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２４０４９ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５日 第１競走 ��１，８００�サラブレッド系２歳
発走９時５５分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４６．６

良

良

８１３ ダンツアトラス 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか フジワラフアーム ４６８± ０１：５０．４ ４．１�

１１ ジェイケイネオ 牡２青鹿５４ 丸田 恭介小谷野次郎氏 中川 公成 新ひだか 藤川フアーム ４７２± ０１：５１．０３� ５．８�
２２ セレブリティモデル 牝２黒鹿５４ 秋山真一郎 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム ４７４－ ２１：５１．１� ４．８�
４５ デルマカマイタチ 牡２黒鹿５４ 村田 一誠浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４９０± ０１：５１．３１� ４５．５�
７１１ メイショウアカフジ 牡２鹿 ５４ 勝浦 正樹松本 好雄氏 西浦 勝一 安平 ノーザンファーム ４８０－ ２ 〃 ハナ ５．７�
６１０ マリンルック 牝２鹿 ５４

５１ ▲横山 和生岡 浩二氏 中竹 和也 安平 追分ファーム ４３８－ ２ 〃 アタマ １６４．５�
４６ ウインラヴェリテ 牡２栗 ５４ 丹内 祐次	ウイン 斎藤 誠 浦河 大北牧場 ４８６± ０ 〃 アタマ ２４．５

５７ フ ロ レ ン ト 牡２黒鹿５４ 柴山 雄一杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 パカパカ

ファーム ４５０＋ ６１：５１．４クビ ６．６�
８１４ セラミックアート 牝２栗 ５４ 丸山 元気森山 進氏 本間 忍 千歳 社台ファーム ４８０± ０１：５１．５� １２．２�
５８ シ ナ ー ラ 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人 	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 ４３２－ ４ 〃 ハナ １６．６
６９ マイネルムーン 牡２鹿 ５４ 柴田 大知 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 奥平 雅士 新冠 ビッグレッドファーム ４４４＋ ４１：５２．１３� ３３．９�
３４ イフウドウドウ 牡２栗 ５４ 宮崎 北斗西村新一郎氏 天間 昭一 平取 高橋 啓 ４６２＋ ２１：５２．５２� ７１．２�
３３ ハートビート 牡２鹿 ５４ 伊藤 工真畑佐 博氏 坂本 勝美 新ひだか 高田 利雄 ５１０－ ４１：５３．１３� ２４８．９�
７１２ コスモカトルカール 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 �ビッグレッドファーム 菊沢 隆徳 新冠 ビッグレッドファーム ４３４－ ２１：５７．１大差 ２０．７�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １０，６４４，５００円 複勝： ２３，４３０，３００円 枠連： ８，９２５，２００円

馬連： ２６，１２４，３００円 馬単： １８，３７０，５００円 ワイド： １３，９２９，５００円

３連複： ４０，５３９，２００円 ３連単： ５５，４５５，１００円 計： １９７，４１８，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � ２１０円 � ２００円 枠 連（１－８） ９８０円

馬 連 �� １，０８０円 馬 単 �� ２，０８０円

ワ イ ド �� ５２０円 �� ６５０円 �� ６７０円

３ 連 複 ��� ３，０４０円 ３ 連 単 ��� １３，４００円

票 数

単勝票数 計 １０６４４５ 的中 � ２０８３４（１番人気）
複勝票数 計 ２３４３０３ 的中 � ４７３１８（１番人気）� ２６６９４（５番人気）� ２９３２２（４番人気）
枠連票数 計 ８９２５２ 的中 （１－８） ６７６１（４番人気）
馬連票数 計 ２６１２４３ 的中 �� １７９６９（２番人気）
馬単票数 計 １８３７０５ 的中 �� ６５３１（２番人気）
ワイド票数 計 １３９２９５ 的中 �� ６７５１（３番人気）�� ５２４２（６番人気）�� ５０９１（７番人気）
３連複票数 計 ４０５３９２ 的中 ��� ９８４９（６番人気）
３連単票数 計 ５５４５５１ 的中 ��� ３０５６（１７番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．５―２４．１―３６．８―４９．４―１：０２．０―１：１４．６―１：２７．０―１：３８．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４８．４―３F３５．８
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

ダンツアトラス �
�
父 バ ゴ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．８．１２ 札幌２着

２０１０．３．１２生 牡２鹿 母 チアズガディス 母母 チアズグレイス ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 コスモカトルカール号は，平成２４年１０月１日まで平地競走に出走できない。

２４０５０ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５日 第２競走 ��
��１，７００�サラブレッド系２歳

発走１０時２０分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ５，０００，０００円 ２，０００，０００円 １，３００，０００円 ７５０，０００円 ５００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４６．６
１：４５．６

良

不良

５７ ドコフクカゼ 牡２黒鹿５４ 竹之下智昭國分 純氏 友道 康夫 日高 ファニーフレンズファーム ４９６＋１０１：４７．４ ９．１�

６９ � ヤンキーソヴリン 牡２黒鹿５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 牧 光二 米 S. D.
Brilie, L. P. ４７６± ０１：４７．６１� ３．１�

８１２ リアライズブラザー 牡２鹿 ５４ 藤田 伸二工藤 圭司氏 森 秀行 日高 三城牧場 ４７０－ ６ 〃 クビ ７．８�
７１０ アルボナンザ 牝２栗 ５４ 四位 洋文�エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 ４５８－ ２１：４７．７� １０．６�
４４ セトノプロミス 牡２鹿 ５４ 柴山 雄一難波 澄子氏 鈴木 孝志 日高 滝本 健二 ４６４－ ８１：４８．３３� ８３．７�
７１１ アドマイヤコング 牡２黒鹿５４ 吉田 隼人近藤 利一氏 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 ４５８－ ６１：４８．６１	 ７．５�
６８ ザショットアロー 牡２鹿 ５４ 木幡 初広�ターフ・スポート粕谷 昌央 浦河 村下牧場 ４８６＋ ２ 〃 アタマ ３４．４	
２２ サンデーミノル 牡２鹿 ５４ 村田 一誠吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム ４９２＋ ６１：４９．５５ ３９．２

１１ デ ル マ ベ ム 牡２栗 ５４ 丸山 元気浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 日高 ファニーヒルファーム ４２０ ―１：５０．０３ １４４．１�
３３ ウインプロスパー 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成�ウイン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム ５１２± ０ 〃 ハナ ２．８
５６ マイネルガリオン 牡２芦 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新ひだか 水上 習孝 ５２４－ ８１：５０．１クビ １１１．３�
８１３ リッシュレーヴ 牡２鹿 ５４ 小林慎一郎山田 裕仁氏 矢作 芳人 新ひだか 畠山牧場 ４５８－ ４１：５３．９大差 ４７．１�
４５ レイトライザー 牡２黒鹿５４ 荻野 琢真中西 功氏 谷原 義明 青森 諏訪牧場 B４３４－ ２１：５５．６大差 ３３０．３�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，２０６，３００円 複勝： ２３，９２９，１００円 枠連： ６，０９５，３００円

馬連： ２１，９７６，９００円 馬単： １６，７７３，８００円 ワイド： １１，６９０，４００円

３連複： ３２，７３２，１００円 ３連単： ５２，２６１，４００円 計： １７９，６６５，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９１０円 複 勝 � ２２０円 � １５０円 � ２３０円 枠 連（５－６） ９５０円

馬 連 �� １，０９０円 馬 単 �� ２，７２０円

ワ イ ド �� ４５０円 �� ８３０円 �� ４８０円

３ 連 複 ��� １，８７０円 ３ 連 単 ��� １１，７９０円

票 数

単勝票数 計 １４２０６３ 的中 � １２４０６（５番人気）
複勝票数 計 ２３９２９１ 的中 � ２７０４３（４番人気）� ５０９６３（１番人気）� ２４７９２（５番人気）
枠連票数 計 ６０９５３ 的中 （５－６） ４７６４（５番人気）
馬連票数 計 ２１９７６９ 的中 �� １４９４８（４番人気）
馬単票数 計 １６７７３８ 的中 �� ４５５６（１２番人気）
ワイド票数 計 １１６９０４ 的中 �� ６６０３（４番人気）�� ３３０３（１２番人気）�� ６１３５（５番人気）
３連複票数 計 ３２７３２１ 的中 ��� １２９２７（６番人気）
３連単票数 計 ５２２６１４ 的中 ��� ３２７４（３７番人気）

ハロンタイム ７．２―１０．７―１１．８―１２．９―１３．２―１３．１―１２．８―１２．８―１２．９

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
７．２―１７．９―２９．７―４２．６―５５．８―１：０８．９―１：２１．７―１：３４．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F５１．６―３F３８．５
１
３

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

勝馬の
紹 介

ドコフクカゼ �
�
父 ワイルドラッシュ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー ２０１２．８．１１ 札幌２着

２０１０．４．１９生 牡２黒鹿 母 デピュティプリミエ 母母 カートゥーン ２戦１勝 賞金 ７，８００，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リッシュレーヴ号は，平成２４年１０月１日まで平地競走に出走できない。

レイトライザー号は，平成２４年１１月１日まで平地競走に出走できない。
※デルマベム号は，一般事項Ⅴ－３により出馬投票したものとみなした。

第２回 札幌競馬 第５日



２４０５１ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５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）

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

７１０ ストレートラブ 牝３青鹿５４ 丸山 元気万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８＋ ２１：４６．２ １８．３�

２２ ミーシャレヴュー 牝３鹿 ５４ 岩田 康誠 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 ４５８＋１２１：４６．５１� ５．２�

３３ オ フ シ ョ ア 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成 �グリーンファーム 矢野 英一 千歳 社台ファーム B４４２＋ ４ 〃 クビ ３．０�
８１３ コスモリボン 牝３栗 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム B４８２－ ２ 〃 アタマ ２．５�
４５ トップバゴスター 牝３栗 ５４ 松田 大作�宮内牧場 鈴木 孝志 浦河 宮内牧場 ４４６－ ６１：４７．０３ ４０．４�
１１ チーティンハート 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎廣崎 利洋氏 梅田 智之 日高 マリオステー

ブル ４３０± ０１：４７．２１� ９２．７	
５６ キョウワイザベル 牝３鹿 ５４

５１ ▲菱田 裕二�協和牧場 五十嵐忠男 新冠 協和牧場 ４９０＋ ４１：４７．９４ １５．９

８１２ プリネシアエンゼル 牝３鹿 ５４ 丸田 恭介内藤 好江氏 浅野洋一郎 新冠 平山牧場 ４８４± ０１：４８．３２� １４４．７�
６９ サクラセレサ 牝３鹿 ５４ 内田 博幸�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 谷岡牧場 ４３０－ ２１：４８．５１� ７．１�
６８ エクスレジェーラ 牝３黒鹿５４ 藤岡 佑介前原 敏行氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム ４４８－ ８１：４９．２４ ７４．２
５７ カ ー ラ 牝３鹿 ５４ 的場 勇人武田 茂男氏 柄崎 孝 新冠 大栄牧場 B４３４＋ ８１：４９．４� ３６０．７�
４４ スギノアンフィニー 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生杉山 忠国氏 尾形 充弘 新ひだか 明治牧場 ４８２＋ ４１：５１．１大差 １７２．１�
７１１ サクセスベルーナ 牝３黒鹿５４ 津村 明秀�嶋 航氏 牧 光二 浦河 有限会社

吉田ファーム B４７６＋ ８１：５８．７大差 ３０２．６�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １３，８２３，７００円 複勝： ２４，９４５，１００円 枠連： ６，６９５，２００円

馬連： ２４，１９５，３００円 馬単： １８，４４４，７００円 ワイド： １２，４２２，３００円

３連複： ３４，０５１，４００円 ３連単： ６５，７９１，６００円 計： ２００，３６９，３００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，８３０円 複 勝 � ３００円 � １９０円 � １６０円 枠 連（２－７） ４，５８０円

馬 連 �� ４，５００円 馬 単 �� １０，４２０円

ワ イ ド �� １，１５０円 �� ８１０円 �� ３５０円

３ 連 複 ��� ３，６３０円 ３ 連 単 ��� ３６，２７０円

票 数

単勝票数 計 １３８２３７ 的中 � ５９８１（６番人気）
複勝票数 計 ２４９４５１ 的中 � １７６２１（５番人気）� ３６９２２（３番人気）� ５０３８７（２番人気）
枠連票数 計 ６６９５２ 的中 （２－７） １０８１（１４番人気）
馬連票数 計 ２４１９５３ 的中 �� ３９７１（１４番人気）
馬単票数 計 １８４４４７ 的中 �� １３０７（３１番人気）
ワイド票数 計 １２４２２３ 的中 �� ２４９３（１３番人気）�� ３６５８（１１番人気）�� ９８１３（３番人気）
３連複票数 計 ３４０５１４ 的中 ��� ６９３０（１２番人気）
３連単票数 計 ６５７９１６ 的中 ��� １３３９（１１２番人気）

ハロンタイム ６．９―１０．９―１１．８―１２．５―１２．７―１２．５―１３．０―１２．８―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１７．８―２９．６―４２．１―５４．８―１：０７．３―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―３F３８．９
１
３
１，２，１１，８（５，７，９）１３－６，３－４，１０，１２
１，２（８，９）－（５，１３）－３，７－６，１０－（１２，４）－１１

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

勝馬の
紹 介

ストレートラブ �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Labeeb デビュー ２０１１．１１．１３ 京都９着

２００９．１．１４生 牝３青鹿 母 ラ リ ー ズ ン 母母 Reasoning １２戦１勝 賞金 ６，７１０，０００円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サクセスベルーナ号は，平成２４年１０月１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 ケンブリッジスワン号

２４０５２ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５日 第４競走 ��１，２００�サラブレッド系３歳
発走１１時２０分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

１：０７．６
１：０６．５

良

良

１２ インクレセント 牝３青鹿５４ 藤田 伸二 �社台レースホース長浜 博之 安平 追分ファーム ４３４－１０１：０９．６ ３．７�

２３ ウェルトレインド �３鹿 ５６ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 中村 均 新冠 村本牧場 ４５８＋ ６１：０９．７� １１６．３�
１１ タマモトッププレイ 牡３黒鹿 ５６

５３ ▲菱田 裕二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 ４９８＋ ４１：０９．８� ５．０�
７１４ ディーズプリンセス 牝３鹿 ５４ 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新冠 川上牧場 ４７０－ ６ 〃 クビ ９８．１�
２４ マコトアルカディア 牝３鹿 ５４ 丸山 元気尾田左知子氏 矢作 芳人 日高 白井牧場 ４１２－ ４１：０９．９� ３．１�
４８ クレバーブレード 牡３鹿 ５６ 丸田 恭介田	 正明氏 石毛 善彦 日高 大江牧場 ４２６＋ ４１：１０．０クビ ２９．３

８１５ カルメンズサン 牡３栗 ５６ 伊藤 工真 �荻伏三好ファーム清水 美波 浦河 荻伏三好フ

アーム ４４４－ ４１：１０．１� ６１．３�
８１６ エアアナベル 牝３栗 ５４ 内田 博幸 �ラッキーフィールド田村 康仁 様似 猿倉牧場 ４３４± ０１：１０．２� ６．９�
５９ コスモティアラ 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 清水 美波 豊浦 飯原牧場 ４６８＋ ２ 〃 クビ ９．２
５１０ クイーンロイド 牝３鹿 ５４ 秋山真一郎中村 浩章氏 増本 豊 平取 高橋 啓 ４４４± ０１：１０．３クビ ７３．３�
４７ クレバーアストレア 牝３栗 ５４

５１ ▲横山 和生田	 正明氏 加藤 和宏 安平 ノーザンファーム ４２０＋１６１：１０．５� １４０．９�
３５ ハ バ ネ ラ 牝３栗 ５４ 荻野 琢真�下河辺牧場 高野 友和 日高 下河辺牧場 ４５０＋１６ 〃 ハナ ３９９．９�
７１３ スマートディルハム 牝３鹿 ５４ 三浦 皇成大川 徹氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド ４１４－ ４１：１０．８１� １０．９�
６１１ タ ワ ワ 牡３鹿 ５６ 津村 明秀 �スピードファーム 和田正一郎 新冠 スピードフアーム ５０６＋ ６１：１１．３３ ５５．３�
６１２ クリノダイキンボシ 牡３鹿 ５６ 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 新ひだか 筒井 征文 ４５４± ０１：１１．５１ ８８．２�
３６ スターインザライト 牝３栗 ５４ 古川 吉洋星野 壽市氏 保田 一隆 日高 前野牧場 ３９６－ ８１：１１．８２ ４６２．７�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １５，３２３，７００円 複勝： ２５，５３４，５００円 枠連： ８，８１２，２００円

馬連： ２５，５５９，８００円 馬単： １８，２６８，２００円 ワイド： １３，２７３，７００円

３連複： ３６，７２２，８００円 ３連単： ５７，３８９，６００円 計： ２００，８８４，５００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３７０円 複 勝 � ２１０円 � ２，０００円 � １９０円 枠 連（１－２） ３９０円

馬 連 �� ８，２３０円 馬 単 �� ２１，７９０円

ワ イ ド �� ２，６５０円 �� ４５０円 �� ４，１８０円

３ 連 複 ��� １４，３５０円 ３ 連 単 ��� ９８，７３０円

票 数

単勝票数 計 １５３２３７ 的中 � ３２６５７（２番人気）
複勝票数 計 ２５５３４５ 的中 � ３６３９８（３番人気）� ２４７０（１３番人気）� ４０９１６（２番人気）
枠連票数 計 ８８１２２ 的中 （１－２） １７０３９（１番人気）
馬連票数 計 ２５５５９８ 的中 �� ２２９２（２０番人気）
馬単票数 計 １８２６８２ 的中 �� ６１９（４９番人気）
ワイド票数 計 １３２７３７ 的中 �� １１７４（２３番人気）�� ８２０３（３番人気）�� ７３６（４３番人気）
３連複票数 計 ３６７２２８ 的中 ��� １８８９（３６番人気）
３連単票数 計 ５７３８９６ 的中 ��� ４２９（２２９番人気）

ハロンタイム １２．３―１０．７―１１．４―１１．８―１１．６―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．３―２３．０―３４．４―４６．２―５７．８

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

インクレセント �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Gone West デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神７着

２００９．４．１２生 牝３青鹿 母 インコグニート 母母 デインスカヤ １０戦１勝 賞金 １２，３１０，０００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。
（非当選馬） １頭 リネンテイク号



２４０５３ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５日 第５競走 ��
��１，５００�サラブレッド系２歳

発走１１時５０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

１：２９．３
１：２９．３

良

良

６９ ビ リ オ ネ ア 牝２鹿 ５４ 秋山真一郎間野 隆司氏 藤岡 範士 新ひだか 田中 裕之 ４４０ ―１：３２．１ ３．４�

２２ ゼ ウ ス 牡２鹿 ５４ 丸山 元気杉澤 光雄氏 領家 政蔵 新ひだか 久井牧場 ４８４ ―１：３２．３１� ４．３�
８１４ ジャングルハット 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム ４３６ ― 〃 アタマ １６．３�
８１３ ム ラ ム ラ 牡２黒鹿５４ 池添 謙一中村 祐子氏 庄野 靖志 新ひだか ケイアイファーム ４６２ ―１：３２．７２� １０．４�
６１０ エ ミ オ ン 牝２青鹿５４ 松田 大作幅田 昌伸氏 加用 正 新ひだか 上村 清志 ４５０ ―１：３２．８クビ １４１．４�
５８ ケイアイリーラ 牝２鹿 ５４ 津村 明秀 �啓愛義肢材料販売所 和田正一郎 浦河 富田牧場 ４５０ ―１：３３．０１� ３１．７	
３４ スターソード 牡２鹿 ５４ 五十嵐冬樹村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４８０ ―１：３３．３２ １８．８


（北海道）

７１１ ラブラバード 牡２芦 ５４ 藤岡 佑介 �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 ４８４ ― 〃 アタマ ９．０�

３３ � アンカジャポニカ 牝２黒鹿５４ 宮崎 北斗岡田 牧雄氏 栗田 博憲 愛 Tinnakill, M. Sad-
lier & A. Byrne ４４２ ―１：３３．４� １５．１�

７１２ チェリーヒュドラー 牡２青 ５４
５１ ▲横山 和生櫻井 悦朗氏 勢司 和浩 浦河 大成牧場 ４４８ ― 〃 アタマ １３３．２

４６ � チャーリーブレイヴ 牡２鹿 ５４ 横山 典弘林 正道氏 尾関 知人 米 Mike
Abraham ４８２ ―１：３４．３５ ３．６�

５７ タカヒロガートップ 牝２栗 ５４ 丸田 恭介�岡 義雄氏 清水 英克 新冠 アサヒ牧場 ４４２ ― 〃 クビ １２４．３�
４５ ヤマノアロー 牡２栗 ５４ 勝浦 正樹澤村 敏雄氏 阿部 新生 新ひだか 矢野牧場 ４５０ ―１：３４．８３ １５５．８�
１１ ヤ マ ガ ー ル 牝２栗 ５４ 黛 弘人西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 元茂牧場 ５１８ ― （競走中止） ２２７．０�

（１４頭）

売 得 金

単勝： １６，５８７，６００円 複勝： ２１，９４４，７００円 枠連： ８，１７５，４００円

馬連： ２５，４３３，４００円 馬単： １８，８８３，３００円 ワイド： １２，８５５，５００円

３連複： ３４，１２１，５００円 ３連単： ５６，８１０，０００円 計： １９４，８１１，４００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ３４０円 複 勝 � １６０円 � １８０円 � ４２０円 枠 連（２－６） ８７０円

馬 連 �� ７００円 馬 単 �� １，４８０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ９７０円 �� １，１２０円

３ 連 複 ��� ４，５８０円 ３ 連 単 ��� １５，９１０円

票 数

単勝票数 計 １６５８７６ 的中 � ３９０５４（１番人気）
複勝票数 計 ２１９４４７ 的中 � ４５９２１（１番人気）� ３４９３１（３番人気）� １０２６０（８番人気）
枠連票数 計 ８１７５４ 的中 （２－６） ６９９３（３番人気）
馬連票数 計 ２５４３３４ 的中 �� ２６９０８（１番人気）
馬単票数 計 １８８８３３ 的中 �� ９４５４（３番人気）
ワイド票数 計 １２８５５５ 的中 �� １１３８７（２番人気）�� ３０６２（１２番人気）�� ２６４５（１８番人気）
３連複票数 計 ３４１２１５ 的中 ��� ５５０４（１３番人気）
３連単票数 計 ５６８１００ 的中 ��� ２６３６（３６番人気）

ハロンタイム ７．１―１１．９―１２．２―１２．７―１３．０―１２．６―１１．３―１１．３

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
７．１―１９．０―３１．２―４３．９―５６．９―１：０９．５―１：２０．８

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４８．２―３F３５．２

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

勝馬の
紹 介

ビ リ オ ネ ア �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 ラグビーボール 初出走

２０１０．４．１０生 牝２鹿 母 タフネススター 母母 ユキノサクラ １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
〔発走状況〕 タカヒロガートップ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔競走中止〕 ヤマガール号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ゼウス号の騎手丸山元気は，決勝線手前での御法について戒告。
〔調教再審査〕 ヤマガール号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ３頭 ガッテンハピネス号・デルマベム号・メイショウカミタカ号
※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。

２４０５４ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５日 第６競走 ��１，７００�サラブレッド系３歳
発走１２時４０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

８１３ ディアボンボン 牡３鹿 ５６ 勝浦 正樹ディアレスト 水野 貴広 新冠 中本 隆志 B４６４± ０１：４６．９ ４．０�

４４ ランフォーライフ 牡３栗 ５６ 内田 博幸吉田 和美氏 大竹 正博 新ひだか 田原橋本牧場 ４９４－ ４１：４７．２１� ２．２�
８１２ ナンヨーヤシマ 牡３青鹿５６ 丸山 元気中村 �也氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B５１０－ ６ 〃 クビ １４．４�
６８ シルクスコーピオン 牡３鹿 ５６ 木幡 初広有限会社シルク杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 ４８４＋ ４１：４７．５２ ２２．１�
２２ マルヨフレンドリー 牝３鹿 ５４ 小林慎一郎野村 春行氏 梅田 智之 えりも 上島牧場 ４８８－ ２１：４７．６� ２５８．４�
７１１ ブルースイショウ 牡３鹿 ５６ 村田 一誠平本 敏夫氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム ４８６＋ ６ 〃 クビ ３５．４�
１１ ジャンピングタワー 牝３鹿 ５４ 丹内 祐次田和 廣通氏 矢野 照正 日高 ナカノファーム ４５２＋ ２１：４７．７クビ １５．５�
６９ ガ ニ オ ン 牡３栗 ５６ 三浦 皇成広尾レース	 二ノ宮敬宇 浦河 福田牧場 ４４６＋１２１：４７．９１� ６．３

５７ ヒラボクジャパン 牡３鹿 ５６ 岩田 康誠	平田牧場 大久保龍志 新ひだか 千代田牧場 ４８６－ ４１：４８．０� ７．３�
４５ シルクルガール 牡３黒鹿５６ 池添 謙一有限会社シルク西浦 勝一 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム ５０６＋ ４１：４９．２７ ２５．６�
３３ スリーオーシャン 牝３芦 ５４ 的場 勇人永井商事	 柄崎 孝 浦河 信岡牧場 ４１２＋１２１：４９．５１� ２０３．２
５６ ウインサンドロ 牡３黒鹿５６ 伊藤 工真	ウイン 鹿戸 雄一 新冠 村上 欽哉 ４３８＋ ４１：５０．５６ ２２４．８�
７１０ ベ レ ス プ リ 牝３鹿 ５４

５１ ▲横山 和生吉田 和子氏 松永 幹夫 新冠 若林牧場 ４７４－ ２１：５１．５６ ３９４．１�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １４，００１，１００円 複勝： ２２，８５５，３００円 枠連： ７，９１７，９００円

馬連： ２３，８５７，７００円 馬単： １９，３０９，５００円 ワイド： １２，９０９，３００円

３連複： ３５，７３７，６００円 ３連単： ６５，５１２，８００円 計： ２０２，１０１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １４０円 � １３０円 � ３６０円 枠 連（４－８） ４２０円

馬 連 �� ４６０円 馬 単 �� １，０９０円

ワ イ ド �� ２１０円 �� １，４７０円 �� １，０００円

３ 連 複 ��� ３，４４０円 ３ 連 単 ��� １７，４１０円

票 数

単勝票数 計 １４００１１ 的中 � ２７６９５（２番人気）
複勝票数 計 ２２８５５３ 的中 � ４７８１７（２番人気）� ６４４５９（１番人気）� １０６５６（７番人気）
枠連票数 計 ７９１７９ 的中 （４－８） １４２３８（１番人気）
馬連票数 計 ２３８５７７ 的中 �� ３８３８８（１番人気）
馬単票数 計 １９３０９５ 的中 �� １３１３６（２番人気）
ワイド票数 計 １２９０９３ 的中 �� ２０２１７（１番人気）�� １８３９（２０番人気）�� ２７９４（１４番人気）
３連複票数 計 ３５７３７６ 的中 ��� ７６７５（１３番人気）
３連単票数 計 ６５５１２８ 的中 ��� ２７７８（５２番人気）

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

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．９―１８．１―３０．５―４３．５―５６．０―１：０８．１―１：２０．６―１：３３．３

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬

勝馬の
紹 介

ディアボンボン �
�
父 アドマイヤジャパン �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー ２０１１．７．３１ 新潟５着

２００９．３．３１生 牡３鹿 母 ヒミノオトヒメ 母母 ワンモアギャル ９戦１勝 賞金 ９，５００，０００円
［他本会外：１戦０勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の１２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 エリモガスト号・メイショウボラーレ号
（非抽選馬）１０頭 イブニングスカイ号・オースミムーン号・オーノシシャモ号・ザキャップ号・サチノバレンタイン号・

シルバーヒリュウ号・スイートガガ号・ハンサムボーイ号・ヒナコ号・マイネオリヴィア号



２４０５５ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５日 第７競走 ��１，０００�サラブレッド系３歳以上
発走１３時１０分 （ダート・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

５７．５
５７．１

良

稍重

８１２ リーサムハーツ 牝４鹿 ５５ 四位 洋文平田 修氏 田所 秀孝 日高 佐々木 康治 ４９４－ ２ ５９．３ １．７�

５５ ノボプレシャス 牝３栗 ５３ 三浦 皇成�LS.M 天間 昭一 浦河 高昭牧場 ４７６＋ ４ ５９．８３ ５．２�
５６ テ ン ペ ス タ 牡４栗 ５７ 藤岡 佑介コウトミックレーシング 高橋 裕 浦河 大道牧場 B５０２－ ６１：００．０１� ９．９�
１１ ケイエスキングオー 牡４鹿 ５７ 勝浦 正樹キヨシサービス� 高橋 義忠 白老 社台牧場 B４３２± ０１：００．１� １２．１�
６８ カルブンクルス 牝３青 ５３

５０ ▲菅原 隆一�樽さゆり氏 田村 康仁 浦河 斉藤英牧場 ４５４＋ ２１：００．３１ １４．３�
７１０ ハーイスマイル 牡４黒鹿５７ 古川 吉洋小林 祥晃氏 宮 徹 新ひだか 谷岡牧場 ４６８± ０ 〃 クビ １２．８�
３３ シャーズブルー 牡６鹿 ５７ 宮崎 北斗	谷川牧場 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 ５５８＋１２１：００．４クビ ７０．９

４４ モズギャラクシー 牡３鹿 ５５

５２ ▲横山 和生北側 雅司氏 南井 克巳 新ひだか 加野牧場 ５０８＋１８１：００．５� ３５．７�
６７ プルーフポジティブ 牡３黒鹿５５ 長谷川浩大山本 茂氏 松永 昌博 浦河 中村 雅明 ４７０－ ４１：００．８１� １５９．２�
８１１ ブルーピアス 牝３栗 ５３

５０ ▲菱田 裕二田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 ４４４＋ ４ 〃 クビ ３０．１
７９ チェリーソウマ 牡５栗 ５７ 松田 大作チエリー商事� 嶋田 功 新ひだか 嶋田牧場 ４７６－ ２ 〃 ハナ １８９．５�
２２ オ ー パ ル ス 牡４芦 ５７ 丸田 恭介広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 大典牧場 B４９４＋ ６１：０１．０１� １９．７�

（１２頭）

売 得 金

単勝： １７，２１２，２００円 複勝： ３０，９０４，７００円 枠連： ８，７０８，９００円

馬連： ３０，３３４，７００円 馬単： ２９，６７０，７００円 ワイド： １７，１４１，６００円

３連複： ３９，５９５，５００円 ３連単： ８８，７３０，７００円 計： ２６２，２９９，０００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １７０円 複 勝 � １１０円 � １４０円 � １９０円 枠 連（５－８） ２３０円

馬 連 �� ４３０円 馬 単 �� ５６０円

ワ イ ド �� ２００円 �� ２８０円 �� ５８０円

３ 連 複 ��� １，１９０円 ３ 連 単 ��� ２，６１０円

票 数

単勝票数 計 １７２１２２ 的中 � ８１７７７（１番人気）
複勝票数 計 ３０９０４７ 的中 � １１９２１８（１番人気）� ５３６８５（２番人気）� ２８２７６（３番人気）
枠連票数 計 ８７０８９ 的中 （５－８） ２８３４１（１番人気）
馬連票数 計 ３０３３４７ 的中 �� ５３２２２（１番人気）
馬単票数 計 ２９６７０７ 的中 �� ３９３７９（１番人気）
ワイド票数 計 １７１４１６ 的中 �� ２５２０８（１番人気）�� １５２１４（２番人気）�� ６０９３（６番人気）
３連複票数 計 ３９５９５５ 的中 ��� ２４７５５（１番人気）
３連単票数 計 ８８７３０７ 的中 ��� ２５１８３（１番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．５―１１．７―１２．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００�
１２．３―２３．３―３４．８―４６．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４７．０―３F３６．０
３ ５，１２－（７，８，１０）１１－（２，３，６）４，１－９ ４ ・（５，１２）－（７，１０）－（８，１１）６（２，３）４，１－９

勝馬の
紹 介

リーサムハーツ �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 ヘクタープロテクター デビュー ２０１１．３．６ 阪神４着

２００８．４．７生 牝４鹿 母 ハセノアリエス 母母 インフルエンス １２戦３勝 賞金 ３９，３１４，０００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。
（非当選馬） １頭 オンワードセジール号

２４０５６ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５日 第８競走 ��
��１，２００�サラブレッド系３歳以上

発走１３時４０分 （芝・右）

５００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
本 賞 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：０７．６
１：０６．５

良

良

５９ コスモドロス 牡６鹿 ５７ 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム ４６２＋ ２１：０９．４ １３．９�

２３ タイヨウパフューム 牝４鹿 ５５ 秋山真一郎小野田健治氏 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 ３９４＋ ４１：０９．５� ６．２�
４７ トーセンマグナム 牡３鹿 ５５ 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 B４４４－ ２ 〃 クビ １３．２�
４８ タツストロング 牡３栗 ５５ 四位 洋文鈴木 昭作氏 鮫島 一歩 日高 坂戸 節子 ４７８－ ８１：０９．７１� ４．０�
３５ 	 ティルトウイング 牝４鹿 ５５ 横山 典弘 �社台レースホース鈴木 伸尋 千歳 社台ファーム ４３４－ ２１：０９．８クビ ２８．０�
５１０ ケイツーノース 牝５栗 ５５ 黛 弘人楠本 勝美氏 大竹 正博 新冠 長浜 忠 ５０４－ ８１：０９．９� ２９．８	
７１４ ニシノカチヅクシ 牡３黒鹿５５ 藤田 伸二西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 ４９０－ ４ 〃 アタマ ３．２

７１３ ジャストザブレイン 牡３鹿 ５５ 松田 大作ジャスト・タイムクラブ 牧浦 充徳 浦河 有限会社

吉田ファーム ４５６± ０１：１０．１１� １１６．８�
１１ 	 ノッティングガール 牝４鹿 ５５

５２ ▲横山 和生加藤 信之氏 清水 英克 日高 有限会社
ケイズ ４７６－１８ 〃 クビ ３８．７�

１２ ピアノボレロ 牝５鹿 ５５ 荻野 琢真谷掛 龍夫氏 嶋田 潤 新ひだか 片山牧場 ４２６－ ６ 〃 ハナ ８９．５
２４ ラバーフロー 牡４栗 ５７ 三浦 皇成 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム ４２２－１０ 〃 ハナ ３８．６�
６１２ ゴールデンポケット 牝３栗 ５３ 木幡 初広小林 英一氏 岩戸 孝樹 日高 出口牧場 ４５４± ０１：１０．２� １２２．０�
３６ ボンジュールメロン 牝５栗 ５５ 丸田 恭介田中善次郎氏 奥平 雅士 千歳 社台ファーム ５３２＋１６１：１０．３
 ２０．１�
８１５ ナイキトリック 牝４鹿 ５５ 内田 博幸小野 誠治氏 古賀 史生 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４７６－ ６１：１０．６１� ９．２�
８１６� セイウンオウサム 牡５芦 ５７ 津村 明秀西山 茂行氏 手塚 貴久 米 Patrick Q.

Maguire ５０８－ ８ 〃 クビ １２．９�
６１１ ワニタバンテン 牝４栗 ５５ 上野 翔加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 岡田牧場 ４３６± ０１：１１．０２
 ５１６．１�

（１６頭）

売 得 金

単勝： １４，６６８，１００円 複勝： ２５，１１５，３００円 枠連： １０，４８２，５００円

馬連： ２９，６３１，６００円 馬単： １９，８０８，６００円 ワイド： １５，５０４，６００円

３連複： ４３，８１７，６００円 ３連単： ７０，９３１，９００円 計： ２２９，９６０，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � １，３９０円 複 勝 � ３４０円 � ２４０円 � ４２０円 枠 連（２－５） ２，７７０円

馬 連 �� ３，１１０円 馬 単 �� ８，８７０円

ワ イ ド �� １，０６０円 �� １，５６０円 �� １，５４０円

３ 連 複 ��� １４，３３０円 ３ 連 単 ��� １１０，４４０円

票 数

単勝票数 計 １４６６８１ 的中 � ８３４１（７番人気）
複勝票数 計 ２５１１５３ 的中 � １９１９２（４番人気）� ３１７８８（３番人気）� １４７０５（６番人気）
枠連票数 計 １０４８２５ 的中 （２－５） ２８００（１２番人気）
馬連票数 計 ２９６３１６ 的中 �� ７０３９（１２番人気）
馬単票数 計 １９８０８６ 的中 �� １６４９（３３番人気）
ワイド票数 計 １５５０４６ 的中 �� ３６８３（１１番人気）�� ２４４０（１８番人気）�� ２４６３（１７番人気）
３連複票数 計 ４３８１７６ 的中 ��� ２２５７（４３番人気）
３連単票数 計 ７０９３１９ 的中 ��� ４７４（３２５番人気）

ハロンタイム １２．１―１０．８―１１．６―１１．８―１１．３―１１．８

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００�
１２．１―２２．９―３４．５―４６．３―５７．６

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモドロス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 アンバーシヤダイ デビュー ２００８．１２．２１ 中山３着

２００６．３．２９生 牡６鹿 母 グリークシアター 母母 ダイナアテイカ ２８戦２勝 賞金 ３５，６９６，０００円
［他本会外：１戦０勝］

〔その他〕 ニシノカチヅクシ号は，競走中終始内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
※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） ３頭 アルドワーズ号・ヤマニンシバルリー号・レスタービート号
（非抽選馬） １頭 ゲーリックストーム号



２４０５７ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５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 ７，２００，０００円 ２，９００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７２０，０００円� コースレコード

中央レコード

１：４１．７
１：４１．７

不良

不良

４５ トップチェッカー 牡４黒鹿５７ 池添 謙一吉田 正志氏 長浜 博之 安平 追分ファーム ４５０± ０１：４５．６ ９．４�

２２ ハ ル カ フ ジ 牡４鹿 ５７ 藤岡 佑介河内 孝夫氏 藤岡 健一 新冠 中地 康弘 ４７２＋ ４１：４５．９１� ３．９�
４４ エーペックス 牡３青鹿５４ 丸山 元気�Basic 畠山 吉宏 日高 川島 良一 ４９６＋ ６ 〃 ハナ ６．８�
７１０ オーバーヘッド 牡４栗 ５７ 三浦 皇成水上 行雄氏 安達 昭夫 新ひだか 塚田 達明 ４９８＋ ４ 〃 クビ ３．２�
７１１ エアラーテル 牡３栗 ５４ 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 むかわ 上水牧場 ４５６± ０１：４６．３２� ３３．５�
６８ クリノハナミチ 牡３栗 ５４ 村田 一誠栗本 博晴氏 木村 哲也 日高 下河辺牧場 ５０８＋ ４ 〃 ハナ ２９．１�
１１ 	 メイショウマルクル 牡４栗 ５７ 秋山真一郎松本 好雄氏 増本 豊 日高 日西牧場 ４９４－ ６ 〃 ハナ １０８．９	
５６ レッドジョーカー 牡４黒鹿５７ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 水上 習孝 ５３８± ０ 〃 ハナ １３．６

３３ ケイアイアポロン 牡４鹿 ５７ 上村 洋行 �啓愛義肢材料販売所 松山 康久 新ひだか 松田牧場 ５２８＋ ６１：４６．４� ５３．８�
８１２
 ハヤブサエミネンス 牝５鹿 ５５ 黛 弘人武田 修氏 伊藤 圭三 米 Grand Farm ４５２＋ ６ 〃 クビ ２４９．８�
６９ ヤマチョウフェア 牡４黒鹿５７ 津村 明秀長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム ４７８＋ ６１：４６．６� ４．８
５７ モンサンジュピター 牡３栗 ５４ 吉田 隼人山下 新一氏 牧 光二 新ひだか 有限会社武岡牧場 ４９２＋ ６１：４６．８１� ２５．９�
８１３
 ワイドクロス 牡３栃栗５４ 古川 吉洋幅田 昌伸氏 宮 徹 米 Joan Hadley

Thoroughbreds ５１４＋ ６１：４８．１８ ４２．０�

（１３頭）

売 得 金

単勝： １７，１１３，３００円 複勝： ３１，８８１，５００円 枠連： １２，５６４，４００円

馬連： ３７，０４９，８００円 馬単： ２７，０１７，７００円 ワイド： １９，９７６，７００円

３連複： ５４，６３１，４００円 ３連単： ９６，９０８，１００円 計： ２９７，１４２，９００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ９４０円 複 勝 � ２４０円 � １７０円 � ２１０円 枠 連（２－４） ８１０円

馬 連 �� ２，０３０円 馬 単 �� ４，８３０円

ワ イ ド �� ７８０円 �� ８４０円 �� ４６０円

３ 連 複 ��� ３，６４０円 ３ 連 単 ��� ２８，１６０円

票 数

単勝票数 計 １７１１３３ 的中 � １４４７３（５番人気）
複勝票数 計 ３１８８１５ 的中 � ３２１５０（５番人気）� ５６３４９（２番人気）� ４０８０９（４番人気）
枠連票数 計 １２５６４４ 的中 （２－４） １１４９９（５番人気）
馬連票数 計 ３７０４９８ 的中 �� １３５１１（８番人気）
馬単票数 計 ２７０１７７ 的中 �� ４１３５（１８番人気）
ワイド票数 計 １９９７６７ 的中 �� ６１８５（８番人気）�� ５６９２（９番人気）�� １１３８１（５番人気）
３連複票数 計 ５４６３１４ 的中 ��� １１０８７（９番人気）
３連単票数 計 ９６９０８１ 的中 ��� ２５４０（８３番人気）

ハロンタイム ６．７―１０．８―１２．３―１３．０―１２．９―１２．０―１２．３―１２．５―１３．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００� １，５００�
６．７―１７．５―２９．８―４２．８―５５．７―１：０７．７―１：２０．０―１：３２．５

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 １→２→３→４」 上り４F４９．９―３F３７．９
１
３

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

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

勝馬の
紹 介

トップチェッカー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 End Sweep デビュー ２０１１．７．１６ 京都１２着

２００８．２．１２生 牡４黒鹿 母 スタンドオンエンド 母母 Delaware Country １３戦２勝 賞金 ２１，０００，０００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。
（非抽選馬） ３頭 マイネルハーシェル号・マイネルハートレー号・メイショウヤギュウ号

２４０５８ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５日 第１０競走 ��
��１，５００�

ま し ゅ う こ

摩 周 湖 特 別
発走１４時５０分 （芝・右）

３歳以上，１，０００万円以下；負担重量は，３歳５５�４歳以上５７�，牝馬２�減
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００円
付 加 賞 ３２９，０００円 ９４，０００円 ４７，０００円 � コースレコード

中央レコード

１：２７．８
１：２７．８

良

良

５８ ダンツミュータント 牡３青鹿５５ 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 野坂牧場 ４３２－ ４１：２９．０ ４．１�

８１３ ストレイトガール 牝３鹿 ５３ 岩田 康誠廣崎 玲子氏 藤原 英昭 浦河 岡本牧場 ４３８± ０１：２９．４２� １３．８�
１１ タマモコントラバス 牡５黒鹿５７ 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 ４５４－ ６ 〃 ハナ ３．９�
２２ ボーイフレンド 牡３栗 ５５ 丸山 元気北村 和江氏 森 秀行 平取 高橋 啓 ４３０－ ２１：２９．５� ６．３�
６１０ レッドクロス 牡５栗 ５７ 内田 博幸 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 日高 三城牧場 ４６２－ ２１：２９．７１	 ７．０�
７１１ ニシノスタイル 牡３鹿 ５５ 三浦 皇成西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 川上牧場 ４８８＋ ６ 〃 クビ ８．９�
５７ 
 リビングストン 牡６青鹿５７ 宮崎 北斗 	サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム ５０４＋ ４１：２９．９１� ２７．６

４５ グレナディーン 牝５黒鹿５５ 上村 洋行 	社台レースホース橋口弘次郎 千歳 社台ファーム ４７４＋ ２１：３０．０クビ １９．１�
８１４ シルクブルックリン 牡３黒鹿５５ 吉田 隼人有限会社シルク上原 博之 新冠 対馬 正 ５５２＋ ４１：３０．２１	 １５．８�
４６ ダノンボルケーノ 牡５栗 ５７ 丸田 恭介�ダノックス 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム ４８８＋ ２１：３０．３� １４．７
３４ トーセンマドローナ 牡６芦 ５７ 藤岡 佑介島川 �哉氏 小崎 憲 新ひだか 土田農場 ５０６－ ２１：３０．５１� ３１．８�
３３ ビーチパーティー 牝５芦 ５５ 竹之下智昭吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム ４８０－ ８ 〃 ハナ １２３．４�
６９ 
 バンダムレクス 牡７黒鹿５７ 柴山 雄一山科 統氏 大竹 正博 浦河 バンダム牧場 ４４８－１４１：３０．６� １３０．７�
７１２ リッピアピンク 牝６鹿 ５５ 秋山真一郎村上 稔氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 ４７０＋ ８１：３１．０２� １４８．９�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ２０，４７２，８００円 複勝： ４０，８４９，５００円 枠連： １５，０８７，４００円

馬連： ５８，８９２，５００円 馬単： ３５，２７０，７００円 ワイド： ２５，５５４，０００円

３連複： ７７，６５３，１００円 ３連単： １３４，４９１，２００円 計： ４０８，２７１，２００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １７０円 � ４６０円 � １５０円 枠 連（５－８） １，０６０円

馬 連 �� ３，９６０円 馬 単 �� ６，１３０円

ワ イ ド �� １，４９０円 �� ３１０円 �� １，２９０円

３ 連 複 ��� ４，７７０円 ３ 連 単 ��� ３１，２８０円

票 数

単勝票数 計 ２０４７２８ 的中 � ３９４２２（２番人気）
複勝票数 計 ４０８４９５ 的中 � ７２００４（２番人気）� １６８２０（９番人気）� ８５２３６（１番人気）
枠連票数 計 １５０８７４ 的中 （５－８） １０５９５（３番人気）
馬連票数 計 ５８８９２５ 的中 �� １０９８１（１６番人気）
馬単票数 計 ３５２７０７ 的中 �� ４２５１（２２番人気）
ワイド票数 計 ２５５５４０ 的中 �� ３８９７（２０番人気）�� ２４０３６（１番人気）�� ４５４２（１７番人気）
３連複票数 計 ７７６５３１ 的中 ��� １２０１６（１２番人気）
３連単票数 計１３４４９１２ 的中 ��� ３１７４（７８番人気）

ハロンタイム ７．０―１１．８―１１．８―１２．２―１２．１―１１．９―１１．１―１１．１

通過タイム
１００� ３００� ５００� ７００� ９００� １，１００� １，３００�
７．０―１８．８―３０．６―４２．８―５４．９―１：０６．８―１：１７．９

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ２→３→４」 上り４F４６．２―３F３４．１

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

JRA育成馬

勝馬の
紹 介

ダンツミュータント �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 リードワンダー デビュー ２０１１．１２．１７ 阪神１着

２００９．４．２０生 牡３青鹿 母 ウメノローマン 母母 タマモデイクター ７戦３勝 賞金 ４３，４０５，０００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。
（非抽選馬） ３頭 ヴィクトリーマーチ号・シチリアーナ号・ダブルオーセブン号



２４０５９ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５日 第１１競走
第４７回農林水産省賞典

��
��１，８００�札幌２歳ステークス（ＧⅢ）

発走１５時２５分 （芝・右）

２歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量
農林水産大臣賞・北海道知事賞・札幌馬主協会会長賞（１着）

賞 品
本 賞 ３０，０００，０００円 １２，０００，０００円 ７，５００，０００円 ４，５００，０００円 ３，０００，０００円
付 加 賞 ５１８，０００円 １４８，０００円 ７４，０００円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（１着） � コースレコード

中央レコード

１：４８．４
１：４６．６

良

良

３３ コ デ ィ ー ノ 牡２黒鹿５４ 横山 典弘 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム ４７４＋ ４１：４８．５ ４．１�

７１１ ラウンドワールド 牡２鹿 ５４ 岩田 康誠�G１レーシング 松田 博資 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４２８＋ ４１：４８．８１� ２．４�

４５ エデンロック 牡２鹿 ５４ 三浦 皇成田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム ４５６－ ８１：４９．２２� ５３．３�
２２ ロ ゴ タ イ プ 牡２黒鹿５４ 村田 一誠吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム ４６８＋ ８ 〃 クビ ４７．５�
５８ コスモシルバード 牡２芦 ５４ 木幡 初広鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 平取 二風谷ファーム ４８０－ ６ 〃 ハナ ４５．６�
１１ グランデアモーレ 牝２芦 ５４ 藤岡 佑介 �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 ４５６－１２１：４９．５１� ５７．１	
４６ トーセンパワフル 牡２鹿 ５４ 内田 博幸島川 
哉氏 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム ５０６＋ ４１：４９．７１ ３．０�
７１２ ブリリアントアスク 牝２鹿 ５４ 吉田 隼人廣崎 利洋氏 伊藤 正徳 新冠 川上牧場 ４３８＋ ４ 〃 クビ ８０．５�
５７ マイネルホウオウ 牡２栗 ５４ 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ヒカル牧場 ４７８± ０１：４９．８� １３．５
６９ アポロカーネル �２鹿 ５４ 津村 明秀アポロサラブレッドクラブ 柴崎 勇 新ひだか 前田 宗将 ４５４＋ ２１：４９．９クビ ３０．１�
３４ タマモコンパス 牡２黒鹿５４ 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 ４４６＋ ８１：５０．０� １３６．０�
８１３	 ジェネラルグラント 牡２黒鹿５４ 五十嵐冬樹 �サンデーレーシング 広森 久雄 安平 ノーザンファーム ５１６－１６１：５１．０６ ３５．８�

（北海道） （北海道）

６１０ ロードクラヴィウス 牡２鹿 ５４ 丸山 元気 �ロードホースクラブ 安田 隆行 新ひだか 酒井 秀紀 ４５０＋ ６１：５１．２１ １６８．６�
８１４ マコトタンホイザー 牡２青鹿５４ 川島 信二尾田左知子氏 中村 均 様似 出口 繁夫 ４７０＋ ６１：５２．１５ ２４６．３�

（１４頭）

売 得 金

単勝： ９８，９９４，４００円 複勝： １５０，２３３，６００円 枠連： ４４，００６，１００円

馬連： ２６２，１３６，３００円 馬単： １７３，２６８，７００円 ワイド： １０１，３４８，８００円

３連複： ３７１，３７５，６００円 ３連単： ８０２，９１２，１００円 計： ２，００４，２７５，６００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ４１０円 複 勝 � １６０円 � １１０円 � ７９０円 枠 連（３－７） ５３０円

馬 連 �� ５４０円 馬 単 �� １，１９０円

ワ イ ド �� ２８０円 �� ２，３６０円 �� １，４４０円

３ 連 複 ��� ５，４２０円 ３ 連 単 ��� ２２，３３０円

票 数

単勝票数 計 ９８９９４４ 的中 � １９４９６３（３番人気）
複勝票数 計１５０２３３６ 的中 � ２３９５７９（３番人気）� ５５３９８６（１番人気）� ２７０９４（９番人気）
枠連票数 計 ４４００６１ 的中 （３－７） ６１８３２（２番人気）
馬連票数 計２６２１３６３ 的中 �� ３６３２４０（２番人気）
馬単票数 計１７３２６８７ 的中 �� １０７５９７（５番人気）
ワイド票数 計１０１３４８８ 的中 �� １０８６３３（２番人気）�� ９４９０（２５番人気）�� １５９２５（１１番人気）
３連複票数 計３７１３７５６ 的中 ��� ５０５９８（１４番人気）
３連単票数 計８０２９１２１ 的中 ��� ２６５３７（５５番人気）

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

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００�
１２．４―２４．０―３６．３―４８．５―１：０１．０―１：１３．６―１：２５．６―１：３７．２

コーナー
通過順位

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

２
４

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

勝馬の
紹 介

コ デ ィ ー ノ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー ２０１２．８．１２ 札幌１着

２０１０．２．１５生 牡２黒鹿 母 ハッピーパス 母母 ハッピートレイルズ ２戦２勝 賞金 ３７，５１８，０００円
〔発走状況〕 ジェネラルグラント号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ジェネラルグラント号の騎手五十嵐冬樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金１０，０００円。（１２番への進路

影響）
コスモシルバード号の騎手木幡初広は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の２頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ２頭 ディーエスコマンド号・ディーエスタイド号
※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。

２４０６０ ９月１日 晴 良 （２４札幌２）第５日 第１２競走 ��
��２，０００�道新スポーツ賞

発走１６時０５分 （芝・右）
３歳以上，１，０００万円以下，２３．９．３以降２４．８．２６まで１回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

道新スポーツ賞（１着）
賞 品

本 賞 １４，０００，０００円 ５，６００，０００円 ３，５００，０００円 ２，１００，０００円 １，４００，０００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

４８ ホッコーガンバ 牡４鹿 ５６ 勝浦 正樹矢部 幸一氏 西浦 勝一 浦河 梅田牧場 ４９８＋ ４２：００．２ ２．５�

５１０ メジロジェニファー 牝５黒鹿５３ 四位 洋文岩� 伸道氏 北出 成人 洞爺湖 メジロ牧場 ５１４－ ２２：００．６２� ８．１�
１１ ウインディーリング 牝５青鹿５１ 丸山 元気細谷 典幸氏 鈴木 伸尋 日高 藤本ファーム ４５２－１６ 〃 ハナ ６２．４�
８１６ ロードエフォール 牡４黒鹿５５ 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 菊川 正達 浦河 成隆牧場 ４８０－ ４２：０１．０２� ５．３�
２４ シーキングフェイム 牝５鹿 ５４ 三浦 皇成 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 田中 章博 新ひだか 静内白井牧場 ４７６± ０ 〃 ハナ ８．６�
１２ ル ロ ワ 牡５青鹿５５ 木幡 初広栗山 良子氏 二ノ宮敬宇 安平 追分ファーム ４７８± ０２：０１．２１� ９８．０�
６１２ ラヴィンライフ 牡６鹿 ５５ 藤岡 佑介 	サンデーレーシング 武 宏平 平取 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム ４８２＋ ２２：０１．４１� ６．３

７１３� ミッションモード 牡５栗 ５７ 内田 博幸山本 英俊氏 藤沢 和雄 愛 T. Yoshida ４９４－ ２２：０１．５クビ ７．８�
７１４ キンセイポラリス 牡６鹿 ５４ 松田 大作山田 裕仁氏 伊藤 大士 門別 天羽牧場 ４０８＋ ２ 〃 アタマ ２８．９�
８１５ ジャニアリシックス 牡４栗 ５４ 五十嵐冬樹深見 富朗氏 田所 秀孝 浦河 三嶋牧場 ４４８－ ８２：０１．６� ３６．４

（北海道）

４７ ツヨイキモチ 牝５鹿 ５２ 小林慎一郎ユアストーリー 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ５０４－ ２ 〃 ハナ ８８．６�

６１１ テイエムデジタル 牡３鹿 ５２ 宮崎 北斗竹園 正繼氏 柴田 政人 新ひだか 千代田牧場 ４８４± ０２：０１．８１� １５２．４�
３５ ランブリングローズ 牝５鹿 ５２ 横山 和生草野 仁氏 勢司 和浩 新ひだか 千代田牧場 ４９６＋ ６２：０２．１２ ２８１．０�
３６ 	 サンレイハスラー 牡６鹿 ５１ 竹之下智昭永井 啓弍氏 西橋 豊治 浦河 辻 牧場 ５０６＋ ６ 〃 ハナ ３２０．７�
５９ スーサングレート 牡４栗 ５６ 丸田 恭介林 進氏 鈴木 孝志 浦河 浦河日成牧場 B５０２＋１０２：０３．３７ ５５．９�
２３ 	 アルファオリオン 牡９鹿 ５３ 荻野 琢真�貴悦 小島 茂之 平取 赤石牧場 ４６２－ ８ （競走中止） ３４９．２�

（１６頭）

売 得 金

単勝： ３１，９４３，５００円 複勝： ５３，９３４，４００円 枠連： １９，７２６，２００円

馬連： ７５，３４６，０００円 馬単： ４６，８９８，４００円 ワイド： ３８，７０７，８００円

３連複： １１１，４７７，８００円 ３連単： １９８，８７８，０００円 計： ５７６，９１２，１００円

払戻金・
給付金

単 勝 � ２５０円 複 勝 � １４０円 � ２２０円 � １，０４０円 枠 連（４－５） ７４０円

馬 連 �� ８４０円 馬 単 �� １，３２０円

ワ イ ド �� ３２０円 �� ２，５２０円 �� ５，５６０円

３ 連 複 ��� １６，９８０円 ３ 連 単 ��� ５２，６１０円

票 数

単勝票数 計 ３１９４３５ 的中 � １０４７９８（１番人気）
複勝票数 計 ５３９３４４ 的中 � １３８６２２（１番人気）� ６１７５９（４番人気）� ９４１８（９番人気）
枠連票数 計 １９７２６２ 的中 （４－５） １９７０９（３番人気）
馬連票数 計 ７５３４６０ 的中 �� ６６８０２（２番人気）
馬単票数 計 ４６８９８４ 的中 �� ２６２５１（２番人気）
ワイド票数 計 ３８７０７８ 的中 �� ３５１５６（２番人気）�� ３４９３（２７番人気）�� １５５６（４４番人気）
３連複票数 計１１１４７７８ 的中 ��� ４８４６（５３番人気）
３連単票数 計１９８８７８０ 的中 ��� ２７９０（１６９番人気）

ハロンタイム １２．８―１０．７―１１．８―１２．４―１２．５―１２．２―１２．１―１２．０―１１．５―１２．２

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００� １，４００� １，６００� １，８００�
１２．８―２３．５―３５．３―４７．７―１：００．２―１：１２．４―１：２４．５―１：３６．５―１：４８．０

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ホッコーガンバ �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー ２０１０．８．１４ 新潟４着

２００８．５．７生 牡４鹿 母 ジュウジホウセキ 母母 ジユウジターキン １７戦４勝 賞金 ５５，７８０，０００円
〔競走中止〕 アルファオリオン号は，競走中に疾病〔左肩跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の３頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） １頭 ヤマニンリップル号
（非抽選馬） ２頭 スリーエンペラー号・メイショウテッサイ号
※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。



（２４札幌２）第５日 ９月１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 １６８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 手 当

２１０，１１０，０００円
２，０８０，０００円
８，５６０，０００円
１，７６０，０００円
１８，９３０，０００円
５７，８１６，０００円
４，６０６，０００円
１，６１２，８００円

勝馬投票券売得金
２８４，９９１，２００円
４７５，５５８，０００円
１５７，１９６，７００円
６４０，５３８，３００円
４４１，９８４，８００円
２９５，３１４，２００円
９１２，４５５，６００円
１，７４６，０７２，５００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 ４，９５４，１１１，３００円

総入場人員 １４，５６９名 （有料入場人員 １３，１１６名）


