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24025 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第1競走 ��1，500�サラブレッド系2歳
発走9時55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
1：29．3
1：29．3

良
良

55 タマモルミエール 牝2黒鹿54 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 418－ 41：30．9 15．6�
78 エスティエッキー 牝2黒鹿54 丸山 元気 �エスティファーム 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 436－ 81：31．0� 27．1�
22 ラ タ ナ キ リ 牝2芦 54 松岡 正海 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 436－ 81：31．1クビ 6．9�
44 アプリコットベリー 牝2青鹿 54

51 ▲小崎 綾也 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 390－ 21：31．31� 3．6�

77 ウェーブランチャン 牝2青鹿54 藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 466± 01：31．4クビ 4．4	
66 グラマラスカーヴ 牝2黒鹿54 三浦 皇成吉田 照哉氏 高野 友和 千歳 社台ファーム 416＋ 4 〃 ハナ 2．3

33 スノーフォレスト 牝2鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 高木 登 新冠 浜口牧場 438－ 2 〃 クビ 131．9�
11 ネ コ レ ー ヌ 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹桐谷 茂氏 和田 雄二 日高 法理牧場 410－ 21：31．61� 39．3�
810 ペパーミント 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁山本 堅治氏 湯窪 幸雄 日高 いとう牧場 424－ 21：31．7クビ 55．8
89 ベ ニ イ モ ン 牝2鹿 54 田中 博康井門 敏雄氏 南田美知雄 日高 坂 牧場 436＋ 21：32．23 36．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 14，782，200円 複勝： 29，606，300円 枠連： 5，778，000円
馬連： 27，953，600円 馬単： 20，617，200円 ワイド： 16，700，900円
3連複： 41，482，000円 3連単： 80，405，900円 計： 237，326，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 400円 � 680円 � 230円 枠 連（5－7） 2，480円

馬 連 �� 12，730円 馬 単 �� 25，680円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 1，090円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 17，320円 3 連 単 ��� 151，800円

票 数

単勝票数 計 147822 的中 � 7538（5番人気）
複勝票数 計 296063 的中 � 18771（5番人気）� 10122（6番人気）� 39107（4番人気）
枠連票数 計 57780 的中 （5－7） 1800（9番人気）
馬連票数 計 279536 的中 �� 1701（26番人気）
馬単票数 計 206172 的中 �� 602（48番人気）
ワイド票数 計 167009 的中 �� 1685（23番人気）�� 4042（10番人気）�� 1965（18番人気）
3連複票数 計 414820 的中 ��� 1796（41番人気）
3連単票数 計 804059 的中 ��� 384（272番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．8

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

勝馬の
紹 介

タマモルミエール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2014．8．23 札幌4着

2012．3．10生 牝2黒鹿 母 チャームライト 母母 ジ ャ ビ ラ バ 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 ラタナキリ号は，枠入り不良。

24026 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時20分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

68 ピサノナイトレイ 牝3鹿 54
51 ▲小崎 綾也市川 義美氏 吉村 圭司 浦河 杵臼牧場 456＋ 6 59．4 1．5�

11 ナガラブルボン 牡3鹿 56 秋山真一郎長良レーシングクラブ 高橋 亮 浦河 グラストレーニ
ングセンター 468＋ 2 59．61� 19．9�

44 プロセキューション 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 加野牧場 474－ 61：00．13 74．8�
56 ゴッドマザー 牝3栗 54 柴山 雄一寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 440＋ 2 〃 クビ 22．4�
710 ティアップシンガー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 452－ 61：00．31� 61．2�
55 ダノンブロンコ �3鹿 56 村田 一誠�ダノックス 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 456＋ 41：00．51� 16．5	
812	 ディプロムソング 牡3芦 56 中谷 雄太林 正道氏 矢作 芳人 米 Southern Equine

Stables, LLC 476－ 2 〃 クビ 4．7

79 サンドミエシュ 牝3黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹 �キャロットファーム 武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420－ 21：00．71� 12．3�

33 グリーンフラッシュ 牡3栗 56 松岡 正海山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 沼田 照秋 528± 01：00．8クビ 24．6
67 メイショウヴェスタ 牝3鹿 54 古川 吉洋松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 450＋ 81：01．33 142．7�
22 リ コ リ ッ チ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 494± 01：01．4
 167．5�
811 ヴァリアンティー 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 前田 宗将 420＋ 21：02．14 11．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，329，300円 複勝： 56，339，500円 枠連： 6，420，600円
馬連： 24，301，400円 馬単： 20，142，100円 ワイド： 14，553，500円
3連複： 33，114，100円 3連単： 65，969，600円 計： 236，170，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 330円 � 850円 枠 連（1－6） 1，520円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，410円 �� 6，790円

3 連 複 ��� 15，890円 3 連 単 ��� 47，630円

票 数

単勝票数 計 153293 的中 � 77606（1番人気）
複勝票数 計 563395 的中 � 422444（1番人気）� 12921（6番人気）� 4275（9番人気）
枠連票数 計 64206 的中 （1－6） 3271（5番人気）
馬連票数 計 243014 的中 �� 11724（6番人気）
馬単票数 計 201421 的中 �� 7458（6番人気）
ワイド票数 計 145535 的中 �� 6390（5番人気）�� 2626（16番人気）�� 523（41番人気）
3連複票数 計 331141 的中 ��� 1562（47番人気）
3連単票数 計 659696 的中 ��� 1004（135番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．9―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．5―35．4―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピサノナイトレイ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2014．2．22 京都4着

2011．3．17生 牝3鹿 母 シェナンドアリバー 母母 ア リ シ ー ナ 10戦1勝 賞金 15，590，000円

第２回 札幌競馬 第３日



24027 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

11 デルマシズカチャン 牝3栗 54
51 ▲小崎 綾也浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム 468＋201：47．9 3．0�

68 グレイスビクトリア 牝3栗 54
51 ▲長岡 禎仁飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 458＋ 61：48．75 4．1�

710 クィーンオブシバ 牝3鹿 54 勝浦 正樹小野 博郷氏 新開 幸一 新冠 須崎牧場 492＋ 81：48．91� 8．2�
45 ウインバレリーナ 牝3鹿 54 黛 弘人�ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 416＋ 61：49．22 7．8�
44 アルレジェンヌ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 448＋ 21：49．73 8．2	
22 トーセンパピー 牝3黒鹿54 柴山 雄一島川 
哉氏 中川 公成 新冠 秋田牧場 452＋ 21：49．8� 29．6�
33 ブライティアスワン 牝3芦 54 横山 和生小林 昌志氏 的場 均 平取 雅 牧場 528± 01：49．9クビ 20．8�
812 ピ ア ー ノ 牝3鹿 54 丸田 恭介�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 490＋ 41：50．0� 31．6
56 パイストロピカル 牝3鹿 54 松岡 正海�ミルファーム 畠山 重則 浦河 ミルファーム 442＋ 41：50．21� 41．6�
711 ラブシューペ 牝3青 54 中谷 雄太増田 陽一氏 大和田 成 新ひだか 松田牧場 436＋101：51．26 207．2�
813 プラネタリウム 牝3鹿 54 丸山 元気飯田 正剛氏 松田 博資 新ひだか 千代田牧場 424－ 8 〃 クビ 10．0�
69 クイズリングテラス 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹要海 伸治氏 崎山 博樹 浦河 高野牧場 446＋ 81：51．3クビ 15．8�
57 トゥーレドゥー 牝3鹿 54 吉田 隼人 Viridian Keiba Club 伊藤 正徳 浦河 富田牧場 B446＋ 21：52．25 224．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，412，100円 複勝： 22，794，900円 枠連： 9，113，000円
馬連： 26，219，200円 馬単： 17，093，500円 ワイド： 15，572，500円
3連複： 35，477，000円 3連単： 51，049，700円 計： 192，731，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 150円 � 210円 枠 連（1－6） 410円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 380円 �� 660円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，290円 3 連 単 ��� 8，810円

票 数

単勝票数 計 154121 的中 � 40450（1番人気）
複勝票数 計 227949 的中 � 44491（1番人気）� 40371（2番人気）� 24068（4番人気）
枠連票数 計 91130 的中 （1－6） 17217（1番人気）
馬連票数 計 262192 的中 �� 24017（1番人気）
馬単票数 計 170935 的中 �� 8981（1番人気）
ワイド票数 計 155725 的中 �� 11234（1番人気）�� 5796（7番人気）�� 6467（6番人気）
3連複票数 計 354770 的中 ��� 11582（2番人気）
3連単票数 計 510497 的中 ��� 4201（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．5―31．5―44．7―57．6―1：09．6―1：22．2―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

デルマシズカチャン �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 ジェイドロバリー デビュー 2013．8．11 新潟17着

2011．4．10生 牝3栗 母 アドマイヤアイリス 母母 アンシャンテ 7戦1勝 賞金 8，400，000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。
（非当選馬） 1頭 ハギノフェリス号
（非抽選馬） 1頭 アルカンジュ号

24028 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時15分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

710 リリークライマー 牡3鹿 56
53 ▲小崎 綾也土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 460± 01：46．6 6．3�

69 ダンスールクレール �3鹿 56
53 ▲井上 敏樹有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：46．81� 5．4�

22 ホ ト ト ヤ エ 牝3黒鹿54 津村 明秀井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ
ファーム B476＋ 6 〃 アタマ 65．9�

45 クリューサオール 牡3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B528＋ 2 〃 クビ 1．8�

44 マルカシグナス �3芦 56 吉田 隼人河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 448＋ 21：46．9クビ 22．7	
812 レオウィッシュ 牡3栗 56 横山 和生�レオ 小野 次郎 新ひだか 前谷 武志 B474± 01：47．11� 8．4

813 デンコウエポック 牡3鹿 56 古川 吉洋田中 康弘氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 466－ 61：47．73� 27．1�
711 セントコロナ 牡3栗 56 岩田 康誠 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 498± 01：47．91� 13．8�
68 パラディドル 牝3黒鹿54 柴山 雄一 �ローレルレーシング 坂口 正則 新冠 高瀬牧場 436＋ 21：48．11� 61．3
57 ゴールデンスキトマ 牡3栗 56

53 ▲長岡 禎仁 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 480± 01：48．2� 279．7�
11 ユーガッタフレンド 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 蛯名 利弘 浦河 宮内牧場 B484－ 41：48．41� 224．8�

56 ウィアーワン 牝3鹿 54 藤田 伸二 �グランデオーナーズ 高橋 康之 浦河 中島牧場 486－ 81：49．46 21．8�
33 ソルシエシチー 牡3栗 56 菱田 裕二 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 438± 01：49．82� 95．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，903，900円 複勝： 33，288，300円 枠連： 7，661，300円
馬連： 29，031，800円 馬単： 21，322，000円 ワイド： 17，302，300円
3連複： 38，750，100円 3連単： 66，126，700円 計： 231，386，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 250円 � 260円 � 1，120円 枠 連（6－7） 1，330円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 550円 �� 3，870円 �� 3，300円

3 連 複 ��� 19，460円 3 連 単 ��� 80，710円

票 数

単勝票数 計 179039 的中 � 22468（3番人気）
複勝票数 計 332883 的中 � 37579（3番人気）� 37183（4番人気）� 6418（9番人気）
枠連票数 計 76613 的中 （6－7） 4439（5番人気）
馬連票数 計 290318 的中 �� 13522（4番人気）
馬単票数 計 213220 的中 �� 4787（12番人気）
ワイド票数 計 173023 的中 �� 8793（4番人気）�� 1101（34番人気）�� 1295（30番人気）
3連複票数 計 387501 的中 ��� 1493（50番人気）
3連単票数 計 661267 的中 ��� 594（229番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．2―12．2―12．3―12．7―12．9―13．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．9―42．1―54．4―1：07．1―1：20．0―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．2―3F39．5
1
3
2，6－（1，11）3－（10，13）（4，9）7，12－8－5
2－6，11，4（1，10，13）－（9，12）5（3，7）－8

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

勝馬の
紹 介

リリークライマー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Kingmambo デビュー 2013．12．22 阪神17着

2011．3．23生 牡3鹿 母 パ フ ェ 母母 Meringue Pie 9戦1勝 賞金 8，750，000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 アグネスオピニオン号・ゴッドエンペラー号・テイエムペガサス号



24029 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第5競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走12時05分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：09．5
1：07．8

良
良

66 タマモクラリティー 牝2鹿 54 岩田 康誠タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 438 ―1：11．2 2．8�
33 ヴィヴィッドモズ 牡2黒鹿54 丸山 元気北側 雅司氏 森 秀行 浦河 村下 明博 436 ―1：11．73 3．0�
77 メイショウモイライ 牝2鹿 54 田中 博康松本 好雄氏 中内田充正 浦河 吉田 又治 398 ―1：11．8� 5．0�
11 サンセットビーチ 牡2鹿 54 菱田 裕二 �社台レースホース加用 正 千歳 社台ファーム 418 ― 〃 アタマ 4．0�
22 パパラヴズマンボ 牝2青鹿54 横山 和生�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 428 ―1：12．22� 34．9	
55 レジェンドパワー 牡2黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也西村新一郎氏 中野 栄治 日高 旭 牧場 436 ―1：13．26 17．4

44 フレンドガール 牝2黒鹿54 津村 明秀横尾 晴人氏 武市 康男 浦河 南部 功 430 ―1：13．83� 24．3�

（7頭）

売 得 金
単勝： 14，137，100円 複勝： 15，136，000円 枠連： 発売なし
馬連： 26，070，700円 馬単： 19，454，600円 ワイド： 10，662，000円
3連複： 27，743，400円 3連単： 76，269，200円 計： 189，473，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 140円 �� 210円 �� 240円

3 連 複 ��� 460円 3 連 単 ��� 2，400円

票 数

単勝票数 計 141371 的中 � 39674（1番人気）
複勝票数 計 151360 的中 � 44828（1番人気）� 32806（2番人気）
馬連票数 計 260707 的中 �� 42237（1番人気）
馬単票数 計 194546 的中 �� 15328（2番人気）
ワイド票数 計 106620 的中 �� 22597（1番人気）�� 11927（2番人気）�� 9672（5番人気）
3連複票数 計 277434 的中 ��� 45059（1番人気）
3連単票数 計 762692 的中 ��� 23039（3番人気）

ハロンタイム 12．6―11．7―11．8―11．7―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―24．3―36．1―47．8―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモクラリティー �

父 ハーツクライ �


母父 ヘ ネ シ ー 初出走

2012．4．17生 牝2鹿 母 チャームダイヤ 母母 ダイヤモンドピアス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 レジェンドパワー号の騎手松田大作は，病気のため小崎綾也に変更。

24030 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第6競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12時35分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

714 ビキニスタイル 牝3黒鹿54 菱田 裕二石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 428± 02：02．9 5．0�

23 トーセンマルシェ 牝3黒鹿54 三浦 皇成島川 �哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：03．64 6．2�
612 マーシャルシップ 牡3青鹿56 岩田 康誠前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 474＋ 62：03．7� 3．9�
611 ストームインパクト 牡3鹿 56 四位 洋文�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 468＋ 82：03．91� 15．6�
816 コパノミクス 牡3青 56 藤岡 康太小林 祥晃氏 宮 徹 日高 ヤナガワ牧場 454＋ 2 〃 クビ 7．8	
59 ペイグラブル 牝3栗 54 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大久保洋吉 日高 白井牧場 464－122：04．0� 47．7

48 シャイニーパティオ 牝3鹿 54

51 ▲長岡 禎仁小林 昌志氏 武井 亮 平取 雅 牧場 426＋ 22：04．21 114．1�
815 ライトパープル 牡3鹿 56 小林 徹弥�フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 468± 02：04．3	 11．6
35 スカラブルー 牝3栗 54 丸田 恭介 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 396－ 62：04．61	 170．4�
36 クリノキングムーン 牡3黒鹿56 松岡 正海栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 B422－ 4 〃 ハナ 57．6�
47 クリノミユキチャン 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 今井 秀樹 440－ 22：04．81� 161．3�
12 ブルーロータス 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 千歳 社台ファーム B482＋ 8 〃 アタマ 6．1�

713 モーレアモーレ 牝3栗 54 黛 弘人�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 464± 0 〃 ハナ 46．6�
11 
 コスモソウルメイト 牡3青鹿56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 米 Gary L.

Chervenell 500± 0 〃 ハナ 159．2�
24 エイシンルフィー 牡3鹿 56 秋山真一郎�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 498＋ 62：05．01� 13．0�
510 ゴッドエンペラー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B450± 02：05．32 27．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 14，825，700円 複勝： 24，907，700円 枠連： 11，068，600円
馬連： 29，985，400円 馬単： 17，705，000円 ワイド： 16，559，600円
3連複： 40，059，100円 3連単： 57，541，100円 計： 212，652，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 160円 � 190円 � 160円 枠 連（2－7） 1，170円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，350円

ワ イ ド �� 490円 �� 410円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 11，910円

票 数

単勝票数 計 148257 的中 � 23412（2番人気）
複勝票数 計 249077 的中 � 40576（1番人気）� 32706（3番人気）� 40368（2番人気）
枠連票数 計 110686 的中 （2－7） 7289（6番人気）
馬連票数 計 299854 的中 �� 16851（2番人気）
馬単票数 計 177050 的中 �� 5644（2番人気）
ワイド票数 計 165596 的中 �� 8552（2番人気）�� 10638（1番人気）�� 8510（3番人気）
3連複票数 計 400591 的中 ��� 13447（1番人気）
3連単票数 計 575411 的中 ��� 3500（7番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．5―36．1―49．1―1：02．1―1：14．4―1：26．5―1：38．5―1：50．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．4
1
3
13－6（5，2，14）11（1，9，15）10（7，8）12（3，4）－16・（13，14）6，5（2，11）（1，9，15）8，10（7，12）3（16，4）

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

勝馬の
紹 介

ビキニスタイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．11．23 京都4着

2011．5．12生 牝3黒鹿 母 フィバリッシュ 母母 ヘ バ 8戦1勝 賞金 8，340，000円
※ゴッドエンペラー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



24031 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時05分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

810 ベルフィオーレ 牝3黒鹿52 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 420± 01：45．3 1．5�
22 ハヤブサペコチャン 牝4栗 55 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B468＋ 21：45．83 2．9�
66 ホワイトアルバム 牝6芦 55 小林 徹弥薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 520－ 21：46．86 77．5�
11 アスカクイン 牝3栗 52 菱田 裕二上野 武氏 本間 忍 新ひだか 藤原牧場 472＋ 2 〃 クビ 56．5�
44 チャードリー 牝5青鹿55 池添 謙一�G1レーシング 和田 雄二 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 426－ 21：47．0� 37．2�
33 クリノプリムラ 牝3栗 52

49 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 438＋ 2 〃 クビ 92．1	
89 シュヴァリエ 牝3栗 52 藤田 伸二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか カントリー牧場 442＋ 21：47．1� 22．8

55 ファストソング 牝4栗 55 黛 弘人田島榮二郎氏 谷原 義明 新ひだか 出羽牧場 494＋101：47．2クビ 39．7�
77 スズカシャーマン 牝3芦 52 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 466＋16 〃 クビ 8．7�
78 テイエムペガサス 牝3黒鹿52 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B454＋ 21：48．26 169．1

（10頭）

売 得 金
単勝： 22，916，800円 複勝： 55，981，500円 枠連： 8，041，700円
馬連： 35，993，900円 馬単： 28，520，700円 ワイド： 15，669，600円
3連複： 42，379，000円 3連単： 97，908，700円 計： 307，411，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 110円 � 390円 枠 連（2－8） 170円

馬 連 �� 160円 馬 単 �� 240円

ワ イ ド �� 140円 �� 690円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，820円 3 連 単 ��� 3，750円

票 数

単勝票数 計 229168 的中 � 120709（1番人気）
複勝票数 計 559815 的中 � 318536（1番人気）� 155377（2番人気）� 6671（8番人気）
枠連票数 計 80417 的中 （2－8） 36236（1番人気）
馬連票数 計 359939 的中 �� 165553（1番人気）
馬単票数 計 285207 的中 �� 86802（1番人気）
ワイド票数 計 156696 的中 �� 42848（1番人気）�� 4446（9番人気）�� 3890（12番人気）
3連複票数 計 423790 的中 ��� 17387（6番人気）
3連単票数 計 979087 的中 ��� 18921（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．3―43．0―55．8―1：08．5―1：21．0―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベルフィオーレ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Tejano Run デビュー 2013．11．17 京都5着

2011．5．18生 牝3黒鹿 母 ワンフォーローズ 母母 Saucyladygaylord 4戦2勝 賞金 12，600，000円
〔制裁〕 ホワイトアルバム号の騎手小林徹弥は，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。
※テイエムペガサス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

24032 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第8競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳以上

発走13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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

67 エリモフェザー 牝4栗 55 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 434＋ 6 59．1 8．6�
55 ディアゴッホ 牡3栗 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 512± 0 59．31� 2．5�
79 ピンクプリンセス 牝3芦 52 岩田 康誠木村 久子氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 B504＋ 4 59．51� 2．6�
22 ユキノラムセス 牡7栗 57 池添 謙一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 4 59．92	 17．5�
66 シゲルウシュウ 牡3栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 奥山 博 468＋101：00．0
 20．3�
11 キクノアリア 牝3鹿 52

49 ▲井上 敏樹菊池 五郎氏 北出 成人 浦河 松田 憲一 462＋ 6 〃 ハナ 80．6�
811 スリーチアサウス 牝3鹿 52

49 ▲城戸 義政永井商事	 小野 幸治 新ひだか グランド牧場 468＋ 2 〃 ハナ 8．7

810 カウンターハッセキ 牡3鹿 54 柴山 雄一井上 一郎氏 大江原 哲 日高 下河辺牧場 B440± 01：00．42	 52．8�
44 アスキットキング 牡4鹿 57 中谷 雄太中江 隆一氏 柴田 政人 新冠 競優牧場 444＋261：00．5
 74．9�
33 � ブルーモントレー 牝4栗 55

52 ▲小崎 綾也須野牧場 和田 正道 米 Fares
Farm, LLC 478＋ 61：00．92	 16．9�

78 � モエレベローチェ 6青 57
54 ▲長岡 禎仁中村 和夫氏 大竹 正博 浦河 中村 和夫 490－ 81：01．32	 31．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 20，640，300円 複勝： 23，877，400円 枠連： 8，672，300円
馬連： 35，534，400円 馬単： 25，400，400円 ワイド： 19，218，300円
3連複： 44，387，500円 3連単： 90，760，800円 計： 268，491，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 150円 � 110円 � 120円 枠 連（5－6） 650円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，980円

ワ イ ド �� 280円 �� 320円 �� 150円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 6，680円

票 数

単勝票数 計 206403 的中 � 19134（3番人気）
複勝票数 計 238774 的中 � 32425（3番人気）� 66930（1番人気）� 52396（2番人気）
枠連票数 計 86723 的中 （5－6） 10331（3番人気）
馬連票数 計 355344 的中 �� 31240（2番人気）
馬単票数 計 254004 的中 �� 9601（5番人気）
ワイド票数 計 192183 的中 �� 15785（2番人気）�� 12719（3番人気）�� 39858（1番人気）
3連複票数 計 443875 的中 ��� 65434（1番人気）
3連単票数 計 907608 的中 ��� 9842（14番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―35．2―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エリモフェザー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 トワイニング デビュー 2012．7．29 札幌9着

2010．3．13生 牝4栗 母 リトルマーメード 母母 エリモドリーム 17戦3勝 賞金 27，230，000円



24033 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時15分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

66 スワンボート 牡4鹿 57 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 470＋101：46．7 18．0�
22 サウススターマン 牡3黒鹿54 岩田 康誠南波 壽氏 加用 正 新冠 武田 修一 494＋121：47．01� 2．7�
44 アイアムナチュラル 牡3鹿 54 藤田 伸二堀 紘一氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 510＋ 21：47．21� 14．1�
810 マコトグロズヌイ 牡3芦 54 秋山真一郎�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 526＋ 21：47．3� 3．7�
55 ニューハウン 牡4鹿 57 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 萩原 清 日高 日高大洋牧場 528＋ 81：47．4クビ 3．3�
33 ディアイッセイ 牡3鹿 54 黛 弘人ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 498－ 21：47．93 102．0	
77 ショウナンアポロン 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹国本 哲秀氏 古賀 史生 洞	湖 メジロ牧場 B490± 0 〃 ハナ 6．6

89 
 ヴァリュービジョン �5黒鹿57 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新冠 村上 雅規 488－ 41：48．64 67．9�
78 
 アラビアンドラゴン �4芦 57

54 ▲小崎 綾也吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 428± 01：48．7� 75．4�
11 アグネスオピニオン 牡3黒鹿54 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 B476± 01：49．01� 124．4

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，639，800円 複勝： 24，172，100円 枠連： 8，901，800円
馬連： 37，595，900円 馬単： 28，717，600円 ワイド： 17，395，600円
3連複： 43，139，700円 3連単： 95，132，500円 計： 274，695，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，800円 複 勝 � 290円 � 140円 � 270円 枠 連（2－6） 2，190円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 6，720円

ワ イ ド �� 690円 �� 1，610円 �� 660円

3 連 複 ��� 4，700円 3 連 単 ��� 43，070円

票 数

単勝票数 計 196398 的中 � 8699（6番人気）
複勝票数 計 241721 的中 � 18285（6番人気）� 58598（1番人気）� 19874（5番人気）
枠連票数 計 89018 的中 （2－6） 3145（9番人気）
馬連票数 計 375959 的中 �� 13813（9番人気）
馬単票数 計 287176 的中 �� 3204（20番人気）
ワイド票数 計 173956 的中 �� 6573（9番人気）�� 2653（15番人気）�� 6926（7番人気）
3連複票数 計 431397 的中 ��� 6872（16番人気）
3連単票数 計 951325 的中 ��� 1601（121番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．5―43．9―57．0―1：09．4―1：21．8―1：33．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スワンボート �
�
父 キングヘイロー �

�
母父 ティッカネン デビュー 2012．8．4 新潟8着

2010．6．11生 牡4鹿 母 オンワードスワン 母母 オンワードシェーン 20戦2勝 賞金 22，420，000円
［他本会外：1戦1勝］

※アグネスオピニオン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

24034 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第10競走 ��
��1，500�

ち と せ

千 歳 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．8
1：27．8

良
良

45 ニシノミチシルベ 牝3鹿 52 勝浦 正樹西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 川上牧場 468＋ 81：29．0 5．1�
813 マイネヴァリエンテ 牝3鹿 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新冠 ビッグレッドファーム 450＋ 4 〃 アタマ 9．8�
11 ダブルファンタジー 牝4栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 494＋ 61：29．1クビ 19．9�
812 アドマイヤオウジャ 牡4鹿 57 岩田 康誠近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 466－ 21：29．2� 2．9�
22 テーオーレイチェル 牝4芦 55 菱田 裕二小笹 公也氏 岡田 稲男 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B440± 0 〃 ハナ 6．6�
710 ダンツアトラス 牡4鹿 57 横山 和生山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 21：29．3	 22．2	
711 ウインレーベン 牡3青鹿54 三浦 皇成�ウイン 中村 均 日高 モリナガファーム B450－ 21：29．51
 4．8

56 デスティニーシチー 牡4栗 57 秋山真一郎 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 日高 幾千世牧場 478＋ 61：29．6� 20．2�
44 ヒカルブルービー 牡3鹿 54 吉田 隼人ドリームジャパンホースレーシング 古賀 史生 新冠 守矢牧場 488＋ 21：30．13 101．6�
69 � ハーブティー 牝3黒鹿52 佐々木国明迎 徹氏 若松 平 新冠 芳住 鉄兵 506－121：30．2� 171．1

（北海道） （北海道）

33 � マリーナベイ 牡3青鹿52 藤岡 康太保坂 和孝氏 斎藤 誠 豪
Valeata Bloodstock
Pty Ltd, Cap
Jaluca Pty Ltd

480＋ 2 〃 アタマ 11．1�
57 ショウナンアンカー 4栗 57 丸山 元気国本 哲秀氏 北出 成人 新ひだか 静内フアーム 442－ 41：32．0大差 166．6�

（12頭）
68 ウインイルソーレ 牡3鹿 54 黛 弘人�ウイン 高橋 祥泰 新冠 北星村田牧場 490＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 26，769，400円 複勝： 38，630，500円 枠連： 15，688，400円
馬連： 57，947，400円 馬単： 34，021，600円 ワイド： 27，443，600円
3連複： 70，339，800円 3連単： 118，505，800円 計： 389，346，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 200円 � 270円 � 390円 枠 連（4－8） 640円

馬 連 �� 2，150円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，160円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 10，750円 3 連 単 ��� 42，360円

票 数

単勝票数 差引計 267694（返還計 5943） 的中 � 41208（3番人気）
複勝票数 差引計 386305（返還計 12784） 的中 � 58092（2番人気）� 36307（5番人気）� 22515（7番人気）
枠連票数 差引計 156884（返還計 186） 的中 （4－8） 18737（2番人気）
馬連票数 差引計 579474（返還計 34078） 的中 �� 20802（8番人気）
馬単票数 差引計 340216（返還計 19456） 的中 �� 7004（13番人気）
ワイド票数 差引計 274436（返還計 21979） 的中 �� 8868（10番人気）�� 6087（14番人気）�� 3514（29番人気）
3連複票数 差引計 703398（返還計 82418） 的中 ��� 4903（44番人気）
3連単票数 差引計1185058（返還計133734） 的中 ��� 2028（164番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―10．7―11．7―11．8―12．2―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．0―28．7―40．4―52．2―1：04．4―1：16．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．8

3 11，2－4（1，5）（6，13）（3，10，9）7，12
2
4

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

勝馬の
紹 介

ニシノミチシルベ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 セイウンスカイ デビュー 2013．9．14 中山1着

2011．4．9生 牝3鹿 母 ニシノミライ 母母 ニシノフラワー 9戦2勝 賞金 36，091，000円
〔競走除外〕 ウインイルソーレ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※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。



24035 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第11競走 ��
��1，800�H T B 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．8．24以降26．8．24まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道テレビ放送賞（1着）
賞 品
賞 品

本 賞 10，300，000
10，300，000

円
円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円

付 加 賞 180，000
180，000

円
円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

22 ショウナンバーキン 牝4青 53 岩田 康誠国本 哲秀氏 中村 均 新ひだか 静内フアーム 474＋ 41：48．8 5．1�
44 サ ン グ ラ ス 牡3青鹿53 古川 吉洋玉置 潔氏 谷 潔 浦河 冨岡 博一 492＋ 6 〃 同着 15．6�
55 インナーアージ 牝4鹿 52 横山 和生 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 444＋ 61：48．9� 3．8�
33 ウエスタンレベッカ 牝4鹿 54 小林 徹弥西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 442＋ 61：49．11� 29．0�
78 ツクバアズマオー 牡3鹿 53 勝浦 正樹荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 456＋ 2 〃 クビ 5．3�
810 ロ ジ テ ー ル 牡5鹿 55 三浦 皇成久米田正明氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 478＋ 61：49．2クビ 12．5	
11 セ ミ ニ ョ ン 牝6鹿 52 津村 明秀伊達 敏明氏 相沢 郁 日高 サンシャイン

牧場 468＋ 21：49．3� 24．5

811 シャドウライフ 牝5黒鹿53 藤田 伸二飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 462± 01：49．4� 8．8�
67 コスモスターター 牝4栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 鈴木 康弘 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 41：49．61	 5．7�
79 ブレイヴリー 牡3鹿 53 藤岡 康太岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 81：49．92 15．9
66 サ ン グ ッ プ 牡6栗 55 松岡 正海加藤 信之氏 浜田多実雄 日高 加藤ステーブル 486－141：50．0クビ 23．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 36，597，600円 複勝： 61，515，100円 枠連： 28，763，400円
馬連： 155，561，000円 馬単： 70，010，400円 ワイド： 53，480，700円
3連複： 179，758，900円 3連単： 311，192，200円 計： 896，879，300円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

280円
690円 複 勝 �

�
210円
430円 � 170円 枠 連（2－4） 5，680円

馬 連 �� 4，830円 馬 単 ��
��

3，880円
5，280円

ワ イ ド �� 1，420円 ��
��

490円
1，450円

3 連 複 ��� 7，550円 3 連 単 ���
���

23，800円
29，780円

票 数

単勝票数 計 365976 的中 � 57406（2番人気）� 18716（7番人気）
複勝票数 計 615151 的中 � 78320（4番人気）� 29747（7番人気）� 115895（1番人気）
枠連票数 計 287634 的中 （2－4） 3923（20番人気）
馬連票数 計1555610 的中 �� 24919（22番人気）
馬単票数 計 700104 的中 �� 6778（35番人気）�� 4952（48番人気）
ワイド票数 計 534807 的中 �� 9341（19番人気）�� 30424（2番人気）�� 9096（20番人気）
3連複票数 計1797589 的中 ��� 17848（25番人気）
3連単票数 計3111922 的中 ��� 4741（178番人気） ��� 3786（230番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―36．9―49．3―1：01．6―1：13．4―1：25．4―1：37．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ショウナンバーキン �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．1．13 京都2着

2010．1．21生 牝4青 母 ショウナンマライア 母母 ショウナンアイドル 21戦4勝 賞金 50，021，000円
サ ン グ ラ ス �

�
父 スタチューオブリバティ �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2013．7．7 函館1着

2011．4．26生 牡3青鹿 母 ノッティングギャル 母母 ウェディングダイヤ 13戦3勝 賞金 31，454，000円
〔騎手変更〕 ウエスタンレベッカ号の騎手松田大作は，病気のため小林徹弥に変更。
〔制裁〕 コスモスターター号の騎手黛弘人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番）

24036 8月30日 晴 良 （26札幌2）第3日 第12競走 ��
��2，600�

しゃこたん

積 丹 特 別
発走16時05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 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．8
2：37．3

良
良

56 オ ム ニ バ ス 牡4青鹿57 藤岡 康太 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 492＋ 22：42．8 3．4�

33 フォントルロイ 牡5鹿 57 小崎 綾也大林 一彦氏 村山 明 安平 ノーザンファーム 492＋ 22：42．9� 3．7�
22 クリノクレオパトラ 牝3黒鹿52 荻野 琢真栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 450＋ 42：43．43 10．1�
812 グレートヴァリュー 牡6黒鹿57 柴山 雄一小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 458－ 42：43．61� 19．7�
55 ツクバインドラ 牡4鹿 57 丸田 恭介吉橋 計氏 戸田 博文 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B464＋ 42：43．81� 64．5�
68 マイネルカーミン 牡5黒鹿57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新ひだか 田湯牧場 B486± 0 〃 ハナ 21．5	
67 マーヴェリックス 牝4鹿 55 吉田 隼人市川 義美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 460＋ 42：43．9� 29．8

79 ネルトスグアサ 牡4黒鹿57 丸山 元気福田 光博氏 小桧山 悟 浦河 中脇 満 454± 02：44．11	 98．7�
44 
 セルリアンディンゴ 牡6黒鹿57 古川 吉洋�イクタ 福島 信晴 むかわ フラット牧場 468－ 42：44．31	 7．2
710
 リッカタキシード 牡7黒鹿57 松岡 正海立花 幸雄氏 藤沢 則雄 日高 宝寄山 忠則 452－102：45．04 80．7�
11 スワーヴカイザー 牡3青 54 菱田 裕二諏訪 守氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 534± 02：45．42� 6．4�
811 モンサンカノープス 牡3鹿 54 津村 明秀山下 新一氏 牧 光二 新冠 川島牧場 530＋ 42：46．89 7．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，112，200円 複勝： 42，777，100円 枠連： 17，830，700円
馬連： 72，776，400円 馬単： 38，156，700円 ワイド： 32，863，800円
3連複： 88，567，100円 3連単： 157，089，500円 計： 476，173，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 130円 � 130円 � 230円 枠 連（3－5） 600円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 260円 �� 660円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，640円 3 連 単 ��� 5，910円

票 数

単勝票数 計 261122 的中 � 60121（1番人気）
複勝票数 計 427771 的中 � 92953（1番人気）� 92787（2番人気）� 36230（5番人気）
枠連票数 計 178307 的中 （3－5） 22669（1番人気）
馬連票数 計 727764 的中 �� 96418（1番人気）
馬単票数 計 381567 的中 �� 24129（1番人気）
ワイド票数 計 328638 的中 �� 36216（1番人気）�� 11611（7番人気）�� 14888（5番人気）
3連複票数 計 885671 的中 ��� 40292（3番人気）
3連単票数 計1570895 的中 ��� 19268（6番人気）

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

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―24．8―37．3―50．6―1：02．4―1：15．3―1：28．1―1：40．5―1：53．1―2：05．7―2：18．3―2：30．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オ ム ニ バ ス �
�
父 Authorized �

�
母父 Gone West デビュー 2012．8．26 新潟8着

2010．2．19生 牡4青鹿 母 キュームレイト 母母 Honoria 20戦2勝 賞金 28，997，000円
〔騎手変更〕 グレートヴァリュー号の騎手松田大作は，病気のため柴山雄一に変更。
〔制裁〕 オムニバス号の騎手藤岡康太は，2周目4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：8番・1番・2

番・9番）



（26札幌2）第3日 8月30日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 137頭 本 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 手 当

165，410，000円
8，540，000円
1，370，000円
14，490，000円
49，123，000円
3，562，000円
1，315，200円

勝馬投票券売得金
245，066，400円
429，026，400円
127，939，800円
558，971，100円
341，161，800円
257，422，400円
685，197，700円
1，267，951，700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 3，912，737，300円

総入場人員 13，843名 （有料入場人員 12，671名）
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