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単勝
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24049 9月6日 晴 良 （26札幌2）第5日 第1競走 ��
��1，700�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
1：46．2
1：45．6

重
不良

11 マイネルオフィール 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 482＋101：46．7 5．4�

33 ノースランドボーイ 牡2青 54 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 490＋ 41：47．65 7．7�
56 レッツイットラン 牡2栗 54 菱田 裕二深見 富朗氏 牧田 和弥 浦河 金成吉田牧場 458± 01：47．7クビ 4．6�
69 イーデンホール 牡2栗 54 吉田 隼人�G1レーシング 大久保洋吉 安平 追分ファーム 488－ 81：48．12� 6．5�
710 エンプレスダンス 牝2鹿 54 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新ひだか タイヘイ牧場 472± 01：48．2� 5．0�
22 ミュークロール 牝2黒鹿54 横山 和生ドラゴンヒルズホースクラブ 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 500－ 21：48．3� 72．4	
813 ビクトリーミノル 牡2栗 54 藤岡 康太吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 492－ 81：48．72� 88．9

711 パイロキネシスト 牡2黒鹿54 蛯名 正義平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 480＋ 8 〃 クビ 7．7�
68 ニホンピロサンダー 牡2黒鹿54 田中 博康小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 454＋ 21：48．91	 35．6�
44 バウトナカヤマ 牡2黒鹿54 津村 明秀中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 472＋ 21：49．21� 15．4�
57 ジャジャンケン 牡2黒鹿54 丸田 恭介スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 神垣 道弘 474＋ 21：50．26 10．9�
45 マラカイトスター 牝2栗 54 柴山 雄一本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 452－ 21：50．83� 42．8�
812 エイシンアンカー 牡2青鹿54 松田 大作�栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 454＋ 81：51．01	 90．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，321，800円 複勝： 29，084，900円 枠連： 8，829，700円
馬連： 32，339，300円 馬単： 20，271，200円 ワイド： 18，878，400円
3連複： 47，928，600円 3連単： 63，497，200円 計： 234，151，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 170円 � 180円 � 160円 枠 連（1－3） 2，300円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，450円

ワ イ ド �� 640円 �� 380円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 16，880円

票 数

単勝票数 計 133218 的中 � 19427（3番人気）
複勝票数 計 290849 的中 � 45597（3番人気）� 39981（4番人気）� 49953（1番人気）
枠連票数 計 88297 的中 （1－3） 2963（12番人気）
馬連票数 計 323393 的中 �� 12997（6番人気）
馬単票数 計 202712 的中 �� 4404（9番人気）
ワイド票数 計 188784 的中 �� 7207（5番人気）�� 13229（1番人気）�� 9471（4番人気）
3連複票数 計 479286 的中 ��� 12768（6番人気）
3連単票数 計 634972 的中 ��� 2727（37番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．5―12．9―12．9―12．9―12．5―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．5―43．4―56．3―1：09．2―1：21．7―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．4―3F37．5
1
3
1，6，10（2，5，12）（4，8）（3，7，9）－（13，11）・（1，6）10（2，9）（3，12，11）（5，4，8）13，7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルオフィール �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．7．27 札幌2着

2012．4．17生 牡2鹿 母 ア ガ ル タ 母母 ブロードアピール 3戦1勝 賞金 8，550，000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 フクノドービル号

24050 9月6日 晴 良 （26札幌2）第5日 第2競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走10時25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

610 マイネルポルトゥス 牡2鹿 54 蛯名 正義 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 伊藤 伸一 新ひだか 谷藤 弘美 456＋ 41：51．1 5．8�

45 サトノラーゼン 牡2鹿 54 北村 宏司里見 治氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 436－ 21：51．31 1．8�
814 ディアマイダーリン 牝2鹿 54 三浦 皇成窪田 康志氏 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 472－ 21：51．4� 12．5�
69 レジメンタル 牡2栗 54 福永 祐一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 450－ 21：51．72 3．9�
22 ゴージャスガール 牝2黒鹿54 田辺 裕信飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 436－ 81：51．8� 36．9�
33 ミュゼダルタニアン 牡2栗 54 柴山 雄一髙橋 仁氏 高市 圭二 千歳 社台ファーム B498± 0 〃 クビ 44．4	
57 シ ー レ ッ ド 牡2栗 54 津村 明秀スリースターズレーシング 田村 康仁 新ひだか 武 牧場 442－ 21：52．22� 25．6

11 エスジープログレス 牡2栗 54 勝浦 正樹窪田 滋氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 462＋ 41：52．41 33．8�
711 クラッチパット 牡2青鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 斉藤スタッド 482＋ 6 〃 クビ 64．2�
712 マイネルカレッツァ 牡2黒鹿54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 剛 日高 白井牧場 486＋ 6 〃 ハナ 20．6
58 スピリッツミノル 牡2栗 54 松田 大作吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 476± 01：52．93 280．3�
813 エルヴィルダ 牡2栗 54

51 ▲長岡 禎仁上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 478± 01：53．75 373．7�
46 オールマイタイム 牡2栗 54 丸田 恭介スリースターズレーシング 田村 康仁 新冠 堤 牧場 496＋101：54．12� 147．4�
34 テイエムキュアオウ 牡2栗 54

51 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 五十嵐忠男 新冠 タニグチ牧場 488± 01：55．69 206．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 15，558，300円 複勝： 46，413，900円 枠連： 8，133，300円
馬連： 28，453，800円 馬単： 21，379，600円 ワイド： 16，123，100円
3連複： 40，978，400円 3連単： 74，869，000円 計： 251，909，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 140円 � 110円 � 220円 枠 連（4－6） 180円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 250円 �� 870円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，570円 3 連 単 ��� 10，160円

票 数

単勝票数 計 155583 的中 � 21177（3番人気）
複勝票数 計 464139 的中 � 46247（3番人気）� 290743（1番人気）� 19422（4番人気）
枠連票数 計 81333 的中 （4－6） 33745（1番人気）
馬連票数 計 284538 的中 �� 40922（2番人気）
馬単票数 計 213796 的中 �� 10673（5番人気）
ワイド票数 計 161231 的中 �� 18395（2番人気）�� 4038（11番人気）�� 14860（3番人気）
3連複票数 計 409784 的中 ��� 19565（4番人気）
3連単票数 計 748690 的中 ��� 5339（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―36．9―49．4―1：02．3―1：15．1―1：27．4―1：39．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．0
1
3
4（5，10）3，12（2，9，13）－7，1（6，8）－14，11
4，10，3（5，12）（2，9，13，1）（7，8）（6，14）11

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

勝馬の
紹 介

マイネルポルトゥス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 ピルサドスキー デビュー 2014．7．6 函館2着

2012．4．2生 牡2鹿 母 コスモボヤージュ 母母 アドベンチャーオン 4戦1勝 賞金 9，300，000円
〔発走状況〕 ゴージャスガール号は，発走地点で左後肢落鉄。発走時刻3分遅延。
〔制裁〕 テイエムキュアオウ号の騎手城戸義政は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：3番・2番）

テイエムキュアオウ号の騎手城戸義政は，1コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番・10番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テイエムキュアオウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月6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。
（非当選馬） 1頭 トーセンジャズ号

第２回 札幌競馬 第５日



24051 9月6日 晴 良 （26札幌2）第5日 第3競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時55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

22 ナガラブルボン 牡3鹿 56 四位 洋文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 472＋ 4 59．9 4．9�

33 カガフレグランス 牝3鹿 54 秋山真一郎香川 憲次氏 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：00．11� 1．9�
710 ア ン ク ト 牝3黒鹿54 北村 宏司広尾レース� 鹿戸 雄一 大樹 大樹ファーム 458－ 2 〃 ハナ 4．5�
811 ミスティックヨハネ 牡3栗 56 丸山 元気平本 敏夫氏 佐藤 吉勝 新冠 川上牧場 442＋ 21：00．41� 26．6�
67 ナンヨールーク 牡3栗 56 横山 和生中村 德也氏 杉浦 宏昭 新ひだか 藤原牧場 488－12 〃 クビ 156．6�
11 ヤマニンキュルミネ 牡3芦 56 田辺 裕信土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 466＋ 41：00．61� 15．9	
44 アルレジェンヌ 牝3鹿 54 蛯名 正義 
社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 448± 01：00．7� 49．8�
55 プロセキューション 牡3栗 56

53 ▲小崎 綾也山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 加野牧場 474± 01：00．8� 17．0�
79 ハヤブサマジック 牡3鹿 56 藤岡 康太武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 496＋ 41：01．11� 37．7
56 ゴッドマザー 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 440± 0 〃 アタマ 32．9�
812 サウンドグランデ 牡3栗 56 N．ローウィラー 増田 雄一氏 和田 正道 新ひだか 前田 宗将 492＋ 21：01．41� 32．2�

（豪）

68 ワンダーライツ 牝3黒鹿 54
51 ▲城戸 義政山本 信行氏 羽月 友彦 新ひだか 米田牧場 472＋ 61：02．25 20．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 16，136，700円 複勝： 27，031，200円 枠連： 7，086，600円
馬連： 26，797，700円 馬単： 18，560，200円 ワイド： 17，671，500円
3連複： 36，881，600円 3連単： 56，874，200円 計： 207，039，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 110円 � 140円 枠 連（2－3） 500円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 230円 �� 310円 �� 250円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 4，270円

票 数

単勝票数 計 161367 的中 � 26244（3番人気）
複勝票数 計 270312 的中 � 32507（2番人気）� 132555（1番人気）� 30281（3番人気）
枠連票数 計 70866 的中 （2－3） 10895（2番人気）
馬連票数 計 267977 的中 �� 44498（1番人気）
馬単票数 計 185602 的中 �� 12405（2番人気）
ワイド票数 計 176715 的中 �� 20110（1番人気）�� 13441（4番人気）�� 17786（2番人気）
3連複票数 計 368816 的中 ��� 37770（1番人気）
3連単票数 計 568742 的中 ��� 9653（4番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．7―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．0―34．7―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ナガラブルボン �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 メイショウオウドウ デビュー 2013．11．2 京都6着

2011．3．5生 牡3鹿 母 カンタベリービート 母母 オリンピアオーカン 5戦1勝 賞金 6，400，000円
〔発走状況〕 ゴッドマザー号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ゴッドマザー号は，発走調教再審査。
〔その他〕 アンクト号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 アンクト号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年10月6日まで出走できない。
※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 コスモリュブリュー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

24052 9月6日 晴 良 （26札幌2）第5日 第4競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走11時25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

11 サンアナハイム 牡3黒鹿56 松岡 正海加藤 信之氏 伊藤 伸一 清水 小野瀬 晃司 486＋ 41：47．3 44．3�
22 メイショウトキムネ 牡3鹿 56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 41：47．93� 3．4�
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 438－ 21：48．11� 14．3�
812 エングロウス 	3栗 56 田中 博康深見 富朗氏 田所 秀孝 新ひだか グランド牧場 438＋ 41：48．42 146．5�
57 ヘクターザグレート 牡3黒鹿56 津村 明秀堀 祥子氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム B502＋ 41：49．03� 6．4�
44 ダブルミッション 牡3鹿 56 福永 祐一広尾レース� 角居 勝彦 大樹 大樹ファーム 474＋ 41：49．53 2．0	
69 
 サウンドシャカラカ 牡3栗 56 菱田 裕二増田 雄一氏 佐藤 正雄 米 Edition Farm B466－ 2 〃 クビ 52．7

813
 ダークダイナミック 牡3鹿 54 北村 宏司吉田 和美氏 木村 哲也 豪 Stratheden

Stud Pty Ltd B510－ 21：49．81� 12．3�
68 ドリームヴィジョン 	3芦 56 横山 和生セゾンレースホース� 大江原 哲 浦河 ダイヤモンドファーム 436－ 21：49．9クビ 44．2�
56 ワンハンドカット 	3鹿 56 田辺 裕信丸山 担氏 小島 茂之 浦河 伏木田牧場 470－ 81：50．32� 31．9
710 テイエムトッピモン 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 460＋121：50．4� 24．7�
33 アルカンジュ 牝3芦 54 松田 大作小林竜太郎氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 428± 01：50．5� 160．6�
711 フ ド ー シ ン 牡3黒鹿56 蛯名 正義林 正道氏 矢作 芳人 日高 モリナガファーム 476－ 21：50．92� 50．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，371，800円 複勝： 22，285，400円 枠連： 7，761，900円
馬連： 28，858，500円 馬単： 19，267，300円 ワイド： 16，383，400円
3連複： 37，152，700円 3連単： 60，248，000円 計： 210，329，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，430円 複 勝 � 640円 � 170円 � 280円 枠 連（1－2） 6，000円

馬 連 �� 5，760円 馬 単 �� 16，620円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 2，850円 �� 770円

3 連 複 ��� 13，420円 3 連 単 ��� 116，790円

票 数

単勝票数 計 183718 的中 � 3312（9番人気）
複勝票数 計 222854 的中 � 7126（8番人気）� 44783（2番人気）� 19303（5番人気）
枠連票数 計 77619 的中 （1－2） 1001（16番人気）
馬連票数 計 288585 的中 �� 3880（17番人気）
馬単票数 計 192673 的中 �� 869（47番人気）
ワイド票数 計 163834 的中 �� 2404（17番人気）�� 1433（27番人気）�� 5687（7番人気）
3連複票数 計 371527 的中 ��� 2076（40番人気）
3連単票数 計 602480 的中 ��� 374（292番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．2―42．8―55．6―1：08．2―1：21．0―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サンアナハイム �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2013．9．28 中山3着

2011．5．4生 牡3黒鹿 母 リトルラブソング 母母 ダブルシンホニー 10戦1勝 賞金 8，470，000円
〔制裁〕 ヘクターザグレート号の騎手津村明秀は，4コーナーから最後の直線コースにかけての御法（鞭の使用）について過怠金

10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 アグネスモバイル号・ヴェアリアスハート号・キスキスバンバン号・スパークルキャット号
（非抽選馬） 3頭 ゴールデンキャット号・ジャックポット号・ブレヴァン号



24053 9月6日 晴 良 （26札幌2）第5日 第5競走 ��
��1，500�サラブレッド系2歳

発走12時15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 ダイトウキョウ 牡2鹿 54 福永 祐一市川 義美氏 戸田 博文 日高 オリオンファーム 456 ―1：32．3 4．9�
58 ダノンプラチナ 牡2芦 54 蛯名 正義�ダノックス 国枝 栄 新ひだか 千代田牧場 474 ―1：32．51� 1．7�
46 モアニケアラ 牝2芦 54 池添 謙一名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 446 ―1：32．71� 14．5�
814 ミストラルジョワ 牝2鹿 54 四位 洋文森岡 幸人氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 476 ―1：32．91� 70．9�
22 メイショウワゴコロ 牝2青鹿54 田辺 裕信松本 好雄氏 中村 均 浦河 谷川牧場 446 ―1：33．0� 24．3�
45 	 コスモミザール 牝2鹿 54 松岡 正海 	ビッグレッドファーム 池上 昌弘 米 Jerry Jam-

gotchian 442 ―1：33．1� 19．2

711 ファルブナイト 
2鹿 54 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 日高 シンボリ牧場 466 ― 〃 クビ 25．4�
813 トーセンギガ 牡2黒鹿54 菅原 隆一島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 456 ― 〃 ハナ 254．2
610 デンコウコテツ 牡2栗 54 北村 宏司田中 康弘氏 中村 均 浦河 日の出牧場 450 ―1：33．2� 60．1�
57 	 コスモレグルス 牡2青鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 清水 英克 米 Liberation Farm &

Brandywine Farm 446 ―1：33．3クビ 51．1�
33 ナスノマジック 牝2鹿 54 津村 明秀吉田 昭一氏 鈴木 伸尋 新冠 八木 常郎 412 ― 〃 アタマ 162．6�
11 キーフォーサクセス 牡2黒鹿54 村田 一誠 	社台レースホース田中 剛 千歳 社台ファーム 448 ― 〃 クビ 9．9�
34 カフジペガサス 牡2栗 54 田中 博康加藤 守氏 中竹 和也 日高 出口牧場 440 ―1：33．51 9．7�
712 ファジーシステム 牡2鹿 54 丸田 恭介薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 438 ―1：34．56 75．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，455，400円 複勝： 22，677，300円 枠連： 8，759，100円
馬連： 32，060，700円 馬単： 22，044，500円 ワイド： 17，000，600円
3連複： 39，803，900円 3連単： 64，759，900円 計： 228，561，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 140円 � 110円 � 200円 枠 連（5－6） 400円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 210円 �� 570円 �� 440円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 4，590円

票 数

単勝票数 計 214554 的中 � 34795（2番人気）
複勝票数 計 226773 的中 � 40927（2番人気）� 71428（1番人気）� 20402（4番人気）
枠連票数 計 87591 的中 （5－6） 16883（1番人気）
馬連票数 計 320607 的中 �� 63074（1番人気）
馬単票数 計 220445 的中 �� 14778（2番人気）
ワイド票数 計 170006 的中 �� 23688（1番人気）�� 6754（5番人気）�� 9056（4番人気）
3連複票数 計 398039 的中 ��� 30343（1番人気）
3連単票数 計 647599 的中 ��� 10224（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．5―31．2―44．0―56．7―1：08．9―1：20．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F35．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダイトウキョウ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Monarchos 初出走

2012．4．6生 牡2鹿 母 マネーペニー 母母 My White Corvette 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 トーセンギガ号の騎手菅原隆一は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）
※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 アーススカイ号・ロジナン号

24054 9月6日 晴 良 （26札幌2）第5日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走12時45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

713 アルティマプリンス 牡3黒鹿56 池添 謙一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム B504＋141：10．2 3．1�
24 エンジェルミディ 牝3栗 54 藤岡 康太�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 510＋16 〃 アタマ 7．9�
36 カ レ ー ニ ナ 牝3鹿 54 吉田 隼人近藤 英子氏 牧 光二 安平 ノーザンファーム 448－ 6 〃 アタマ 20．6�
48 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 458－ 61：10．3� 6．1�
815 ボーンレジェンド 牝3鹿 54 荻野 琢真 �グリーンファーム田島 俊明 千歳 社台ファーム 478＋ 41：10．62 12．8	
612 エフティコゼット 牝3栗 54 村田 一誠吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 438＋141：10．81� 73．2

12 ステキナカレン 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁阿部 紀子氏 小島 茂之 浦河 大道牧場 426＋ 4 〃 アタマ 9．9�
47 ファンタジックアイ 牝3黒鹿54 菱田 裕二吉田 千津氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 434± 01：11．01� 5．2�
714 テ ン テ マ リ 牝3黒鹿54 黛 弘人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 434＋10 〃 アタマ 94．0
35 エ ー ス ワ ン 牡3鹿 56 三浦 皇成榊原 秀雄氏 菅原 泰夫 新冠 中地 義次 486± 01：11．1クビ 12．0�
59 スズプリンセス 牝3鹿 54 丸田 恭介小紫 嘉之氏 伊藤 正徳 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 472＋ 81：11．2� 61．8�
11 フジヤマテスラ 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也藤本美也子氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 432± 01：11．41 17．3�
611 スズカコンクパール 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政永井商事� 森田 直行 様似 様似共栄牧場 422－ 41：11．61� 74．3�
23 カメレオンアミ 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹�和田牧場 和田 正道 新冠 武田 修一 442± 01：11．7� 72．9�
816 ファブラノヴァ 牝3黒鹿54 松田 大作 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 488＋ 21：11．91� 118．8�
510 コウギョウバクシン 牡3栗 56 柴田 大知菊地 捷士氏 伊藤 大士 日高 下河辺牧場 452＋121：12．11� 89．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，196，400円 複勝： 26，113，700円 枠連： 10，169，600円
馬連： 30，515，600円 馬単： 17，352，300円 ワイド： 17，391，300円
3連複： 40，069，900円 3連単： 54，318，500円 計： 214，127，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 200円 � 190円 � 440円 枠 連（2－7） 1，330円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 840円 �� 1，760円 �� 1，750円

3 連 複 ��� 11，480円 3 連 単 ��� 43，850円

票 数

単勝票数 計 181964 的中 � 45957（1番人気）
複勝票数 計 261137 的中 � 38029（4番人気）� 38508（2番人気）� 12635（8番人気）
枠連票数 計 101696 的中 （2－7） 5919（6番人気）
馬連票数 計 305156 的中 �� 14453（5番人気）
馬単票数 計 173523 的中 �� 4670（4番人気）
ワイド票数 計 173913 的中 �� 5530（7番人気）�� 2508（23番人気）�� 2522（22番人気）
3連複票数 計 400699 的中 ��� 2616（42番人気）
3連単票数 計 543185 的中 ��� 898（143番人気）

ハロンタイム 12．3―10．6―11．2―12．1―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―22．9―34．1―46．2―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アルティマプリンス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2014．5．31 京都2着

2011．4．20生 牡3黒鹿 母 アルティマトゥーレ 母母 エアトゥーレ 3戦1勝 賞金 6，600，000円
〔制裁〕 スズカコンクパール号の騎手城戸義政は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
※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 グランソレイユ号・モーレアモーレ号・ラステラ号



24055 9月6日 晴 良 （26札幌2）第5日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時15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

57 ファイトユアソング 牝3鹿 52 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 430± 01：46．0 2．1�
56 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 464－ 8 〃 クビ 38．8�
68 テーオーレイチェル 牝4芦 55 秋山真一郎小笹 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 B438－ 21：46．21� 8．8�
11 フレックスハート 牝4鹿 55 勝浦 正樹保坂 和孝氏 木村 哲也 浦河 杵臼牧場 B464＋101：46．41� 51．9�
44 エヴォリューション 牝3鹿 52

49 ▲城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 482＋ 81：46．61� 5．1�
33 � ナルミチャン 牝4鹿 55 北村 宏司�日東牧場 黒岩 陽一 浦河 日東牧場 462－ 41：46．81� 81．7	
22 � シェイプリー 牝5鹿 55

52 ▲長岡 禎仁 
ロードホースクラブ 菊沢 隆徳 新ひだか ケイアイファーム 476－101：47．01� 85．1�
813 デルマシズカチャン 牝3栗 52

49 ▲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 474＋ 61：47．32 9．2�
711� アルティメイトラブ 牝5黒鹿55 村田 一誠 �社台レースホース奥平 雅士 千歳 社台ファーム 482＋ 61：47．72� 16．5
69 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± 0 〃 クビ 78．4�
45 モンシュシュ 牝4鹿 55 松田 大作 
グリーンファーム牧田 和弥 千歳 社台ファーム 492± 01：47．91� 8．4�
710 スプリングサヴァン 牝3鹿 52 福永 祐一加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 438－ 21：48．32� 17．1�
812� ウインマルゲリータ 牝4黒鹿55 松岡 正海
ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 442＋261：48．72� 17．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，497，400円 複勝： 29，463，300円 枠連： 11，006，000円
馬連： 31，607，200円 馬単： 19，506，800円 ワイド： 17，435，200円
3連複： 40，845，400円 3連単： 59，885，600円 計： 228，246，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 520円 � 270円 枠 連（5－5） 3，960円

馬 連 �� 3，920円 馬 単 �� 5，360円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 480円 �� 3，310円

3 連 複 ��� 8，080円 3 連 単 ��� 37，460円

票 数

単勝票数 計 184974 的中 � 68157（1番人気）
複勝票数 計 294633 的中 � 93545（1番人気）� 10069（9番人気）� 23502（5番人気）
枠連票数 計 110060 的中 （5－5） 2151（12番人気）
馬連票数 計 316072 的中 �� 6239（12番人気）
馬単票数 計 195068 的中 �� 2725（18番人気）
ワイド票数 計 174352 的中 �� 3644（13番人気）�� 10190（3番人気）�� 1272（39番人気）
3連複票数 計 408454 的中 ��� 3790（29番人気）
3連単票数 計 598856 的中 ��� 1159（117番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．3―28．9―41．6―54．2―1：06．9―1：19．6―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ファイトユアソング �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ア サ テ ィ ス デビュー 2013．11．30 中山1着

2011．3．15生 牝3鹿 母 ファイトソング 母母 ジグズアンドリールズ 7戦2勝 賞金 19，000，000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 ビアンコカンドーレ号・ピアーノ号・ベイビーイッツユー号

24056 9月6日 晴 良 （26札幌2）第5日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時45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 7，300，000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
1：58．6
1：56．1

良
良

36 コーディリア 牝5青 55 田辺 裕信 �社台レースホース尾形 和幸 安平 追分ファーム B448－ 62：00．9 52．1�
12 ジャングルクルーズ �5鹿 57 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 506＋ 4 〃 クビ 3．3�
612 ギブアンドテイク 牡3栗 54 蛯名 正義嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 496＋ 62：01．53� 3．9�
816 ビレッジソング 牝3鹿 52

49 ▲城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 434± 02：01．6� 74．2�
23 イルミナティ 牝4鹿 55 黛 弘人ディアレスト 菊川 正達 浦河 小島牧場 492＋142：01．91� 24．2�
11 グレートヴァリュー 牡6黒鹿57 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 460＋ 22：02．0� 46．7	
48 ラグジードライブ �3栗 54 丸田 恭介西城 公雄氏 宗像 義忠 日高 メイプルファーム 464＋ 22：02．21	 19．3

714 ヴ ィ ジ ャ イ 牡6鹿 57 四位 洋文金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 510＋ 2 〃 アタマ 8．0�
815 タルトオポム 牡3黒鹿54 菱田 裕二窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 450＋ 22：02．41	 15．3
59 ブリリアントダンス 牡4鹿 57 丸山 元気鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド B486± 0 〃 ハナ 145．2�
713
 マヤノラムダ 牡4栗 57 柴山 雄一田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 494＋ 82：02．61	 25．2�
510 ローザズカレッジ 牡4黒鹿57 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466＋ 22：03．13 15．0�
611 マイネルストラーノ 牡4青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 22：03．84 5．6�
24 ダンツキャノン 牡3栗 54 古川 吉洋山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 510＋ 22：04．43� 367．6�
35 マイネルヴェルト 牡3芦 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 466± 02：06．2大差 30．5�
47 ビリーヴザワン 牡3鹿 54 津村 明秀岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 488－ 62：07．47 29．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 15，945，000円 複勝： 28，013，100円 枠連： 11，546，600円
馬連： 35，115，300円 馬単： 20，451，300円 ワイド： 19，964，000円
3連複： 44，220，800円 3連単： 64，858，400円 計： 240，114，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，210円 複 勝 � 1，420円 � 160円 � 160円 枠 連（1－3） 3，200円

馬 連 �� 10，490円 馬 単 �� 34，080円

ワ イ ド �� 3，610円 �� 5，040円 �� 350円

3 連 複 ��� 18，270円 3 連 単 ��� 218，700円

票 数

単勝票数 計 159450 的中 � 2448（13番人気）
複勝票数 計 280131 的中 � 3368（14番人気）� 53446（2番人気）� 53929（1番人気）
枠連票数 計 115466 的中 （1－3） 2790（15番人気）
馬連票数 計 351153 的中 �� 2594（32番人気）
馬単票数 計 204513 的中 �� 450（88番人気）
ワイド票数 計 199640 的中 �� 1320（41番人気）�� 939（50番人気）�� 16677（1番人気）
3連複票数 計 442208 的中 ��� 1815（59番人気）
3連単票数 計 648584 的中 ��� 215（656番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．7―11．7―12．0―12．1―12．3―12．5―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．3―47．0―59．0―1：11．1―1：23．4―1：35．9―1：48．3

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

コーディリア �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2012．6．24 函館6着

2009．3．19生 牝5青 母 コードネーム 母母 トリッキーコード 20戦2勝 賞金 13，670，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 マイネルヴェルト号・ビリーヴザワン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年

10月6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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 アルマセクレタ号・カレングランブルー号・スマッシュスマイル号
（非抽選馬） 3頭 ツクバインドラ号・ディアイッセイ号・ハギノブシドウ号



24057 9月6日 晴 良 （26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 7，300，000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

710� エルヘイロー 牡6黒鹿57 福永 祐一吉田 喬氏 二ノ宮敬宇 日高 髙橋 耀代 476± 01：46．3 12．1�
22 ケンブリッジギルド 牡3栗 54 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 468＋ 41：46．4	 13．0�
33 スマートダイバー 牡3栗 54 松田 大作大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 468± 01：46．5	 6．6�
68 � ラ ン ザ ン 牡5栗 57 柴山 雄一橋本 忠雄氏 本間 忍 新ひだか 畠山牧場 B484＋ 81：46．92
 55．9�
56 ベールグリーン 牡4黒鹿57 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 512＋ 21：47．0クビ 30．5�
45 キネオグランデ 牡3栗 54

51 ▲小崎 綾也吉田 千津氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 498± 01：47．21
 13．5�
813 ル イ カ ズ マ 牡3鹿 54 勝浦 正樹	雅苑興業 西浦 勝一 新ひだか グランド牧場 488＋ 81：47．51	 1．8

44 � コスモキングダム 牡3黒鹿54 柴田 大知岡田 繁幸氏 手塚 貴久 米 Nagako

Fujita B546＋ 41：47．71� 15．3�
57 サトノジェミニ 牡4鹿 57 吉田 隼人里見 治氏 藤原 英昭 日高 下河辺牧場 448± 01：47．91
 110．8�
711 リリークライマー 牡3鹿 54

51 ▲井上 敏樹土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 森永牧場 458－ 21：48．32
 22．4
11 シルクエルドール 5栗 57 N．ローウィラー 有限会社シルク堀 宣行 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B508＋ 21：48．62 6．6�
（豪）

812 フューチャステップ 牡4鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 476± 01：48．7
 222．4�
69 オリエンタルエジル 牡4鹿 57

54 ▲城戸 義政棚網るみ子氏 大江原 哲 新ひだか 友田牧場 492＋ 41：50．19 235．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，162，300円 複勝： 33，588，000円 枠連： 11，547，700円
馬連： 39，195，000円 馬単： 27，104，500円 ワイド： 20，920，700円
3連複： 56，743，600円 3連単： 93，490，300円 計： 304，752，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 270円 � 340円 � 250円 枠 連（2－7） 3，360円

馬 連 �� 5，730円 馬 単 �� 11，270円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 770円 �� 720円

3 連 複 ��� 7，900円 3 連 単 ��� 55，150円

票 数

単勝票数 計 221623 的中 � 14594（4番人気）
複勝票数 計 335880 的中 � 32437（4番人気）� 24475（5番人気）� 36122（3番人気）
枠連票数 計 115477 的中 （2－7） 2661（11番人気）
馬連票数 計 391950 的中 �� 5298（17番人気）
馬単票数 計 271045 的中 �� 1803（35番人気）
ワイド票数 計 209207 的中 �� 4163（16番人気）�� 7061（9番人気）�� 7590（8番人気）
3連複票数 計 567436 的中 ��� 5383（26番人気）
3連単票数 計 934903 的中 ��� 1229（158番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．0―42．8―55．6―1：07．7―1：20．4―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エルヘイロー �
�
父 ブラックタキシード �

�
母父 グランドオペラ （1戦0勝 賞金 1，600，000円）

2008．3．14生 牡6黒鹿 母 ロマンオペラ 母母 ロマンシンザホオン 32戦2勝 賞金 39，960，000円
地方デビュー 2010．7．29 門別

〔制裁〕 シルクエルドール号の騎手N．ローウィラーは，1コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
※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 ヴァリュービジョン号・スティルレーベン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

24058 9月6日 晴 良 （26札幌2）第5日 第10競走 ��
��1，200�

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，25．8．31以降26．8．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

24 ユキノアイオロス �6鹿 55 蛯名 正義井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 468－ 61：09．0 8．8�
713 アリュージョン 牝3鹿 52 荻野 琢真 H.H．シェイク・モハメド 白井 寿昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 474＋ 61：09．21� 3．2�
510 カレンステイシー 牝3栗 52 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 480－ 81：09．3	 7．3�
612 ファントムロード 牡6鹿 56 N．ローウィラー �ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 490＋ 6 〃 アタマ 5．7�

（豪）

816 レヴァンタール �5鹿 54 田辺 裕信岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 444＋ 21：09．51� 16．6�
23 ヴァイサーリッター 牡3芦 54 黛 弘人 	グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 〃 クビ 11．8

11 ブルジュオン 牝4黒鹿52 三浦 皇成	ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 442＋ 21：09．6クビ 10．1�
12 エクセレントピーク 牝6鹿 52 柴田 大知飯田 正剛氏 伊藤 大士 新ひだか 千代田牧場 474－ 21：09．7	 30．3�
35 サ ク ラ ベ ル 牝6栗 52 北村 宏司	さくらコマース金成 貴史 新ひだか 新和牧場 496＋ 61：09．8	 41．9
59 オオタニジムチョウ 牡5黒鹿54 竹之下智昭國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーフレンズファーム 456＋ 21：09．9	 105．2�
815
 カディーシャ 牝5栗 53 津村 明秀 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武市 康男 平取 北島牧場 416－ 6 〃 同着 48．1�
611 ストークアンドレイ 牝4芦 55 小林 徹弥本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 476＋ 41：10．11� 11．4�
47 メイショウヒデタダ 牡5黒鹿55 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 王蔵牧場 472＋ 21：10．2	 72．5�
36 
 ヤマノグラス 牝6鹿 52 秋山真一郎山住れい子氏 伊藤 大士 日高 竹島 幸治 508－ 41：10．41� 57．4�
48 
 ピュアアイズ 牝4鹿 53 松岡 正海�山際牧場 松永 康利 新ひだか 山際牧場 480－ 41：10．72 14．6�
714 デュリュクス 牝7鹿 50 西村 太一井村誉志雄氏 清水 英克 浦河 赤田牧場 440－ 61：11．44 327．4�

（16頭）

売 得 金
単勝： 25，868，300円 複勝： 43，616，600円 枠連： 20，324，200円
馬連： 63，839，500円 馬単： 33，341，400円 ワイド： 31，696，000円
3連複： 82，836，100円 3連単： 119，732，600円 計： 421，254，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 250円 � 180円 � 250円 枠 連（2－7） 880円

馬 連 �� 1，880円 馬 単 �� 4，210円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，060円 �� 610円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 28，880円

票 数

単勝票数 計 258683 的中 � 23499（4番人気）
複勝票数 計 436166 的中 � 42463（4番人気）� 73478（1番人気）� 42779（3番人気）
枠連票数 計 203242 的中 （2－7） 17820（3番人気）
馬連票数 計 638395 的中 �� 26271（3番人気）
馬単票数 計 333414 的中 �� 5933（11番人気）
ワイド票数 計 316960 的中 �� 11596（3番人気）�� 7408（12番人気）�� 13549（2番人気）
3連複票数 計 828361 的中 ��� 14069（6番人気）
3連単票数 計1197326 的中 ��� 3005（53番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―10．9―11．4―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．4―44．8―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユキノアイオロス �
�
父 サクラプレジデント �

�
母父 サンダーガルチ デビュー 2011．2．12 東京5着

2008．4．25生 �6鹿 母 ユキノシンデレラ 母母 ユキノグランベル 39戦4勝 賞金 72，331，000円
〔制裁〕 ブルジュオン号の騎手三浦皇成は，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戒告。

（被害馬：6番）
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 アブマーシュ号・グランデアモーレ号・クランドールゲラン号・スイートドーナッツ号・ファインスマッシュ号・

ブルーピアス号・モーニングコール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



24059 9月6日 晴 良 （26札幌2）第5日 第11競走
第49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；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 511，000円 146，000円 73，000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
1：45．9

良
良

22 ブライトエンブレム 牡2鹿 54 田辺 裕信有限会社シルク小島 茂之 安平 ノーザンファーム 474＋101：50．0 11．1�
711 マイネルシュバリエ 牡2鹿 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 41：50．21� 39．6�
813 レッツゴードンキ 牝2栗 54 吉田 隼人廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 清水牧場 454＋ 4 〃 クビ 13．6�
34 ミュゼエイリアン 牡2鹿 54 藤岡 康太髙橋 仁氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 472＋ 2 〃 アタマ 14．7�
11 フォワードカフェ 牡2黒鹿54 蛯名 正義西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 508＋ 21：50．3� 3．7�
610 アルマワイオリ 牡2黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 464＋ 21：50．4	 26．4	
58 ミッキーユニバース 牡2鹿 54 北村 宏司野田みづき氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 522－ 21：50．71� 3．6

814 アドマイヤガスト 牡2鹿 54 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 514＋ 21：51．33	 12．2�
69 キッズライトオン 牡2栗 54 菱田 裕二瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424＋ 81：51．83 152．9
45 スワーヴジョージ 牡2鹿 54 四位 洋文諏訪 守氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 506＋ 61：52．01� 6．4�
712 マイネルサクセサー 牡2栗 54 柴山 雄一 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 重則 新冠 ビッグレッドファーム 476＋ 81：52．1	 8．4�
46 シゲルケンカヤマ 牡2栗 54 丸田 恭介森中 蕃氏 和田 雄二 浦河 馬道 繁樹 458＋ 61：52．42 153．6�
57 トウカイバレット 牡2黒鹿54 津村 明秀内村 正則氏 安田 隆行 新冠 ハシモトフアーム 482－ 41：53．14 190．2�
33 サウスキャロライナ 牝2青鹿54 三浦 皇成窪田 康志氏 鹿戸 雄一 平取 坂東牧場 452＋ 81：53．31	 22．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 104，356，200円 複勝： 150，905，600円 枠連： 52，665，600円
馬連： 304，711，700円 馬単： 136，151，400円 ワイド： 111，484，000円
3連複： 391，264，500円 3連単： 621，983，200円 計： 1，873，522，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 450円 � 860円 � 460円 枠 連（2－7） 4，430円

馬 連 �� 23，610円 馬 単 �� 37，730円

ワ イ ド �� 4，990円 �� 2，920円 �� 5，740円

3 連 複 ��� 86，130円 3 連 単 ��� 452，740円

票 数

単勝票数 計1043562 的中 � 74661（5番人気）
複勝票数 計1509056 的中 � 92235（6番人気）� 43909（11番人気）� 88429（7番人気）
枠連票数 計 526656 的中 （2－7） 9212（19番人気）
馬連票数 計3047117 的中 �� 10000（51番人気）
馬単票数 計1361514 的中 �� 2706（97番人気）
ワイド票数 計1114840 的中 �� 5750（50番人気）�� 9934（37番人気）�� 4991（52番人気）
3連複票数 計3912645 的中 ��� 3407（167番人気）
3連単票数 計6219832 的中 ��� 996（930番人気）

ハロンタイム 12．3―12．0―12．2―12．3―12．4―12．2―12．1―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．3―36．5―48．8―1：01．2―1：13．4―1：25．5―1：37．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブライトエンブレム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2014．6．28 東京1着

2012．4．6生 牡2鹿 母 ブラックエンブレム 母母 ヴァンドノワール 2戦2勝 賞金 37，511，000円
〔制裁〕 フォワードカフェ号の騎手蛯名正義は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：5番）
※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 ジャズファンク号
（非抽選馬） 2頭 ベルラップ号・ロジチャリス号

24060 9月6日 晴 良 （26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；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

道新スポーツ賞（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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

612 プレミアムタイム 牡5栗 57 丸山 元気 �社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B498± 02：02．4 10．9�
23 タガノエンブレム 牡4青鹿57 福永 祐一八木 良司氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 4 〃 ハナ 4．9�
47 テイエムダイパワー 牡4栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 486＋ 42：02．5� 3．3�
59 	 クリノサンタクルス 牡4鹿 57 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 川島 良一 474± 02：02．6クビ 20．5�
510	 メイショウテッサイ 牡6鹿 57 松岡 正海松本 好雄氏 西橋 豊治 浦河 富田牧場 500＋ 2 〃 クビ 79．9�
36 
 レッドシャンクス 牡5鹿 57 北村 宏司 	東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power

Bloodstock Ltd B502± 02：02．7クビ 5．6

714 ア ー カ イ ブ 牡5鹿 57 N．ローウィラー �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486＋ 42：02．8� 18．5�

（豪）

713 カ ー バ 牡5青鹿57 藤田 伸二�ターフ・スポート白井 寿昭 浦河 市川フアーム 502± 02：02．9� 12．3�
48 コスモグレースフル 牡5鹿 57 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 高橋 裕 浦河 木村牧場 502± 0 〃 アタマ 22．2
815	 ミッキーマーチ �5栗 57 吉田 隼人野田みづき氏 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 B508± 02：03．0� 49．5�
35 ヴァリアシオン 牡5鹿 57 蛯名 正義 �サンデーレーシング 西園 正都 新冠 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋102：03．1クビ 30．1�
816 ルミナスレッド 牝5鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド 490± 02：03．2� 44．8�
611	 カンタベリーナイト 牡5鹿 57 菱田 裕二峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B504＋ 62：03．3� 100．6�
24 	 アルティスト 牡7鹿 57 池添 謙一塩入とめ子氏 中野 栄治 浦河 高岸 順一 482± 02：03．93� 151．4�
12 ハードロッカー �5黒鹿57 松田 大作山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B446＋102：04．53� 82．0�
11 プ ロ ク リ ス 牝3栗 52 四位 洋文 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：08．6大差 7．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，473，100円 複勝： 58，698，600円 枠連： 25，284，400円
馬連： 86，961，700円 馬単： 43，425，200円 ワイド： 44，767，500円
3連複： 111，693，000円 3連単： 169，979，500円 計： 577，283，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 260円 � 180円 � 140円 枠 連（2－6） 2，490円

馬 連 �� 2，830円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 510円 �� 400円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 23，600円

票 数

単勝票数 計 364731 的中 � 26536（5番人気）
複勝票数 計 586986 的中 � 48188（5番人気）� 82740（2番人気）� 127441（1番人気）
枠連票数 計 252844 的中 （2－6） 7866（13番人気）
馬連票数 計 869617 的中 �� 23767（9番人気）
馬単票数 計 434252 的中 �� 5323（22番人気）
ワイド票数 計 447675 的中 �� 9197（12番人気）�� 22743（3番人気）�� 30258（1番人気）
3連複票数 計1116930 的中 ��� 27298（4番人気）
3連単票数 計1699795 的中 ��� 5221（43番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．7―35．9―48．2―1：00．3―1：12．4―1：24．7―1：37．3―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
1（2，8）7－12，14（5，16）（9，13）3－15，10－6－4，11・（1，8）（7，2）12－14，16（5，9）13（10，3）（15，6）－（4，11）

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

勝馬の
紹 介

プレミアムタイム �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Nijinsky デビュー 2011．7．23 新潟11着

2009．4．28生 牡5栗 母 タイムトゥダンス 母母 Moment to Buy 23戦4勝 賞金 55，606，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プロクリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月6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） 1頭 ディープストーリー号
（非抽選馬） 1頭 セミニョン号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26札幌2）第5日 9月6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 170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

213，180，000円
2，080，000円
8，480，000円
1，810，000円
19，280，000円
61，321，000円
4，658，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
326，342，700円
517，891，600円
183，114，700円
740，456，000円
398，855，700円
349，715，700円
970，418，500円
1，504，496，400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 4，991，291，300円

総入場人員 18，160名 （有料入場人員 16，271名）
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