡3鹿 56 藤岡 康太�グランド牧場 橋田 満 新ひだか グランド牧場 488＋ 82：03．32 6．1�
813� ドリームライクエマ 牝3栗 54 川島 信二ニューワールドレー

シング� 矢作 芳人 愛 Nausicaa
Syndicate 414－ 42：03．61� 85．7	

56 � レーヴナイト 牡3栗 56 吉田 隼人 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 愛 Barron-
stown Stud 490＋ 4 〃 クビ 47．8


711 ショウナンアーサー 牡3黒鹿56 岩田 康誠国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 502－142：03．92 26．1�
22 ル ル ド 牡3鹿 56 荻野 極 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 杉山 晴紀 新ひだか タガミファーム 416± 02：04．53	 76．4�
33 ケンブリッジウルス 牡3青鹿56 国分 恭介中西 宏彰氏 大根田裕之 浦河 山口 義彦 470－ 42：04．71	 23．2
812 マーガレットリバー 牡3鹿 56 藤岡 佑介�フクキタル 藤岡 健一 新冠 パカパカ

ファーム 500－ 22：05．55 11．0�
57 ドンキースタイル 牡3黒鹿56 中谷 雄太廣崎利洋HD� 矢作 芳人 浦河 富田牧場 456－ 82：05．71	 81．0�
44 � エスカレードフジ 牡3鹿 56 黛 弘人ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Bugle Hill

Farm, LLC 516－ 22：05．91
 40．2�
69 アテングローリー 牡3鹿 56 古川 吉洋玉置 潔氏 谷 潔 浦河 丸幸小林牧場 454－ 42：06．0� 217．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，038，700円 複勝： 22，080，200円 枠連： 5，884，700円
馬連： 25，350，700円 馬単： 13，258，800円 ワイド： 22，026，300円
3連複： 35，880，000円 3連単： 50，436，200円 計： 192，955，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 150円 � 140円 � 120円 枠 連（4－7） 1，180円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，590円

ワ イ ド �� 610円 �� 230円 �� 280円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 10，520円

票 数

単勝票数 計 180387 的中 � 24387（3番人気）
複勝票数 計 220802 的中 � 32002（3番人気）� 37509（2番人気）� 58419（1番人気）
枠連票数 計 58847 的中 （4－7） 3837（4番人気）
馬連票数 計 253507 的中 �� 11770（6番人気）
馬単票数 計 132588 的中 �� 2765（14番人気）
ワイド票数 計 220263 的中 �� 7915（8番人気）�� 27262（2番人気）�� 20406（3番人気）
3連複票数 計 358800 的中 ��� 22711（1番人気）
3連単票数 計 504362 的中 ��� 3475（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．2―48．1―1：00．8―1：13．6―1：26．0―1：38．5―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F36．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナ ミ ブ �
�
父 ナカヤマフェスタ �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2018．6．3 東京12着

2016．2．13生 牡3鹿 母 マイネジャンヌ 母母 イットウリョウダン 19戦1勝 賞金 10，100，000円
〔制裁〕 サトノダイナスティ号の騎手横山武史は，4コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：3番）



23031 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第7競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13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
1：40．9
1：40．9

重
重

34 スマートセラヴィー 牡3栗 54 C．ルメール 大川 徹氏 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 498± 01：45．5 2．5�
45 � ブロッコリー 牡4鹿 57 丹内 祐次嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 476－ 61：46．14 27．3�
22 サンレイファイト 牡3栗 54

51 ▲団野 大成永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 450＋ 21：46．73� 16．5�
33 グッドヘルスバイオ 牡3芦 54 池添 謙一バイオ� 池添 学 平取 坂東牧場 470＋ 61：46．91 8．2�
57 エンダウメント 牡3黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 500－ 8 〃 クビ 2．0�
610� ジャックナイフ 牡5鹿 57 岩田 康誠岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 竹中牧場 462－ 21：47．85 67．0	
69 サンウェーコ 牡3鹿 54 原田 和真 �加藤ステーブル 根本 康広 日高 ノースガーデン 476－13 〃 アタマ 286．0

814 ダノンシティ 牡3鹿 54 藤岡 佑介�ダノックス 橋口 慎介 新ひだか ケイアイファーム 468± 0 〃 クビ 24．4�
11 クリノカポネ �4鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 436＋101：48．0	 33．8�
712� ファイトエルフ �5青鹿57 横山 和生西村 健氏 水野 貴広 むかわ 市川牧場 446＋ 41：48．1� 200．7
46 シルヴァーメテオ 牡5芦 57 桑村 真明ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 478－ 41：48．42 119．8�

（北海道）

58 アルマスティング �3栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 小島牧場 490－ 21：48．93 43．5�
813 リ ッ キ ー 牡4芦 57 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 新ひだか フジワラフアーム 512－ 21：49．0� 67．3�
711 パブロフテソーロ 牡3鹿 54 黛 弘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 538＋ 61：50．27 153．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，246，800円 複勝： 32，202，100円 枠連： 9，403，200円
馬連： 34，535，500円 馬単： 19，619，200円 ワイド： 29，102，600円
3連複： 50，367，000円 3連単： 75，490，800円 計： 277，967，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 160円 � 500円 � 270円 枠 連（3－4） 2，320円

馬 連 �� 3，590円 馬 単 �� 4，750円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 660円 �� 2，960円

3 連 複 ��� 11，470円 3 連 単 ��� 42，950円

票 数

単勝票数 計 272468 的中 � 84420（2番人気）
複勝票数 計 322021 的中 � 64681（2番人気）� 13442（6番人気）� 29508（4番人気）
枠連票数 計 94032 的中 （3－4） 3141（8番人気）
馬連票数 計 345355 的中 �� 7436（13番人気）
馬単票数 計 196192 的中 �� 3092（16番人気）
ワイド票数 計 291026 的中 �� 7080（11番人気）�� 11893（5番人気）�� 2410（24番人気）
3連複票数 計 503670 的中 ��� 3293（30番人気）
3連単票数 計 754908 的中 ��� 1274（112番人気）

ハロンタイム 7．2―11．9―12．0―12．4―12．2―12．2―12．6―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．2―19．1―31．1―43．5―55．7―1：07．9―1：20．5―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．8―3F37．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

スマートセラヴィー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Mr. Greeley デビュー 2018．9．23 阪神2着

2016．3．3生 牡3栗 母 スマートオーシャン 母母 Ocean Queen 10戦2勝 賞金 21，889，000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。

23032 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第8競走 ��1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右）（500万円以下）

牝；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
1：45．7
1：43．9

良
良

78 ターフェルムジーク 牝4鹿 55 古川 吉洋 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 430－ 81：48．0 28．6�
44 アドマイヤアルパマ 牝5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 438＋ 61：48．1� 6．1�
55 レースガーデン 牝3芦 52 藤岡 康太金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470＋16 〃 アタマ 2．7�
22 ハッシュゴーゴー 牝3鹿 52

49 ▲菅原 明良吉田 千津氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 438－ 41：48．3� 57．1�
33 セントセシリア 牝3栗 52 中谷 雄太田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 392＋ 21：49．15 26．5	
810 メイショウハナグシ 牝3鹿 52 池添 謙一松本 好雄氏 飯田 祐史 新冠 八木 明広 470－181：49．2� 8．8

11 マイタイムオブデイ 牝3栗 52

49 ▲団野 大成 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 446＋ 61：49．3� 14．7�
66 ア ラ ス カ 牝3鹿 52

51 ☆横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 402＋ 61：49．4� 3．8�
67 ジ ェ ン メ オ 牝3黒鹿52 石川裕紀人 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 474＋161：49．82� 32．4
811 エリーキャナル 牝3栗 52 菱田 裕二 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 日高 森永牧場 488＋ 81：50．12 152．6�
79 アイワナビリーヴ 牝3黒鹿52 吉田 隼人 DMMドリームクラブ� 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 474＋141：50．52� 6．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 29，858，000円 複勝： 33，483，900円 枠連： 7，306，700円
馬連： 39，191，000円 馬単： 20，116，600円 ワイド： 29，047，300円
3連複： 50，907，000円 3連単： 75，281，100円 計： 285，191，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，860円 複 勝 � 400円 � 170円 � 140円 枠 連（4－7） 2，540円

馬 連 �� 6，200円 馬 単 �� 16，520円

ワ イ ド �� 1，180円 �� 940円 �� 350円

3 連 複 ��� 3，500円 3 連 単 ��� 45，630円

票 数

単勝票数 計 298580 的中 � 8351（8番人気）
複勝票数 計 334839 的中 � 15748（7番人気）� 52626（3番人気）� 73590（2番人気）
枠連票数 計 73067 的中 （4－7） 2221（11番人気）
馬連票数 計 391910 的中 �� 4898（22番人気）
馬単票数 計 201166 的中 �� 913（50番人気）
ワイド票数 計 290473 的中 �� 5910（16番人気）�� 7512（13番人気）�� 23471（2番人気）
3連複票数 計 509070 的中 ��� 10893（12番人気）
3連単票数 計 752811 的中 ��� 1196（158番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―36．0―47．8―59．8―1：11．7―1：23．6―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ターフェルムジーク �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．10．9 京都3着

2015．5．15生 牝4鹿 母 アルメーリヒ 母母 プ ア プ ー 14戦2勝 賞金 19，696，000円



23033 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第9競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
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
1：58．6
1：56．1

良
良

77 ル ヴ ォ ル グ 牡3黒鹿54 C．ルメール�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 524－ 62：02．4 1．3�

22 レーガノミクス 牡4鹿 57 藤岡 佑介�G1レーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 516＋ 22：02．82� 4．4�
11 アドマイヤローザ 牝5芦 55 岩田 康誠近藤 利一氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 476＋142：03．33 14．8�
66 ダディーズトリップ 牡3青 54 菱田 裕二田島 大史氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 440＋ 4 〃 アタマ 22．8�
89 メイショウイフウ 牡3黒鹿54 川島 信二松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 494－ 82：03．4クビ 34．8�
55 ギャンブラー 牡4黒鹿 57

56 ☆横山 武史大野 富生氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 516－ 2 〃 ハナ 20．7	
33 コスモレリア 牡4栗 57 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 474＋ 2 〃 クビ 15．3�
44 サンライズアキレス 牡3芦 54 吉田 隼人松岡 隆雄氏 音無 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 490± 02：03．61 29．5�
88 � ラッシュワールド 牡5栗 57

54 ▲団野 大成小林 哲之氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム B482－ 4 〃 クビ 192．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 29，558，900円 複勝： 80，296，700円 枠連： 7，427，500円
馬連： 36，486，700円 馬単： 25，884，000円 ワイド： 28，702，900円
3連複： 50，126，900円 3連単： 119，648，800円 計： 378，132，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 110円 � 190円 枠 連（2－7） 240円

馬 連 �� 250円 馬 単 �� 300円

ワ イ ド �� 140円 �� 300円 �� 580円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 1，510円

票 数

単勝票数 計 295589 的中 � 173317（1番人気）
複勝票数 計 802967 的中 � 591215（1番人気）� 82409（2番人気）� 24787（5番人気）
枠連票数 計 74275 的中 （2－7） 23044（1番人気）
馬連票数 計 364867 的中 �� 109501（1番人気）
馬単票数 計 258840 的中 �� 63911（1番人気）
ワイド票数 計 287029 的中 �� 73471（1番人気）�� 21154（3番人気）�� 9361（10番人気）
3連複票数 計 501269 的中 ��� 41738（3番人気）
3連単票数 計1196488 的中 ��� 57222（2番人気）

ハロンタイム 12．9―11．4―11．9―12．3―13．1―13．2―12．4―11．8―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．3―36．2―48．5―1：01．6―1：14．8―1：27．2―1：39．0―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ル ヴ ォ ル グ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Kitten’s Joy デビュー 2018．10．28 東京1着

2016．2．24生 牡3黒鹿 母 キトゥンカブードル 母母 Easy Slam 5戦2勝 賞金 18，566，000円

23034 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第10競走 ��
��1，000�

そ う え ん

桑 園 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

22 ヒデノヴィーナス 牝3栗 52 藤岡 康太大石 秀夫氏 梅田 智之 日高 瀬戸牧場 456＋10 58．0 7．2�
55 スズカグラーテ 牝5黒鹿55 柴山 雄一永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 B464－ 8 58．31� 13．6�
44 ア カ ネ サ ス 牝3鹿 52 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B492＋ 2 〃 ハナ 1．9�
67 テイエムチェロキー 牡5鹿 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 杉山 晴紀 新冠 カミイスタット 488± 0 58．4� 7．9�
33 ク ー リ ュ 牝5鹿 55 黛 弘人ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 476± 0 〃 クビ 23．0�
79 ポップシンガー 牝5鹿 55 勝浦 正樹村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 456－ 2 58．5クビ 26．8	
11 タマモコーラス 牝5黒鹿55 城戸 義政タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 462＋ 6 58．71	 57．7

810 デザートストーム 牡5黒鹿57 C．ルメールゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 8 〃 クビ 3．9�
66 サンデュランゴ 牝5栗 55 横山 武史 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 484± 0 59．44 158．9�
78 ガ ウ ル 牡4鹿 57 加藤 祥太吉澤 克己氏 庄野 靖志 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 488＋ 8 〃 クビ 39．5
811 インシュラー 
5鹿 57 丹内 祐次 �シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム B452－ 4 59．82� 113．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 51，684，100円 複勝： 57，398，500円 枠連： 12，312，500円
馬連： 66，766，300円 馬単： 34，951，900円 ワイド： 51，562，200円
3連複： 95，419，400円 3連単： 149，543，500円 計： 519，638，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 200円 � 250円 � 120円 枠 連（2－5） 3，490円

馬 連 �� 2，990円 馬 単 �� 5，810円

ワ イ ド �� 980円 �� 350円 �� 540円

3 連 複 ��� 2，550円 3 連 単 ��� 24，210円

票 数

単勝票数 計 516841 的中 � 56923（3番人気）
複勝票数 計 573985 的中 � 65584（3番人気）� 46131（5番人気）� 166752（1番人気）
枠連票数 計 123125 的中 （2－5） 2731（13番人気）
馬連票数 計 667663 的中 �� 17294（12番人気）
馬単票数 計 349519 的中 �� 4509（24番人気）
ワイド票数 計 515622 的中 �� 12458（14番人気）�� 41003（2番人気）�� 24442（6番人気）
3連複票数 計 954194 的中 ��� 27988（7番人気）
3連単票数 計1495435 的中 ��� 4478（87番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．4―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―22．5―33．9―45．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F35．5
3 2（4，5）1，8（3，11）－7（9，10）－6 4 2（4，5）1－（3，8）11（9，7）10－6
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヒデノヴィーナス �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2018．12．15 阪神2着

2016．5．27生 牝3栗 母 タカラハーバー 母母 タカラサイレンス 6戦3勝 賞金 34，366，000円
〔発走状況〕 サンデュランゴ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 サンデュランゴ号は，発走調教再審査。



23035 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第11競走
ディープインパクト追悼競走

��
��2，600�札幌日経オープン（Ｌ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

77 カフジプリンス 牡6栗 56 吉田 隼人加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 522－ 82：40．7 6．3�
44 	 ハッピーグリン 牡4栗 56 服部 茂史会田 裕一氏 田中 淳司 千歳 社台ファーム 456－ 1 〃 クビ 10．7�

（北海道） （北海道）

55 タイセイトレイル 牡4黒鹿56 中谷 雄太田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 488± 02：40．8クビ 6．4�
66 ヴァントシルム 牡5鹿 56 藤岡 康太 �キャロットファーム 須貝 尚介 洞
湖 レイクヴィラファーム B480＋ 62：40．9� 6．4�
22 レノヴァール 牡4鹿 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 514－10 〃 クビ 6．4�
810 モンドインテロ 牡7鹿 58 C．ルメール �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 484－ 62：41．11� 5．0	
33 カ ラ ビ ナ 牡6鹿 56 藤岡 佑介ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518＋ 42：41．41� 7．8

11 ヤマカツライデン 牡7黒鹿56 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 544＋ 42：41．71� 32．4�
89 ロードヴァンドール 牡6栗 57 横山 典弘 �ロードホースクラブ 昆 貢 新ひだか ケイアイファーム B494－ 42：42．02 5．7
78 	 ソーディスイズラヴ 牝5鹿 54 勝浦 正樹古谷 剛彦氏 田中 正二 新ひだか 高橋 義浩 430－ 22：42．53 275．5�

（北海道）

（10頭）

売 得 金
単勝： 74，605，100円 複勝： 110，095，800円 枠連： 29，808，100円
馬連： 188，872，500円 馬単： 69，410，600円 ワイド： 107，555，100円
3連複： 271，605，300円 3連単： 389，319，900円 計： 1，241，272，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 220円 � 280円 � 210円 枠 連（4－7） 3，630円

馬 連 �� 3，320円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，090円 �� 750円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 7，910円 3 連 単 ��� 43，840円

票 数

単勝票数 計 746051 的中 � 94356（3番人気）
複勝票数 計1100958 的中 � 132729（5番人気）� 94179（8番人気）� 145250（3番人気）
枠連票数 計 298081 的中 （4－7） 6350（17番人気）
馬連票数 計1888725 的中 �� 43995（25番人気）
馬単票数 計 694106 的中 �� 8518（46番人気）
ワイド票数 計1075551 的中 �� 25002（25番人気）�� 37718（11番人気）�� 23325（26番人気）
3連複票数 計2716053 的中 ��� 25748（53番人気）
3連単票数 計3893199 的中 ��� 6437（285番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．5―12．5―12．6―13．0―12．7―12．6―12．4―11．5―11．7―11．8―12．3

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�
12．9―25．1―37．6―50．1―1：02．7―1：15．7―1：28．4―1：41．0―1：53．4―2：04．9―2：16．6―2：28．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジプリンス �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．23 札幌12着

2013．3．30生 牡6栗 母 ギンザフローラル 母母 ストロングウィドウ 29戦5勝 賞金 155，812，000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。

23036 8月3日 晴 良 （1札幌1） 第3日 第12競走 ��
��1，200�H B C 賞

発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

北海道放送賞（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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

510 ホープフルサイン 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 480－ 81：08．2 30．5�
815 フォレブルート 牝3鹿 52 池添 謙一林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 432－ 41：08．3� 6．7�
59 スギノヴォルケーノ 牡3鹿 54 岩田 康誠杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 492－ 2 〃 ハナ 2．0�
35 ア リ ア 牝4栗 55 菱田 裕二樋口 稔氏 武 幸四郎 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 61：08．4クビ 37．3�
12 	 ショウナンアリアナ 牝3鹿 52 国分 恭介国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 410－ 61：08．5
 15．2�
24 � エムオータイショウ 牡3鹿 54 桑村 真明大浅 貢氏 角川 秀樹 日高 門別牧場 492－ 41：08．71� 48．8	

（北海道） （北海道）

23 シンデレラメイク 牝4栗 55 柴山 雄一田島 政光氏 島 一歩 日高 モリナガファーム 484－ 81：08．8クビ 13．1

611 ワールドフォーラブ 牝5黒鹿55 吉田 隼人吉澤 克己氏 音無 秀孝 様似 様似渡辺牧場 444－18 〃 アタマ 13．5�
714 サラデコラシオン 牝5栗 55 加藤 祥太川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 448－ 21：08．9
 319．7�
48 センショウユウト 牡4鹿 57 藤岡 佑介川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 480± 0 〃 クビ 9．4
36 プ レ ト リ ア �4鹿 57 荻野 極多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 460＋ 6 〃 ハナ 30．2�
612 ショウナンマッシブ 牡5鹿 57 藤岡 康太国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 474－ 2 〃 ハナ 23．2�
713 ミトノアミーゴ 牡4栗 57 横山 典弘ロイヤルパーク 武 英智 浦河 ディアレスト

クラブ 448－ 61：09．0クビ 86．5�
816 シュエットヌーベル 牝5栗 55 服部 茂史 �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 B456－ 41：09．21
 62．1�
（北海道）

47 トーセンアンバー 牝4鹿 55 横山 和生島川 �哉氏 菊沢 隆徳 日高 有限会社 エ
スティファーム 478＋16 〃 クビ 30．0�

11 ロードラズライト �4青鹿57 C．ルメール �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 450＋121：10．15 16．3�
（16頭）

売 得 金
単勝： 57，711，100円 複勝： 82，490，900円 枠連： 25，951，100円
馬連： 108，556，500円 馬単： 48，723，400円 ワイド： 83，271，300円
3連複： 166，898，900円 3連単： 212，932，200円 計： 786，535，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，050円 複 勝 � 620円 � 190円 � 120円 枠 連（5－8） 750円

馬 連 �� 11，460円 馬 単 �� 28，370円

ワ イ ド �� 3，710円 �� 1，550円 �� 420円

3 連 複 ��� 11，620円 3 連 単 ��� 139，700円

票 数

単勝票数 計 577111 的中 � 15093（11番人気）
複勝票数 計 824909 的中 � 22043（11番人気）� 102066（2番人気）� 250173（1番人気）
枠連票数 計 259511 的中 （5－8） 26723（2番人気）
馬連票数 計1085565 的中 �� 7340（35番人気）
馬単票数 計 487234 的中 �� 1288（84番人気）
ワイド票数 計 832713 的中 �� 5379（42番人気）�� 13206（15番人気）�� 56734（2番人気）
3連複票数 計1668989 的中 ��� 10770（33番人気）
3連単票数 計2129322 的中 ��� 1105（418番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．0―11．3―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．3―33．3―44．6―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．9
3 ・（9，15）－（4，10，11）（1，5，14）（3，2，12）7，8，16，13，6 4 ・（9，15）（4，10）11（5，12）14（1，2）7（3，8）16，13，6

勝馬の
紹 介

ホープフルサイン �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2018．10．21 東京14着

2016．3．8生 牡3黒鹿 母 ステラーホープ 母母 サンデーワールド 8戦2勝 賞金 25，550，000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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アリンナ号・パッションチカ号・ホッコーシェルビー号・ロイヤルメジャー号
※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札幌1）第3日 8月3日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

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

210，100，000円
7，780，000円
21，440，000円
1，180，000円
23，220，000円
62，401，000円
3，900，000円
1，440，000円

勝馬投票券売得金
432，154，600円
616，873，000円
137，883，300円
676，232，000円
328，683，500円
503，656，800円
979，434，500円
1，418，605，700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 5，093，523，400円

総入場人員 10，472名 （有料入場人員 9，321名）
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