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24037 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第1競走 ��
��1，000�サラブレッド系2歳

発走9時55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
58．5
57．7

良
重

22 トーセンミッション 牡2栗 54 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 日高 有限会社 エ
スティファーム B504＋ 21：00．2 7．8�

33 トリアンドルス 牝2栗 54 勝浦 正樹ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 444± 01：00．3� 10．4�
44 キモンダッシュ 牡2鹿 54 田中 博康小林 祥晃氏 沖 芳夫 新ひだか 西村 和夫 470－ 21：00．83 7．0�
11 ポッドフィズ 牝2鹿 54 三浦 皇成小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 456＋ 21：01．12 2．9�
56 ラッキーダン 牡2黒鹿 54

51 ▲井上 敏樹田島榮二郎氏 谷原 義明 日高 木村牧場 B462＋ 8 〃 ハナ 80．6�
811 ジョウショーチカラ 牡2青鹿54 藤田 伸二熊田 義孝氏 高橋 康之 新冠 五丸農場 B502－ 21：01．63 19．2	
710 ス パ ツ ィ オ 牡2黒鹿54 丸田 恭介
辻牧場 上原 博之 浦河 辻 牧場 462＋ 21：02．34 2．5�
79 スイートアリッサム 牝2黒鹿54 荻野 琢真スリースターズレーシング 大和田 成 新ひだか グランド牧場 432± 0 〃 アタマ 22．6�
812 デルマグーリンダイ 牝2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 446＋ 21：02．51� 71．0
55 レ ミ ネ ン ス 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政桐谷 茂氏 中野 栄治 新ひだか 原 フアーム 464± 0 〃 ハナ 185．3�
67 クリノリーチソク 牝2栗 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 408± 01：02．6	 96．1�
68 モズノキセキ 牝2青鹿 54

51 ▲小崎 綾也北側 雅司氏 牧田 和弥 日高 目黒牧場 384＋ 21：03．23	 49．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，381，700円 複勝： 22，631，500円 枠連： 7，359，300円
馬連： 34，409，100円 馬単： 23，682，200円 ワイド： 18，796，000円
3連複： 47，232，700円 3連単： 86，182，300円 計： 255，674，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 260円 � 300円 � 200円 枠 連（2－3） 3，280円

馬 連 �� 3，060円 馬 単 �� 5，560円

ワ イ ド �� 860円 �� 750円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 37，910円

票 数

単勝票数 計 153817 的中 � 15606（4番人気）
複勝票数 計 226315 的中 � 22057（4番人気）� 18043（5番人気）� 32006（3番人気）
枠連票数 計 73593 的中 （2－3） 1736（12番人気）
馬連票数 計 344091 的中 �� 8714（11番人気）
馬単票数 計 236822 的中 �� 3190（20番人気）
ワイド票数 計 187960 的中 �� 5583（10番人気）�� 6448（8番人気）�� 5865（9番人気）
3連複票数 計 472327 的中 ��� 6095（19番人気）
3連単票数 計 861823 的中 ��� 1648（116番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―12．0―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．8―35．8―47．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーセンミッション �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 Star de Naskra デビュー 2014．6．22 函館11着

2012．2．27生 牡2栗 母 バーガンディレッド 母母 Silky Melody 4戦1勝 賞金 6，000，000円
〔制裁〕トーセンミッション号の騎手吉田隼人は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：5番・9番）

24038 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10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
1：48．4
1：45．9

良
良

22 ポルトドートウィユ 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 470＋ 81：50．7 1．3�
67 ブラックバード 牡2鹿 54

51 ▲長岡 禎仁 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム 464＋ 21：50．91� 6．2�
33 ドリームチェイサー 牡2栗 54 池添 謙一三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 470－ 41：51．43 6．8�
11 シ ー レ ッ ド 牡2栗 54 勝浦 正樹スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 武 牧場 444＋ 81：51．72 31．2�
810 トーセンカナロア 牡2鹿 54 菅原 隆一島川 �哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 460± 01：52．01	 95．1	
79 サンインディアナ 牡2鹿 54 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 浦河 村下 清志 466＋121：52．21
 23．6

55 ダンスオーレ 牡2鹿 54

51 ▲井上 敏樹吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 454＋ 21：52．3	 119．0�
78 コスモアルマク 牡2青鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 21：52．51� 13．8�
66 ディーエスレイザー 牡2青鹿54 三浦 皇成秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 490＋ 41：52．6� 21．3
44 リッカクロフネ 牡2芦 54 古川 吉洋立花 幸雄氏 武田 博 新ひだか 原口牧場 452－ 21：53．02� 177．3�
811 ロードシャリオ 牡2鹿 54 松田 大作 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 452－101：53．31	 134．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 18，887，800円 複勝： 76，662，500円 枠連： 8，758，300円
馬連： 28，893，600円 馬単： 25，897，100円 ワイド： 17，048，000円
3連複： 39，738，200円 3連単： 91，732，600円 計： 307，618，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 120円 � 140円 枠 連（2－6） 300円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 490円

ワ イ ド �� 180円 �� 210円 �� 440円

3 連 複 ��� 700円 3 連 単 ��� 1，840円

票 数

単勝票数 計 188878 的中 � 108481（1番人気）
複勝票数 計 766625 的中 � 608354（1番人気）� 47484（2番人気）� 31491（3番人気）
枠連票数 計 87583 的中 （2－6） 21904（1番人気）
馬連票数 計 288936 的中 �� 55906（1番人気）
馬単票数 計 258971 的中 �� 39615（1番人気）
ワイド票数 計 170480 的中 �� 27339（1番人気）�� 21049（2番人気）�� 8023（6番人気）
3連複票数 計 397382 的中 ��� 42420（1番人気）
3連単票数 計 917326 的中 ��� 36079（1番人気）

ハロンタイム 12．4―11．7―12．4―12．7―12．7―12．3―12．2―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．5―49．2―1：01．9―1：14．2―1：26．4―1：38．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポルトドートウィユ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．6．22 阪神2着

2012．3．19生 牡2鹿 母 ポルトフィーノ 母母 エアグルーヴ 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 トーセンカナロア号の騎手菅原隆一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

第２回 札幌競馬 第４日



24039 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時50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

22 ウォーターショパン 牡3黒鹿56 福永 祐一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 462－ 61：47．6 1．2�
33 トウカイリーブル 牡3鹿 56 大野 拓弥内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 B468± 01：48．13 28．6�
45 ムーントラベラー 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 勝己氏 宮本 博 安平 ノーザンファーム 440＋ 4 〃 ハナ 21．7�
68 キングラナキラ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁桑畑 �信氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 498－ 61：48．41� 12．3�
44 グロリアストレイル 牡3栗 56 三浦 皇成有限会社シルク小島 茂之 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：48．61� 43．6�
56 ジャックポット 牡3鹿 56 柴山 雄一	ミルファーム 高橋 祥泰 浦河 ミルファーム 462－121：48．81� 7．3

11 コスモパトラ 牡3鹿 56 黛 弘人 	ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 浦河 オンワード牧場 440－ 21：49．0� 13．9�
710 メイショウウケヅキ 牝3鹿 54 松岡 正海松本 好雄氏 河内 洋 浦河 赤田牧場 472＋ 21：49．42� 61．5�
69 アラビアンサーカス 牡3鹿 56 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新冠 つつみ牧場 462＋ 81：49．93 316．6
57 ゴールデンキャット 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹桐谷 茂氏 古賀 史生 新冠 石田牧場 B510－101：50．0クビ 221．9�
813 トウショウエディタ 牡3鹿 56 中谷 雄太トウショウ産業� 柴田 政人 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 464－ 21：50．21� 24．5�
711 クリノカメハメハ 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 池添 兼雄 様似 様似渡辺牧場 456± 01：50．41� 89．9�
812 リーガルウイナー 牡3鹿 56 古川 吉洋岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 坂元牧場 454± 01：51．78 218．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，505，900円 複勝： 74，433，900円 枠連： 8，409，800円
馬連： 32，799，400円 馬単： 28，827，700円 ワイド： 19，416，000円
3連複： 42，482，000円 3連単： 100，117，500円 計： 326，992，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 320円 � 410円 枠 連（2－3） 1，090円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 410円 �� 550円 �� 2，920円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 10，400円

票 数

単勝票数 計 205059 的中 � 127472（1番人気）
複勝票数 計 744339 的中 � 581588（1番人気）� 14775（6番人気）� 10895（7番人気）
枠連票数 計 84098 的中 （2－3） 5937（7番人気）
馬連票数 計 327994 的中 �� 27571（4番人気）
馬単票数 計 288277 的中 �� 18917（4番人気）
ワイド票数 計 194160 的中 �� 13092（5番人気）�� 9285（6番人気）�� 1544（25番人気）
3連複票数 計 424820 的中 ��� 7690（17番人気）
3連単票数 計1001175 的中 ��� 6979（34番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―11．9―12．8―13．2―13．4―12．9―12．8―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．6―42．4―55．6―1：09．0―1：21．9―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．6
1
3
10－（9，2）11－（1，3）13（6，12）7，5－4，8・（10，2）（9，3，11）（1，6，13）5（4，12）8－7

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

勝馬の
紹 介

ウォーターショパン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Boston Harbor デビュー 2014．2．22 京都2着

2011．3．12生 牡3黒鹿 母 ウォーターエナン 母母 Scrape 7戦1勝 賞金 14，400，000円
〔発走状況〕 コスモパトラ号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 メイショウウケヅキ号の騎手松岡正海は，発走後の御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 コスモパトラ号は，平成26年9月1日から平成26年9月21日まで出走停止。停止期間の満了後に発

走調教再審査。

24040 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第4競走 ��2，400�サラブレッド系3歳
発走11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� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

79 カフジスター 牡3青鹿56 古川 吉洋加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 464＋ 22：38．2 17．4�
710 エンジェルラダー 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 今野 貞一 安平 ノーザンファーム 488＋ 22：38．41� 4．3�
44 マンボプリンス 牡3鹿 56 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 三石ファーム 476＋ 22：38．61� 59．1�
11 ダベンポート �3栗 56 大野 拓弥北洋レーシング 天間 昭一 浦河 岡本 昌市 492＋ 82：38．7クビ 23．5�
33 マルカブラン 牡3芦 56 藤田 伸二河長産業� 浜田多実雄 様似 猿倉牧場 498＋ 22：38．91� 12．2�
56 エンジェルピース 牡3鹿 56 丸山 元気 	キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 562＋ 82：39．0� 2．8

812 ナムラアース 牡3鹿 56 菱田 裕二奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 190．6�
22 ゲームクライシス 牡3栗 56 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 沖田牧場 478＋ 82：39．31� 6．4�
55 ミキノブルーグラス 牡3鹿 56 津村 明秀谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 福岡 清 B490－ 42：40．36 98．8
68 ザッツフェイマス 牡3芦 56 黛 弘人有限会社シルク松山 将樹 新冠 ムラカミファーム B466＋102：40．51� 125．6�
811 ブ レ ヴ ァ ン 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也 	社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 476＋ 22：41．03 3．8�
67 コマノアスリート 牡3鹿 56 柴山 雄一長谷川芳信氏 菊川 正達 新ひだか 西川富岡牧場 460－ 22：41．1� 37．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 17，113，500円 複勝： 24，476，600円 枠連： 8，130，900円
馬連： 31，454，300円 馬単： 19，040，700円 ワイド： 16，273，100円
3連複： 42，843，800円 3連単： 71，082，800円 計： 230，415，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 360円 � 210円 � 1，080円 枠 連（7－7） 2，920円

馬 連 �� 2，710円 馬 単 �� 7，120円

ワ イ ド �� 840円 �� 5，910円 �� 2，980円

3 連 複 ��� 32，490円 3 連 単 ��� 248，960円

票 数

単勝票数 計 171135 的中 � 7847（6番人気）
複勝票数 計 244766 的中 � 17141（5番人気）� 37433（2番人気）� 4919（9番人気）
枠連票数 計 81309 的中 （7－7） 2154（9番人気）
馬連票数 計 314543 的中 �� 8974（10番人気）
馬単票数 計 190407 的中 �� 2005（28番人気）
ワイド票数 計 162731 的中 �� 5204（9番人気）�� 688（40番人気）�� 1382（29番人気）
3連複票数 計 428438 的中 ��� 989（74番人気）
3連単票数 計 710828 的中 ��� 207（495番人気）

ハロンタイム 13．0―12．8―13．2―12．8―13．6―14．0―13．6―13．2―12．6―12．9―12．8―13．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．0―25．8―39．0―51．8―1：05．4―1：19．4―1：33．0―1：46．2―1：58．8―2：11．7―2：24．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F52．0―3F39．4
1
�
10，1（2，4）（5，7，11）－（3，6）9（12，8）・（10，1）4，6（2，3）－9，11（12，8）7，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カフジスター �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Star de Naskra デビュー 2013．11．17 京都6着

2011．5．4生 牡3青鹿 母 ム レ イ ニ ー 母母 Malbay 10戦1勝 賞金 6，440，000円



24041 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第5競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （ダート・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
1：46．2
1：45．6

重
不良

33 タップザット 牡2芦 54 福永 祐一 P.G．ファッジ氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 480 ―1：48．0 2．5�
89 � オ ホ ー ツ ク 牡2芦 54 三浦 皇成馬場 幸夫氏 手塚 貴久 米 Inside Move 530 ―1：48．42� 1．6�
55 ジーアイウォーカー 牡2黒鹿54 藤田 伸二岩崎 銀一氏 谷原 義明 新冠 太陽ジョイフ

ル牧場 472 ―1：49．99 25．8�
22 カスクストレングス 牡2黒鹿54 横山 和生芹澤 精一氏 田中 清隆 新ひだか 棚川 光男 474 ―1：50．32� 36．5�
77 ヴェルトフリーデン 牡2鹿 54 村田 一誠 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 剛 浦河 辻 牧場 524 ―1：51．68 19．8�
11 サンギルロイ 牡2鹿 54 田中 博康加藤 信之氏 武井 亮 日高 幾千世牧場 456 ―1：51．81	 53．5	
88 タ ピ エ ス 牡2鹿 54 丸山 元気細川祐季子氏 浅見 秀一 新ひだか 萩澤 俊雄 464 ― 〃 クビ 23．4

66 マジックボーイ 牡2鹿 54 吉田 隼人�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460 ―1：52．22� 21．9�
44 ロードステルス 牡2鹿 54 丸田 恭介 �ロードホースクラブ 尾形 和幸 新冠 有限会社 大

作ステーブル 454 ― 〃 クビ 37．9
（9頭）

売 得 金
単勝： 21，954，600円 複勝： 35，384，100円 枠連： 6，729，800円
馬連： 33，558，100円 馬単： 30，439，700円 ワイド： 17，418，800円
3連複： 40，466，200円 3連単： 110，679，200円 計： 296，630，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 110円 � 270円 枠 連（3－8） 160円

馬 連 �� 150円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 120円 �� 540円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 3，230円

票 数

単勝票数 計 219546 的中 � 67879（2番人気）
複勝票数 計 353841 的中 � 77808（2番人気）� 203765（1番人気）� 8831（6番人気）
枠連票数 計 67298 的中 （3－8） 32113（1番人気）
馬連票数 計 335581 的中 �� 166931（1番人気）
馬単票数 計 304397 的中 �� 55827（2番人気）
ワイド票数 計 174188 的中 �� 60845（1番人気）�� 5638（9番人気）�� 5591（10番人気）
3連複票数 計 404662 的中 ��� 29387（5番人気）
3連単票数 計1106792 的中 ��� 24773（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．2―43．7―57．4―1：11．0―1：24．0―1：35．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．0
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タップザット �
�
父 Tapit �

�
母父 Officer 初出走

2012．4．11生 牡2芦 母 アートプリンセス 母母 Rhumb Line 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24042 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第6競走 ��
��1，500�サラブレッド系3歳

発走12時40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
1：27．8
1：27．8

良
良

712 ヤマニンバステト 牝3鹿 54 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 444－ 41：29．7 11．0�
22 サクラカルナバル 牝3黒鹿54 吉田 隼人�さくらコマース牧 光二 新ひだか 谷岡スタット 476－ 41：29．91� 4．2�
11 キエレメムーチョ �3青鹿56 福永 祐一吉田 勝己氏 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 464＋ 41：30．53	 3．5�
33 シングンゴールド 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 418－ 2 〃 ハナ 8．0�
34 トーセンクラウド 牝3栗 54 武 豊島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 21：30．6
 4．5	
57 アイノデンドウシ 牡3鹿 56 秋山真一郎國分 純氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 404－ 21：30．7	 10．4

610 ラ ス テ ラ 牝3鹿 54 丸田 恭介岡田 牧雄氏 尾形 和幸 えりも 能登 浩 460－ 8 〃 クビ 24．8�
69 キラノカリスマ 牡3鹿 56 小林 徹弥畔柳 年言氏 崎山 博樹 浦河 アイオイファーム 426＋ 61：31．01
 122．9�
813 メイショウソフィア 牝3栗 54 古川 吉洋松本 好�氏 荒川 義之 浦河 まるとみ冨岡牧場 442＋ 61：31．32 185．5
711 ディアキンカク 牡3栗 56 大野 拓弥ディアレスト 石栗 龍彦 浦河 小島牧場 504＋ 21：31．4
 80．8�
58 マイネルファラオン 牡3黒鹿56 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 41：31．5	 22．0�
45 キスカラハジメヨウ 牝3鹿 54 松岡 正海�ビリオンスター尾関 知人 千歳 社台ファーム 412＋221：31．81
 58．7�
814 リ ス ク オ ン 牝3栗 54 三浦 皇成ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 クビ 15．9�
46 ハヤブサショコラ 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 442＋161：32．86 127．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 17，579，200円 複勝： 30，240，800円 枠連： 9，239，600円
馬連： 33，664，200円 馬単： 21，379，000円 ワイド： 18，576，200円
3連複： 48，942，400円 3連単： 73，479，400円 計： 253，100，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 200円 � 150円 � 140円 枠 連（2－7） 2，780円

馬 連 �� 2，820円 馬 単 �� 5，830円

ワ イ ド �� 800円 �� 750円 �� 240円

3 連 複 ��� 2，560円 3 連 単 ��� 20，210円

票 数

単勝票数 計 175792 的中 � 12747（6番人気）
複勝票数 計 302408 的中 � 32563（5番人気）� 54998（2番人気）� 62021（1番人気）
枠連票数 計 92396 的中 （2－7） 2572（12番人気）
馬連票数 計 336642 的中 �� 9248（12番人気）
馬単票数 計 213790 的中 �� 2747（22番人気）
ワイド票数 計 185762 的中 �� 5355（10番人気）�� 5781（8番人気）�� 22806（1番人気）
3連複票数 計 489424 的中 ��� 14308（5番人気）
3連単票数 計 734794 的中 ��� 2635（56番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．0―29．4―41．7―53．9―1：05．9―1：17．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．8

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

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

ヤマニンバステト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2014．1．5 京都4着

2011．4．16生 牝3鹿 母 マ ダ ニ ナ 母母 Minya 7戦1勝 賞金 8，260，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ドリームヴィジョン号・ボーンレジェンド号



24043 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，300，000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
1：07．6
1：06．5

良
良

57 ベルモントラハイナ 牝3鹿 52 吉田 隼人�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム 454＋ 61：09．4 2．1�

56 ホオポノポノ 牝4鹿 55
52 ▲小崎 綾也松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ

ナル牧場 438＋ 41：09．61� 22．5�
22 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 52 藤田 伸二布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 434± 01：09．81� 4．2�
710 シ ュ ウ ギ ン 牝4鹿 55 黛 弘人山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 450＋10 〃 クビ 20．8�
68 � エーデルシュタイン 牝5黒鹿55 柴山 雄一岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 494± 01：09．9	 65．6�
813 ファインスマッシュ 牝4鹿 55 荻野 琢真	須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社	須野牧場 450－ 41：10．0� 37．3

812 ダ ラ ニ 牝3栗 52 福永 祐一山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 472－12 〃 ハナ 4．7�
11 � ハッピーチャート 牝4芦 55 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 新ひだか 桜井牧場 474＋ 61：10．1� 36．3
711 コスモマイルール 牝3栗 52 丹内 祐次岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 436＋ 81：10．2� 65．0�
33 ビアンコカンドーレ 牝3芦 52 藤岡 康太吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 442＋ 4 〃 アタマ 13．1�
44 クリアーパッション 牝3鹿 52

49 ▲井上 敏樹下河辺隆行氏 伊藤 正徳 日高 下河辺牧場 446＋ 61：10．41� 13．6�
45 シャトールージュ 牝3栗 52 丸田 恭介村山 卓也氏 鈴木 伸尋 浦河 荻伏三好フ

アーム 502＋ 41：11．03� 119．5�
69 トゥルーピース 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政小田切有一氏 音無 秀孝 日高 山本 通則 470＋ 81：11．85 219．2�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，997，300円 複勝： 25，720，000円 枠連： 8，891，800円
馬連： 38，848，700円 馬単： 24，398，100円 ワイド： 18，764，700円
3連複： 46，798，700円 3連単： 79，008，800円 計： 263，428，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 290円 � 150円 枠 連（5－5） 1，830円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 2，700円

ワ イ ド �� 640円 �� 260円 �� 860円

3 連 複 ��� 2，000円 3 連 単 ��� 10，010円

票 数

単勝票数 計 209973 的中 � 78068（1番人気）
複勝票数 計 257200 的中 � 68348（1番人気）� 15964（7番人気）� 43543（2番人気）
枠連票数 計 88918 的中 （5－5） 3752（7番人気）
馬連票数 計 388487 的中 �� 15950（6番人気）
馬単票数 計 243981 的中 �� 6764（8番人気）
ワイド票数 計 187647 的中 �� 7086（7番人気）�� 21067（1番人気）�� 5039（10番人気）
3連複票数 計 467987 的中 ��� 17472（5番人気）
3連単票数 計 790088 的中 ��� 5721（22番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．6―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．0―57．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F35．0
3 ・（2，7）（6，12）－10（5，3，11）（1，9，13）（8，4） 4 ・（2，7）（6，12）（3，10）（5，11）（1，13）4（9，8）

勝馬の
紹 介

ベルモントラハイナ �
�
父 スウィフトカレント �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．10．26 東京8着

2011．1．26生 牝3鹿 母 ベルモントピノコ 母母 スターリーナイト 8戦2勝 賞金 17，300，000円
〔制裁〕 シャトールージュ号の調教師鈴木伸尋は，馬場入場時に同馬の左手綱の尾錠が外れたことについて戒告。

24044 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第8競走 ��1，700�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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

33 ベルプラージュ 牝3黒鹿52 勝浦 正樹 �キャロットファーム 尾形 充弘 安平 追分ファーム 444± 01：47．1 1．3�
78 フィールザロマンス 牝4黒鹿55 花田 大昂坂田 行夫氏 土田 稔 むかわ 平岡牧場 460＋ 41：47．52� 61．9�
11 カ ト ラ ス �4芦 57 藤田 伸二村上 稔氏 大橋 勇樹 小清水 千島北斗牧場 464－ 21：47．81� 5．5�
44 	 サクラテイオー 牡5青鹿57 藤岡 康太�谷岡牧場 高橋 康之 新ひだか 谷岡牧場 480－ 21：48．01
 10．5�
22 スティルレーベン 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁大原 詔宏氏 大久保洋吉 浦河 有限会社
大原ファーム 476＋ 21：48．1� 19．8�

77 グランソレイユ 牝3栗 52 四位 洋文 �フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 438－ 4 〃 クビ 38．6	
89 リライブナカヤマ 牡4鹿 57 福永 祐一�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 B454＋ 61：48．31
 16．6

55 マイネルアルティマ 牡5芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 476－ 21：48．51
 12．6�
810 キセキノチャンス 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 484－ 4 〃 クビ 87．6
66 ステラビアンカ 牡4栗 57 中谷 雄太�ヒダカファーム日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 454－ 21：51．9大差 264．8�

（10頭）

売 得 金
単勝： 19，665，300円 複勝： 65，692，400円 枠連： 9，658，300円
馬連： 32，992，700円 馬単： 30，350，200円 ワイド： 17，151，900円
3連複： 43，815，700円 3連単： 115，228，000円 計： 334，554，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 530円 � 130円 枠 連（3－7） 1，300円

馬 連 �� 2，550円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 850円 �� 180円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 12，630円

票 数

単勝票数 計 196653 的中 � 114572（1番人気）
複勝票数 計 656924 的中 � 511262（1番人気）� 5424（8番人気）� 47316（2番人気）
枠連票数 計 96583 的中 （3－7） 5724（5番人気）
馬連票数 計 329927 的中 �� 10003（8番人気）
馬単票数 計 303502 的中 �� 7632（9番人気）
ワイド票数 計 171519 的中 �� 4468（11番人気）�� 30966（1番人気）�� 2065（19番人気）
3連複票数 計 438157 的中 ��� 11129（10番人気）
3連単票数 計1152280 的中 ��� 6614（40番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―13．0―13．2―12．8―12．4―12．1―12．4―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―31．4―44．6―57．4―1：09．8―1：21．9―1：34．3

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

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

勝馬の
紹 介

ベルプラージュ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．6．23 東京4着

2011．2．2生 牝3黒鹿 母 ベルフィーチャー 母母 ベルクラシック 8戦2勝 賞金 18，800，000円
〔制裁〕 マイネルアルティマ号の騎手丹内祐次は，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：2

番・1番）



24045 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第9競走 ��2，000�
お び ひ ろ

帯 広 特 別
発走14時15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 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

33 バ リ ス 牡3栗 54 菱田 裕二杉澤 光雄氏 小野 次郎 新冠 小泉牧場 486＋ 22：02．6 2．6�
57 トーセンツリー 牡4芦 57 柴山 雄一島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム 468± 0 〃 クビ 7．0�
45 オメガユニコーン 牡4黒鹿57 四位 洋文原 �子氏 萩原 清 千歳 社台ファーム 470± 02：02．7クビ 4．7�
814 ウェーブゴールド 牡3黒鹿54 丸山 元気万波 健二氏 松田 博資 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 472＋ 42：03．12� 18．2�
34 ヤマニンシバルリー 牡6青鹿57 藤岡 康太土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 488＋ 22：03．2� 44．4�
46 ステイザコース �4栗 57 勝浦 正樹有限会社シルク西浦 勝一 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 22：03．41	 13．2	
711 マツリダジャパン �7青 57 大野 拓弥髙橋 文枝氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 466－ 42：03．61	 78．9

69 エリタージュゲラン 牡3鹿 54 秋山真一郎 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 442－ 22：04．13 41．3�
58 ナインテイルズ 牡3栗 54 三浦 皇成岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 466＋ 8 〃 ハナ 16．5
813 マイネルゾンネ 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 486± 02：04．42 15．7�
22 
 ムーンドロップ 牡3鹿 54 横山 和生�Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 446＋ 8 〃 ハナ 50．5�
11 ハギノブシドウ 牡4栗 57 福永 祐一日隈 良江氏 松田 国英 平取 坂東牧場 506＋ 22：04．82� 9．9�
712 マイネルピクトル 牡3鹿 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菅原 泰夫 新ひだか 大典牧場 508＋ 62：04．9クビ 78．0�
610 マイネルバランシン 牡4黒鹿57 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 清水 英克 新ひだか 田原橋本牧場 498± 02：05．96 13．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 23，447，100円 複勝： 31，833，000円 枠連： 15，914，800円
馬連： 50，020，900円 馬単： 28，893，500円 ワイド： 26，168，300円
3連複： 68，575，400円 3連単： 106，646，900円 計： 351，499，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 210円 � 150円 枠 連（3－5） 670円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，690円

ワ イ ド �� 420円 �� 300円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 6，060円

票 数

単勝票数 計 234471 的中 � 70318（1番人気）
複勝票数 計 318330 的中 � 66742（1番人気）� 32647（3番人気）� 58921（2番人気）
枠連票数 計 159148 的中 （3－5） 18315（2番人気）
馬連票数 計 500209 的中 �� 32784（2番人気）
馬単票数 計 288935 的中 �� 12781（3番人気）
ワイド票数 計 261683 的中 �� 15529（2番人気）�� 23820（1番人気）�� 13217（3番人気）
3連複票数 計 685754 的中 ��� 36444（1番人気）
3連単票数 計1066469 的中 ��� 12746（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．0―48．6―1：01．4―1：14．1―1：26．3―1：38．5―1：50．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

バ リ ス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 パラダイスクリーク デビュー 2014．1．6 中山2着

2011．3．29生 牡3栗 母 プラントパラダイス 母母 ブランドシャトル 5戦2勝 賞金 19，385，000円
〔制裁〕 ムーンドロップ号の騎手横山和生は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・13番）

バリス号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金
10，000円。（被害馬：2番）

24046 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第10競走 ��
��1，700�オ ー ロ ラ 特 別

発走14時50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 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

56 ベルウッドテラス 牡4鹿 57 柴山 雄一鈴木 照雄氏 二ノ宮敬宇 日高 オリオンファーム 506＋221：46．4 5．9�
11 トミケンユークアイ �5黒鹿57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 480＋ 61：46．5	 4．8�
22 セフティーエムアイ 牡3鹿 54 福永 祐一池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 470－ 61：46．71	 5．0�
812 ヒラボクプリンス 牡4鹿 57 菱田 裕二�平田牧場 加藤 敬二 浦河 大柳ファーム 486－ 8 〃 クビ 2．5�
33 ラヴィアンクレール 牡6黒鹿57 三浦 皇成 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム 456＋ 21：46．8クビ 13．4	
55 ロゼッタストーン 牡5鹿 57 中谷 雄太太田 美實氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 468－ 21：47．11
 55．4

44 ブルーメリディアン 牝5黒鹿55 小崎 綾也 �ブルーマネジメント小崎 憲 新ひだか 佐竹 学 448－ 21：47．31� 65．4�
811 ヒ シ ョ ウ �6栗 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新ひだか 岡田スタツド 454－ 61：47．4	 175．4�
68 � サンライズサルーテ 牡6鹿 57 丹内 祐次松岡 隆雄氏 河内 洋 日高 下河辺牧場 448－ 41：48．57 130．1
79 エイシンヴァラー 牡3鹿 54 藤岡 康太�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 490＋ 21：48．92	 7．4�
710 ウォーターサムデイ 牡8鹿 57 花田 大昂山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 484＋ 8 〃 ハナ 41．9�
67 � ニシノデンジャラス 牡3栗 54 丸山 元気西森 鶴氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 B518＋ 61：55．5大差 83．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，056，800円 複勝： 39，353，000円 枠連： 14，507，900円
馬連： 65，131，400円 馬単： 37，074，600円 ワイド： 28，066，200円
3連複： 88，988，800円 3連単： 152，130，600円 計： 453，309，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 200円 � 150円 � 170円 枠 連（1－5） 1，660円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 3，220円

ワ イ ド �� 550円 �� 570円 �� 340円

3 連 複 ��� 2，040円 3 連 単 ��� 13，920円

票 数

単勝票数 計 280568 的中 � 37803（4番人気）
複勝票数 計 393530 的中 � 45517（4番人気）� 76927（2番人気）� 57530（3番人気）
枠連票数 計 145079 的中 （1－5） 6771（7番人気）
馬連票数 計 651314 的中 �� 30688（6番人気）
馬単票数 計 370746 的中 �� 8632（15番人気）
ワイド票数 計 280662 的中 �� 12537（6番人気）�� 12079（7番人気）�� 22238（4番人気）
3連複票数 計 889888 的中 ��� 32688（8番人気）
3連単票数 計1521306 的中 ��� 7920（54番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―12．1―12．8―13．2―12．5―12．7―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．9―42．7―55．9―1：08．4―1：21．1―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3
・（1，3，12）9（8，11）10，7－4，6，2，5
1，3（8，12）（9，11）（10，6）（4，2）5，7

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

勝馬の
紹 介

ベルウッドテラス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Grand Slam デビュー 2012．6．23 福島7着

2010．2．3生 牡4鹿 母 リリーポンド 母母 Hushed Goodbye 13戦4勝 賞金 43，552，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノデンジャラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年9月30日まで平

地競走に出走できない。
※出走取消馬 マイネルマルシェ号（疾病〔右前挫跖〕のため）



24047 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第9回キーンランドカップ（ＧⅢ）

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，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，25．8．24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，25．8．23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）

キーンランド協会賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 40，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，000，000円 4，000，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

47 ローブティサージュ 牝4青 54 三浦 皇成有限会社シルク須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：09．0 6．4�
815 レッドオーヴァル 牝4鹿 54 池添 謙一 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 442＋ 6 〃 クビ 3．4�
714� マジンプロスパー 牡7栗 56 福永 祐一佐々木主浩氏 中尾 秀正 新冠 ハシモトフアーム 506－14 〃 アタマ 9．8�
510 ブランダムール 牝5栗 54 四位 洋文�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 464＋ 41：09．1	 30．0�
48 
 エイシンブルズアイ 牡3栗 53 秋山真一郎�栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 452＋ 2 〃 ハナ 14．0	
816 フォーエバーマーク 牝6鹿 55 村田 一誠青山 洋一氏 矢野 英一 千歳 社台ファーム 508－ 41：09．2	 19．5

23 スマートオリオン 牡4栗 57 武 豊大川 徹氏 鹿戸 雄一 日高 いとう牧場 496＋ 41：09．3クビ 3．9�
612 スノードラゴン 牡6芦 56 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 514－ 2 〃 ハナ 8．3�
36 サ ン カ ル ロ 牡8黒鹿57 吉田 豊 �社台レースホース大久保洋吉 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 504± 0 〃 クビ 34．2
12 フクノドリーム 牝3栗 51 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 浦河 谷川牧場 468－ 61：09．51� 11．5�
24 サクラゴスペル 牡6黒鹿56 藤岡 康太�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 山田牧場 488＋ 8 〃 クビ 51．6�
11 パ ド ト ロ ワ 牡7鹿 56 N．ローウィラー 吉田 照哉氏 �島 一歩 千歳 社台ファーム 528± 01：09．6	 51．2�

（豪）

35 クリーンエコロジー 牡6芦 56 吉田 隼人石橋 和夫氏 小笠 倫弘 新ひだか 千代田牧場 510＋ 21：09．7 265．0�
611� レジェトウショウ 牝8栗 54 竹之下智昭トウショウ産業� 土田 稔 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 486＋ 2 〃 アタマ 443．2�
59 ハ ノ ハ ノ 牡6鹿 56 柴山 雄一�錦岡牧場 西園 正都 新冠 錦岡牧場 460－ 21：10．12	 110．6�
713 レオンビスティー 牡5鹿 56 松岡 正海備前島敏子氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 494＋ 21：10．52	 117．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 137，959，700円 複勝： 204，707，600円 枠連： 90，111，100円
馬連： 524，299，600円 馬単： 227，164，100円 ワイド： 194，274，200円
3連複： 785，320，800円 3連単： 1，310，066，600円 計： 3，473，903，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 220円 � 150円 � 270円 枠 連（4－8） 710円

馬 連 �� 1，340円 馬 単 �� 2，990円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，300円 �� 880円

3 連 複 ��� 4，610円 3 連 単 ��� 24，680円

票 数

単勝票数 計1379597 的中 � 172152（3番人気）
複勝票数 計2047076 的中 � 225256（3番人気）� 441011（1番人気）� 168215（5番人気）
枠連票数 計 901111 的中 （4－8） 97816（2番人気）
馬連票数 計5242996 的中 �� 303167（2番人気）
馬単票数 計2271641 的中 �� 56828（7番人気）
ワイド票数 計1942742 的中 �� 92473（2番人気）�� 37082（16番人気）�� 56004（8番人気）
3連複票数 計7853208 的中 ��� 127505（11番人気）
3連単票数 計13100666 的中 ��� 38473（64番人気）

ハロンタイム 11．9―10．8―11．4―11．5―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．7―34．1―45．6―57．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．9
3 ・（16，14，13）9（2，3）（1，7，10）（8，15）（4，6，12）（5，11） 4 ・（16，14）（2，3，13）（7，9，10）（1，8，15）6（4，12）（5，11）

勝馬の
紹 介

ローブティサージュ �
�
父 ウォーエンブレム �

�
母父 Singspiel デビュー 2012．7．15 函館1着

2010．1．28生 牝4青 母 プチノワール 母母 リッチアフェアー 13戦3勝 賞金 162，219，000円
〔制裁〕 ローブティサージュ号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 クリスマス号・ビウイッチアス号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりローブティサージュ号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

24048 8月31日 晴 良 （26札幌2）第4日 第12競走 ��1，500�札幌スポニチ賞
発走16時05分 （芝・右）

牝，3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
スポーツニッポン新聞社賞（1着）

賞 品
本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．8
1：27．8

良
良

811 スリーアフロディテ 牝5鹿 55 秋山真一郎永井商事� 須貝 尚介 むかわ 新井牧場 496＋ 21：29．1 7．3�
79 プラチナジュエリー 牝3黒鹿52 大野 拓弥下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 434＋ 2 〃 クビ 126．4�
812 ダンツカナリー 牝4青鹿55 武 豊山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 462＋ 61：29．2クビ 4．7�
56 シュンドルボン 牝3青鹿52 勝浦 正樹�下河辺牧場 矢野 英一 日高 下河辺牧場 484＋ 2 〃 アタマ 3．8	
44 サンブルエミューズ 牝4栗 55 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：29．3� 5．2

55 グランデアモーレ 牝4芦 55 福永 祐一 �キャロットファーム 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 61：29．4� 7．5�
33 スリーアルテミス 牝6鹿 55 藤田 伸二永井商事� 高橋 康之 新ひだか 武 牧場 466± 01：29．5クビ 18．4�
67 � シーギリヤガール 牝4栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 英克 日高 新生ファーム 454± 01：29．6� 52．2
68 タイキソレイユ 牝5黒鹿55 吉田 隼人�大樹ファーム 作田 誠二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 458－101：29．7� 53．6�
710 フ ィ ア レ ス 牝5栗 55 丸山 元気西森 道男氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド B462＋ 41：29．91� 34．3�
11 ピクシーホロウ 牝4鹿 55 丸田 恭介吉田 和美氏 大竹 正博 新冠 若林牧場 486＋ 41：30．11	 5．4�
22 � カ ク シ ア ジ 牝3鹿 52 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 418＋ 21：30．2� 141．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 40，833，500円 複勝： 59，830，300円 枠連： 28，602，900円
馬連： 102，185，000円 馬単： 60，856，800円 ワイド： 46，126，400円
3連複： 135，054，700円 3連単： 246，834，700円 計： 720，324，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 730円 複 勝 � 220円 � 2，300円 � 250円 枠 連（7－8） 3，150円

馬 連 �� 44，290円 馬 単 �� 82，380円

ワ イ ド �� 10，090円 �� 660円 �� 7，910円

3 連 複 ��� 52，050円 3 連 単 ��� 416，170円

票 数

単勝票数 計 408335 的中 � 44332（5番人気）
複勝票数 計 598303 的中 � 80969（4番人気）� 5331（11番人気）� 66884（5番人気）
枠連票数 計 286029 的中 （7－8） 7022（12番人気）
馬連票数 計1021850 的中 �� 1788（52番人気）
馬単票数 計 608568 的中 �� 554（97番人気）
ワイド票数 計 461264 的中 �� 1133（54番人気）�� 19284（8番人気）�� 1449（48番人気）
3連複票数 計1350547 的中 ��� 1946（104番人気）
3連単票数 計2468347 的中 ��� 430（686番人気）

ハロンタイム 6．6―10．9―11．1―11．7―11．8―12．2―12．1―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―17．5―28．6―40．3―52．1―1：04．3―1：16．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F37．0

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

勝馬の
紹 介

スリーアフロディテ �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2011．10．8 京都4着

2009．4．15生 牝5鹿 母 アイライクスズカ 母母 アイシングスズカ 24戦4勝 賞金 69，757，000円

３レース目



（26札幌2）第4日 8月31日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 148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

237，350，000円
7，800，000円
2，240，000円
21，280，000円
54，277，500円
4，120，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
382，382，400円
690，965，700円
216，314，500円
1，008，257，000円
558，003，700円
438，079，800円
1，430，259，400円
2，543，189，400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 7，267，451，900円

総入場人員 19，044名 （有料入場人員 17，456名）
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