
24001 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1日 第1競走 ��1，200�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
1：09．5
1：07．8

良
良

33 マダムクレアシオン 牝2鹿 54 福永 祐一�ラ・メール 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 446－ 21：10．5 5．1�
11 シシャモスペシャル 牝2栗 54

51 ▲加藤 祥太大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 450＋181：10．6� 39．6�
44 ノ ア ビ ジ ン 牝2鹿 54 田中 健野上 篤氏 北出 成人 浦河 桑田牧場 448－ 41：10．7� 23．5�
66 メイショウトキン 牡2黒鹿54 藤岡 康太松本 好雄氏 安達 昭夫 浦河 富田牧場 468± 01：10．8� 3．7�
22 タカイチモン 牝2青鹿 54

52 △城戸 義政西本 資史氏 田中 章博 新冠 川上牧場 416－ 21：10．9クビ 12．3�
55 コウセイカルメン 牝2鹿 54 松田 大作杉安浩一郎氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 380± 01：11．11� 3．0	
811 スーパーラビット 牡2黒鹿54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 大江原 哲 新冠 アラキフアーム 422＋ 41：11．31� 53．0

67 ミスズスター 牡2鹿 54 池添 謙一永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 448－ 81：11．72� 4．9�
79 コパデグレース 牝2鹿 54 古川 吉洋小林 祐介氏 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 468＋ 61：12．02 53．6�
810 モ モ ハ イ 牝2鹿 54 嶋田 純次田口 廣氏 武藤 善則 白老 習志野牧場 452－ 41：12．1� 123．8
78 ハナヨリダンゴ 牝2栗 54 横山 和生�Basic 小野 次郎 新冠 佐藤牧場 408± 01：12．84 174．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，180，600円 複勝： 21，210，800円 枠連： 6，633，800円
馬連： 27，911，200円 馬単： 18，422，200円 ワイド： 17，483，600円
3連複： 39，897，700円 3連単： 65，329，400円 計： 212，069，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 230円 � 780円 � 670円 枠 連（1－3） 6，910円

馬 連 �� 6，550円 馬 単 �� 10，430円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 1，450円 �� 5，420円

3 連 複 ��� 21，400円 3 連 単 ��� 121，750円

票 数

単勝票数 計 151806 的中 � 24865（4番人気）
複勝票数 計 212108 的中 � 28768（4番人気）� 6425（7番人気）� 7617（6番人気）
枠連票数 計 66338 的中 （1－3） 744（17番人気）
馬連票数 計 279112 的中 �� 3301（18番人気）
馬単票数 計 184222 的中 �� 1324（29番人気）
ワイド票数 計 174836 的中 �� 3508（11番人気）�� 3143（14番人気）�� 808（32番人気）
3連複票数 計 398977 的中 ��� 1398（47番人気）
3連単票数 計 653294 的中 ��� 389（266番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．2―11．7―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．1―45．8―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マダムクレアシオン �
�
父 Invincible Spirit �

�
母父 Librettist デビュー 2015．7．4 函館3着

2013．3．1生 牝2鹿 母 リトルブック 母母 Cal Norma’s Lady 3戦1勝 賞金 7，300，000円

24002 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1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

67 ペイシャフェリシタ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 476＋ 21：53．0 3．1�
56 ザスターイズミー 牝2栗 54

51 ▲井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 464＋ 21：53．53 3．2�

22 ヒ ッ ト マ ン 牡2栗 54 松田 大作�Basic 土田 稔 新冠 佐藤牧場 460＋ 41：53．6� 13．2�
812 マコトクラダリング 牝2鹿 54 藤岡 康太�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 490＋ 21：53．7� 5．7�
79 マ ジ メ 牡2鹿 54 丸山 元気杉澤 光雄氏 河内 洋 新冠 前川 隆範 486－181：53．8クビ 20．2	
811 シャルメーヌ 牝2鹿 54 福永 祐一三田 昌宏氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 476－101：53．9� 5．7

11 トーアディラン 牡2栗 54 黛 弘人高山ランド� 藤原 辰雄 豊浦トーア牧場 468＋ 2 〃 クビ 51．8�
68 スリーハーツクライ 牡2鹿 54 古川 吉洋永井商事� 南井 克巳 浦河 金成吉田牧場 470＋ 21：54．0� 59．2�
55 ヘッドストロング 牡2鹿 54 横山 典弘 フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 510－101：54．21 24．3�
44 コスモライフワーク 牡2鹿 54 柴山 雄一 ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 コスモヴューファーム B444－161：54．62� 95．3�
710 ネオレグルス 牡2芦 54 水口 優也阿部榮乃進氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 470－ 61：56．19 351．7�
33 ローマンカモミール 牝2黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太山本 堅治氏 湯窪 幸雄 新ひだか 坂本 春雄 420－10 （競走中止） 133．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 12，958，000円 複勝： 17，024，900円 枠連： 6，605，100円
馬連： 23，875，500円 馬単： 14，597，800円 ワイド： 13，338，300円
3連複： 32，411，300円 3連単： 44，837，100円 計： 165，648，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 150円 � 130円 � 220円 枠 連（5－6） 550円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 290円 �� 690円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 8，860円

票 数

単勝票数 計 129580 的中 � 34053（1番人気）
複勝票数 計 170249 的中 � 28711（2番人気）� 41593（1番人気）� 15331（5番人気）
枠連票数 計 66051 的中 （5－6） 9230（3番人気）
馬連票数 計 238755 的中 �� 31546（1番人気）
馬単票数 計 145978 的中 �� 8450（2番人気）
ワイド票数 計 133383 的中 �� 13021（1番人気）�� 4569（8番人気）�� 5983（7番人気）
3連複票数 計 324113 的中 ��� 11719（5番人気）
3連単票数 計 448371 的中 ��� 3668（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．2―38．3―51．5―1：04．7―1：17．2―1：29．2―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3
5，7（2，4，6）（8，9）（1，10）（3，12）11・（5，7）（2，6）（8，4，9）1（12，10）－11

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

勝馬の
紹 介

ペイシャフェリシタ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Cape Cross デビュー 2015．8．1 札幌7着

2013．3．10生 牝2黒鹿 母 プレザントケイプ 母母 Felicity 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 ローマンカモミール号は，1コーナーで前の馬に触れてつまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔制裁〕 トーアディラン号の騎手黛弘人は，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：3番）

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 札幌競馬 第１日



24003 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1日 第3競走 ��
��1，000�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
57．5
56．9

良
重

55 サトノハーデス 牡3鹿 56
54 △城戸 義政里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466＋ 2 59．5 7．0�

22 ワンダーグロワール 牡3鹿 56 田中 博康山本 信行氏 奥村 豊 日高 日西牧場 496＋14 59．6� 19．2�
79 パイロスター 牡3黒鹿56 柴山 雄一熊田 晋作氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 490＋ 8 〃 クビ 4．5�
11 ヌンチェルラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹湯浅 德昭氏 高橋 裕 新冠 赤石 久夫 490－ 6 59．7� 3．5�
812 サンライズシーズン 牡3栗 56 藤田 伸二松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 新冠 松本 信行 460－ 2 59．8クビ 5．0�
44 ニシノアウリイ 牝3鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 吉村 圭司 日高 西山牧場 440－10 〃 クビ 73．1�
710 ス パ ツ ィ オ 牡3黒鹿56 丸田 恭介	辻牧場 上原 博之 浦河 辻 牧場 456－10 〃 ハナ 84．9

68 ショウナンラージャ 牡3青鹿 56

53 ▲加藤 祥太国本 哲秀氏 須貝 尚介 日高 中原牧場 438－ 2 59．9クビ 7．3�
56 サンダルエチケット 牝3栗 54 嶋田 純次芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 ムラカミファーム 484＋221：00．21� 171．5�
67 デピュートアゲン 牡3鹿 56 丹内 祐次浅川 皓司氏 岩戸 孝樹 新ひだか 三木田 明仁 B496＋ 41：00．41	 5．7
33 デ ル フ ト 牝3鹿 54 西村 太一吉川 朋宏氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 386－ 81：01．25 488．0�
811 ユ キ ン コ 牝3白 54 長岡 禎仁 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 430－ 81：01．41� 155．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，387，400円 複勝： 25，199，800円 枠連： 6，525，300円
馬連： 28，767，800円 馬単： 17，392，400円 ワイド： 16，565，300円
3連複： 36，790，600円 3連単： 56，098，800円 計： 204，727，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 190円 � 460円 � 200円 枠 連（2－5） 4，220円

馬 連 �� 4，400円 馬 単 �� 7，640円

ワ イ ド �� 1，510円 �� 600円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 43，820円

票 数

単勝票数 計 173874 的中 � 19771（5番人気）
複勝票数 計 251998 的中 � 37517（3番人気）� 11412（7番人気）� 36583（4番人気）
枠連票数 計 65253 的中 （2－5） 1197（14番人気）
馬連票数 計 287678 的中 �� 5065（19番人気）
馬単票数 計 173924 的中 �� 1707（36番人気）
ワイド票数 計 165653 的中 �� 2740（20番人気）�� 7425（10番人気）�� 3311（19番人気）
3連複票数 計 367906 的中 ��� 3759（30番人気）
3連単票数 計 560988 的中 ��� 928（167番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．7―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サトノハーデス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2014．10．26 京都4着

2012．4．4生 牡3鹿 母 ダイヤモンドクイン 母母 ハギノトツプレデイ 10戦1勝 賞金 9，160，000円
〔制裁〕 サトノハーデス号の騎手城戸義政は，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30，000円。（被害馬：8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 エビスフラワー号・ドリームポリーニ号・ラヴィダフェリース号

24004 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時20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 エスティルンバ 牝3栗 54 横山 典弘 �エスティファーム 中川 公成 日高 有限会社 エ
スティファーム 420＋ 41：47．2 10．2�

813 エヴリホープ 牝3栗 54
52 △城戸 義政�Basic 田村 康仁 新冠 佐藤 信広 446＋ 41：47．41� 7．3�

68 キタノマドンナ 牝3黒鹿 54
51 ▲井上 敏樹�木村牧場 高橋 裕 日高 新井 弘幸 B476＋ 41：47．71� 13．8�

812 テ ッ プ シ ー 牝3芦 54
51 ▲加藤 祥太平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 442－10 〃 クビ 3．8�

33 プラチナムスタング 牝3芦 54 横山 和生竹森 幹雄氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 478＋161：48．87 123．2	
22 ハ マ ギ ク 牝3黒鹿54 藤田 伸二井上 一郎氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 476－ 81：49．01� 11．7

44 フロリアード 牝3芦 54 丸田 恭介村野 康司氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 458－ 81：49．1� 9．5�
69 マルトクビクトリー 牝3鹿 54 松田 大作高浦 正雄氏 吉田 直弘 新冠 竹中牧場 452－ 21：49．52� 8．4�
56 ライムスカッシュ 牝3黒鹿54 福永 祐一 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 512－ 41：50．03 7．9
45 シャトーブリアン 牝3芦 54 黛 弘人佐々木 徹氏 戸田 博文 新冠 シンユウフアーム 478＋ 81：50．1クビ 86．3�
57 メガミチャン 牝3鹿 54 C．ルメール�イージス 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 472± 01：50．95 4．7�
11 ナ ミ カ ゼ 牝3栗 54 服部 茂史松岡 孝一氏 加藤 和宏 新冠 芳住 鉄兵 394－141：51．11� 300．3�

（北海道）

711 ウインドマックス 牝3鹿 54 田中 健福原 正博氏 高橋 亮 平取 川向高橋育
成牧場 444－101：51．52� 65．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，420，900円 複勝： 24，098，200円 枠連： 9，741，900円
馬連： 28，771，900円 馬単： 17，785，900円 ワイド： 18，335，800円
3連複： 41，224，300円 3連単： 52，897，000円 計： 210，275，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 330円 � 280円 � 410円 枠 連（7－8） 890円

馬 連 �� 3，580円 馬 単 �� 7，370円

ワ イ ド �� 1，010円 �� 1，570円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 10，150円 3 連 単 ��� 56，810円

票 数

単勝票数 計 174209 的中 � 13604（7番人気）
複勝票数 計 240982 的中 � 18912（7番人気）� 23381（4番人気）� 14709（8番人気）
枠連票数 計 97419 的中 （7－8） 8463（4番人気）
馬連票数 計 287719 的中 �� 6226（16番人気）
馬単票数 計 177859 的中 �� 1809（36番人気）
ワイド票数 計 183358 的中 �� 4746（14番人気）�� 2988（24番人気）�� 2773（25番人気）
3連複票数 計 412243 的中 ��� 3046（51番人気）
3連単票数 計 528970 的中 ��� 675（259番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．1―13．2―12．8―12．8―12．8―13．0―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．8―43．0―55．8―1：08．6―1：21．4―1：34．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．6
1
3
4，8，11－6（3，7）（5，13，9）1－（10，12）＝2
4，8，11，6（13，9）7（3，12）5（1，10）－2

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

勝馬の
紹 介

エスティルンバ �
�
父 トーセンブライト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．7．5 福島6着

2012．4．25生 牝3栗 母 トーセンフィーネ 母母 ケイパビリティー 13戦1勝 賞金 8，890，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



24005 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1日 第5競走 ��1，500�サラブレッド系2歳
発走12時10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

22 ウインムート 牡2青鹿54 三浦 皇成�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 464 ―1：31．0 3．0�
89 ドラゴンシュバリエ 牡2芦 54 福永 祐一窪田 芳郎氏 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 508 ―1：31．21� 1．9�
77 グランプリアクセル 牡2鹿 54 柴山 雄一�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 484 ―1：31．3� 15．4�
11 クラウンラーク 牡2鹿 54 田中 博康島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 438 ―1：32．04 59．2�
33 ドリーミーモトヒメ 牝2青鹿 54

51 ▲井上 敏樹黒澤 尚氏 柴田 政人 新冠 石田牧場 422 ―1：32．21� 115．4	
66 マ オ ウ 牡2鹿 54 横山 典弘大塚 亮一氏 須貝 尚介 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476 ―1：32．62� 5．1

44 チェイスダウン 牡2鹿 54 勝浦 正樹畑佐 博氏 水野 貴広 浦河 富田牧場 458 ―1：32．7� 29．4�
55 フレンドロイヤル 牝2鹿 54 丹内 祐次横尾 晴人氏 武市 康男 新ひだか マークリ牧場 436 ―1：32．91� 96．9�
88 イチザプラチナ 牝2鹿 54

52 △城戸 義政奈良﨑孝一郎氏 加藤 敬二 新冠 隆栄牧場 406 ―1：33．32� 130．3
（9頭）

売 得 金
単勝： 28，363，000円 複勝： 31，072，500円 枠連： 5，230，400円
馬連： 26，155，300円 馬単： 24，393，400円 ワイド： 13，820，200円
3連複： 33，239，600円 3連単： 86，201，600円 計： 248，476，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 110円 � 110円 � 170円 枠 連（2－8） 240円

馬 連 �� 260円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 150円 �� 390円 �� 300円

3 連 複 ��� 640円 3 連 単 ��� 2，930円

票 数

単勝票数 計 283630 的中 � 78199（2番人気）
複勝票数 計 310725 的中 � 47121（2番人気）� 195155（1番人気）� 15590（4番人気）
枠連票数 計 52304 的中 （2－8） 16227（1番人気）
馬連票数 計 261553 的中 �� 75768（1番人気）
馬単票数 計 243934 的中 �� 26721（3番人気）
ワイド票数 計 138202 的中 �� 30760（1番人気）�� 7216（5番人気）�� 10416（4番人気）
3連複票数 計 332396 的中 ��� 38533（2番人気）
3連単票数 計 862016 的中 ��� 21262（8番人気）

ハロンタイム 6．8―11．8―12．2―12．2―12．3―11．9―11．8―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．6―30．8―43．0―55．3―1：07．2―1：19．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7

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

勝馬の
紹 介

ウインムート �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 マイネルラヴ 初出走

2013．3．21生 牡2青鹿 母 コスモヴァレンチ 母母 イブキローマン 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24006 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1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

69 ステイリッチ 牡3栗 56 C．ルメール 宇田 豊氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 530－ 31：45．8 2．4�

812 デュアルフレイム 牡3栗 56 勝浦 正樹 �社台レースホース杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 444－ 41：46．43� 5．0�
45 バルタンセージ �3鹿 56 藤岡 康太松田 整二氏 高柳 瑞樹 新ひだか 中橋 清 504± 01：46．61 157．1�
57 ダンスオーレ 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹吉田 喬氏 黒岩 陽一 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 41：46．81� 16．3�
56 ガンクラブチェック 牡3鹿 56 三浦 皇成�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 496－ 21：47．01 37．0	
710 ワークオブゴッド 牡3栗 56 田中 健五影 慶則氏 福島 信晴 新ひだか フジワラフアーム 480± 01：47．21� 24．9

22 オフビートジャズ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 530－ 61：47．41� 3．6�

44 ダイワパフォーム 牡3栗 56 丸山 元気大城 敬三氏 池上 昌弘 新ひだか 服部 牧場 468± 01：48．25 7．4�
11 ローレルロケッツ 牡3鹿 56 柴山 雄一 �ローレルレーシング 奥平 雅士 新冠 樋渡 志尚 B492－ 21：48．51� 17．7
813 フランシスカ 牝3芦 54 横山 和生小島 誠人氏 勢司 和浩 安平 追分ファーム B440＋ 41：48．82 190．9�
711 マイグレートレルム 牡3鹿 56 菱田 裕二窪田 康志氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 460＋ 21：50．5大差 118．2�
33 ヤマイチサクラ 牝3栗 54 藤田 伸二坂本 肇氏 田所 秀孝 新ひだか 猪野毛牧場 472＋101：50．6クビ 109．1�
68 カレイカルロッタ 牝3栗 54 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 452＋261：51．34 57．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 17，467，700円 複勝： 22，681，600円 枠連： 6，972，700円
馬連： 28，712，200円 馬単： 17，965，600円 ワイド： 18，636，600円
3連複： 41，100，700円 3連単： 61，811，900円 計： 215，349，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 180円 � 1，950円 枠 連（6－8） 500円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 250円 �� 4，910円 �� 8，870円

3 連 複 ��� 21，900円 3 連 単 ��� 50，010円

票 数

単勝票数 計 174677 的中 � 57686（1番人気）
複勝票数 計 226816 的中 � 74403（1番人気）� 31089（3番人気）� 1701（12番人気）
枠連票数 計 69727 的中 （6－8） 10673（1番人気）
馬連票数 計 287122 的中 �� 35441（2番人気）
馬単票数 計 179656 的中 �� 13631（2番人気）
ワイド票数 計 186366 的中 �� 24019（1番人気）�� 859（33番人気）�� 473（44番人気）
3連複票数 計 411007 的中 ��� 1407（52番人気）
3連単票数 計 618119 的中 ��� 896（156番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．5―43．5―56．4―1：08．1―1：20．3―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ステイリッチ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cozzene デビュー 2014．10．12 東京7着

2012．5．7生 牡3栗 母 イスラコジーン 母母 Isla Mujeres 7戦1勝 賞金 9，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 ローレルロケッツ号・デュアルフレイム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ローレルロケッツ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カレイカルロッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年9月22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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 サクラデスティーノ号・パッショナート号・マジックベル号
（非抽選馬） 2頭 クロンヌドスリジェ号・タマモアタック号

追 加 記 事（第 1回札幌競馬第 1日第 7競走）
〔制裁〕　　　グランソレイユ号の調教師浜田多実雄は，出馬投票に際し，騎手への騎乗依頼

に関して注意義務を怠ったことについて戒告。



24007 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1日 第7競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走13時10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

24 シップーコウライ 牡3栗 56 福永 祐一�嶋 孝司氏 野中 賢二 新ひだか 田中 裕之 458－ 82：03．2 4．3�
11 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 C．ルメール �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新ひだか 片山牧場 428＋ 42：03．3� 2．7�
713 ガ ニ メ ー ド 牡3鹿 56 勝浦 正樹 H.H．シェイク・モハメド 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520－ 22：03．62 12．2�
611 マインリーバー 牡3青鹿56 丸山 元気岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 472－ 82：03．91	 24．5�
36 オールマイアイ 牡3鹿 56 藤岡 康太吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 512－ 22：04．0	 4．2�
12 アグネスイヴァン 牡3栗 56 古川 吉洋渡辺公美子氏 長浜 博之 浦河 中神牧場 480± 0 〃 クビ 156．3	
48 マイネルプロンプト 牡3黒鹿56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 62：04．1クビ 7．3

47 アキタノユキ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 義博 日高 賀張三浦牧場 470＋102：04．42 44．3�
714 クラレンスハウス 牝3鹿 54 嶋田 純次下河辺隆行氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 450＋ 22：04．5	 134．4
612 ヤマニンクラケット 牝3鹿 54

51 ▲井上 敏樹土井 肇氏 西橋 豊治 浦河 廣田 伉助 484＋ 4 〃 ハナ 217．5�
816 エアシーラン 牡3黒鹿56 松田 大作 �ラッキーフィールド笹田 和秀 平取 稲原牧場 484＋ 82：04．6� 16．2�
35 トモノサンドラ 牝3芦 54 菱田 裕二共田 義夫氏 浜田多実雄 洞
湖 レイクヴィラファーム 470± 02：04．7クビ 181．9�
59 ダイゴサクラ 牝3鹿 54

52 △城戸 義政岡田 宏二氏 坂口 正則 浦河 市川フアーム B456－ 42：04．8� 44．1�
510 ウォーターエライ 牡3栗 56

53 ▲加藤 祥太山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 424－ 2 〃 アタマ 112．6�
23 エンパイアライン 牝3黒鹿54 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 森 笹川大晃牧場 B500＋ 62：05．01 71．7�
815 カレイジルベルト 牡3鹿 56 柴山 雄一ディアレスト 菊川 正達 浦河 松栄牧場 B460－10 〃 クビ 150．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 18，488，500円 複勝： 21，407，700円 枠連： 8，830，900円
馬連： 34，077，200円 馬単： 18，742，000円 ワイド： 18，558，400円
3連複： 44，073，100円 3連単： 60，142，700円 計： 224，320，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 140円 � 260円 枠 連（1－2） 500円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，180円

ワ イ ド �� 270円 �� 690円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，550円 3 連 単 ��� 7，400円

票 数

単勝票数 計 184885 的中 � 33928（3番人気）
複勝票数 計 214077 的中 � 40300（2番人気）� 44476（1番人気）� 16678（5番人気）
枠連票数 計 88309 的中 （1－2） 13509（1番人気）
馬連票数 計 340772 的中 �� 46925（1番人気）
馬単票数 計 187420 的中 �� 11866（2番人気）
ワイド票数 計 185584 的中 �� 19808（2番人気）�� 6299（7番人気）�� 7841（5番人気）
3連複票数 計 440731 的中 ��� 21252（3番人気）
3連単票数 計 601427 的中 ��� 5891（11番人気）

ハロンタイム 12．9―11．3―12．5―12．7―12．4―12．5―12．2―12．6―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．2―36．7―49．4―1：01．8―1：14．3―1：26．5―1：39．1―1：51．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シップーコウライ �
�
父 バ ゴ �

�
母父 ラグビーボール デビュー 2014．11．2 東京2着

2012．4．7生 牡3栗 母 タフネススター 母母 ユキノサクラ 10戦1勝 賞金 12，330，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 9頭 オーバースト号・サリュダムール号・ディープアントス号・デュラブルシャーム号・ネオアルカディア号・

ハギノカイザー号・ハナイチゲ号・ピンクシャンパン号・レッドアイヴァー号

24008 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

56 ラスパジャサーダス 牝3芦 52 福永 祐一佐々木雄二氏 中舘 英二 伊達 高橋農場 454＋14 58．3 1．7�
44 オールオブユー 牝3栗 52 三浦 皇成三田 昌宏氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486± 0 58．93� 6．2�
812 クラシックマーク 牝4栗 55

52 ▲加藤 祥太小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 436＋ 2 59．0� 34．7�
811 ア ヴ ァ ー ル 牝4栗 55 四位 洋文前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 チャンピオン

ズファーム 460＋ 2 〃 クビ 9．1�
710 ボストンビリーヴ 牝5栗 55 松田 大作ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 454＋ 4 59．21 18．5�
33 ト キ ワ 牝3鹿 52 藤岡 康太田畑 利彦氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 456－ 2 〃 クビ 7．6	
67 � プレシャスベガ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹杉山 忠国氏 伊藤 大士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B472＋ 6 〃 アタマ 119．8

79 スリーチアサウス 牝4鹿 55

53 △城戸 義政永井商事� 大橋 勇樹 新ひだか グランド牧場 478＋ 6 59．51� 75．5�
11 シゲルハナガサ 牝3栗 52 藤田 伸二森中 蕃氏 日吉 正和 新冠 富本 茂喜 448＋ 6 59．82 35．4�
55 � ゴッドマザー 牝4栗 55 丸田 恭介寺田 寿男氏 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 450＋ 4 〃 ハナ 82．7
68 � プレシャスヴィガー 牝4栗 55 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478＋101：00．22� 7．5�
22 � ケージーサクランボ 牝5黒鹿55 丸山 元気岩﨑 僖澄氏 飯田 雄三 新冠 岩見牧場 444± 01：00．52 121．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，380，800円 複勝： 30，781，100円 枠連： 7，472，600円
馬連： 34，214，700円 馬単： 22，263，100円 ワイド： 18，860，400円
3連複： 41，962，100円 3連単： 79，682，000円 計： 256，616，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 210円 � 620円 枠 連（4－5） 650円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 910円

ワ イ ド �� 290円 �� 930円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 3，740円 3 連 単 ��� 10，600円

票 数

単勝票数 計 213808 的中 � 96631（1番人気）
複勝票数 計 307811 的中 � 143840（1番人気）� 26066（5番人気）� 6438（8番人気）
枠連票数 計 74726 的中 （4－5） 8791（4番人気）
馬連票数 計 342147 的中 �� 46150（2番人気）
馬単票数 計 222631 的中 �� 18243（2番人気）
ワイド票数 計 188604 的中 �� 19232（2番人気）�� 4869（13番人気）�� 2209（21番人気）
3連複票数 計 419621 的中 ��� 8409（12番人気）
3連単票数 計 796820 的中 ��� 5449（29番人気）

ハロンタイム 11．9―10．4―11．5―11．9―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
11．9―22．3―33．8―45．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F36．0
3 ・（6，8）－（4，11）－12，9，7（10，3）5－1－2 4 6（8，11）4－12－9（7，3）10，5，1＝2
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ラスパジャサーダス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Gone West デビュー 2014．8．30 新潟2着

2012．5．14生 牝3芦 母 ハ ケ イ マ 母母 United Kingdom 7戦2勝 賞金 18，300，000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。
（非抽選馬） 1頭 アイムユアドリーム号



24009 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1日 第9競走 ��
��2，400�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 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

33 ヘルツフロイント 牡4黒鹿57 C．ルメール �グリーンファーム古賀 慎明 千歳 社台ファーム 480＋ 22：34．1 4．5�
710 カ ラ マ 牡3鹿 54 柴山 雄一吉田 和美氏 木村 哲也 新冠 柏木 一則 532＋182：34．2� 15．0�
55 サトノセレリティ 牡4鹿 57 福永 祐一里見 治氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B488± 02：34．62� 2．2�
812	 スリーヴェローチェ 牡6鹿 57 水口 優也永井商事� 石橋 守 新ひだか 武 牧場 464± 02：34．81
 20．0�
79 アクアマリンブレス 牡4黒鹿57 三浦 皇成 �サンデーレーシング 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム 506＋ 42：35．22� 21．9	
11 アドマイヤスター 牡3青鹿54 藤岡 康太近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488－ 42：35．73 17．0

67 オペラハット 牡4鹿 57 藤田 伸二小菅 定雄氏 森 秀行 平取 高橋 啓 462＋122：35．8� 6．6�
811 セイカアヴァンサ 牡3鹿 54 丸田 恭介久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 456＋ 82：36．54 6．9�
56 フィーユブルー �6鹿 57 服部 茂史青芝商事� 西村 真幸 千歳 社台ファーム B488＋122：37．13� 99．9

（北海道）

44 メイショウクローバ 牝4鹿 55
53 △城戸 義政松本 好雄氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 B502－ 82：37．31 34．9�

22 バイタルフォルム 牡5黒鹿57 西村 太一髙樽さゆり氏 新開 幸一 浦河 藤春 修二 492± 02：38．04 39．1�
68 � ターフデザイナー 牝4芦 55

52 ▲井上 敏樹�Basic 畠山 吉宏 米
Patterson Bloodstock,
Bellepoint Management
& Taylor Made Farm

510＋142：38．1 135．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，072，600円 複勝： 35，000，500円 枠連： 11，254，900円
馬連： 44，936，300円 馬単： 27，157，400円 ワイド： 26，018，200円
3連複： 59，957，600円 3連単： 96，751，700円 計： 327，149，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 160円 � 310円 � 120円 枠 連（3－7） 2，050円

馬 連 �� 3，480円 馬 単 �� 6，120円

ワ イ ド �� 940円 �� 230円 �� 700円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 18，530円

票 数

単勝票数 計 260726 的中 � 45418（2番人気）
複勝票数 計 350005 的中 � 54787（2番人気）� 19544（6番人気）� 104175（1番人気）
枠連票数 計 112549 的中 （3－7） 4246（8番人気）
馬連票数 計 449363 的中 �� 9995（13番人気）
馬単票数 計 271574 的中 �� 3326（21番人気）
ワイド票数 計 260182 的中 �� 6244（15番人気）�� 34697（1番人気）�� 8703（7番人気）
3連複票数 計 599576 的中 ��� 20073（7番人気）
3連単票数 計 967517 的中 ��� 3784（53番人気）

ハロンタイム 12．7―11．8―13．3―12．7―12．3―13．4―13．4―12．7―12．5―13．0―13．2―13．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
12．7―24．5―37．8―50．5―1：02．8―1：16．2―1：29．6―1：42．3―1：54．8―2：07．8―2：21．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヘルツフロイント �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Law Society デビュー 2014．4．12 中山11着

2011．2．21生 牡4黒鹿 母 ライラッククイーン 母母 Lilac Dance 14戦3勝 賞金 34，500，000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 サンディークス号・ミッキーボクサー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24010 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1日 第10競走 ��
��1，200�

お た る

小 � 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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 413，000円 118，000円 59，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

23 アドマイヤゴッド 牡3鹿 54 丸山 元気近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B492－ 41：08．9 15．3�
816� エクシードリミッツ 牝3栗 52 三浦 皇成吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney

Foods Ltd 470＋ 61：09．0	 6．3�
815 コスモマイルール 牝4栗 55 井上 敏樹岡田 繁幸氏 萱野 浩二 浦河 久保 昇 444－ 61：09．1
 329．5�
11 ダイワプロパー 牝3栗 52 加藤 祥太大城 敬三氏 松田 国英 新ひだか フジワラフアーム 480－ 4 〃 クビ 6．5�
35 サウンドドゥイット 牡3鹿 54 松田 大作増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 454＋ 41：09．2
 11．0�
12 � イ ズ モ 牡3栗 54 柴山 雄一田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky

Farms 458－201：09．3	 41．2�
59 アミーキティア 牝3栗 52 丸田 恭介	ノースヒルズ 大竹 正博 新冠 株式会社

ノースヒルズ 456－ 21：09．4	 10．1

48 グランジゲレイロ 牡3青鹿54 福永 祐一 	ローレルレーシング 昆 貢 新冠 村田牧場 470＋ 21：09．5クビ 22．1�
714 タカミツスズラン 牝4鹿 55 勝浦 正樹高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 460± 01：09．6
 9．6�
713 ディアポジション 牡4黒鹿57 菱田 裕二ディアレスト 新開 幸一 青森 石田 英機 B468－14 〃 ハナ 176．6
47 � ノボリクリーン 牡3青鹿54 岩橋 勇二原田 豊氏 田中 正二 浦河 杵臼牧場 458＋ 4 〃 ハナ 103．4�

（北海道） （北海道）

36 � ユヅルノオンガエシ 牝3栗 52 服部 茂史酒井美津子氏 田中 淳司 浦河 木戸口牧場 448－ 21：09．7クビ 20．1�
（北海道） （北海道）

24 ベルモントラハイナ 牝4鹿 55 横山 典弘�和田牧場 和田 正道 新冠 ベルモント
ファーム 456＋ 21：10．12
 2．7�

510 スペチアーレ 牝3鹿 52 藤岡 康太青山 洋一氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 474＋ 81：10．41	 22．9�
612� クリノツネチャン 牝4栗 55 城戸 義政栗本 博晴氏 星野 忍 日高 川島 良一 454＋ 61：10．61
 180．6�
611 スイートガーデン 牝4鹿 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 落合 一巳 494－141：11．34 35．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，283，000円 複勝： 38，639，200円 枠連： 16，173，300円
馬連： 63，184，000円 馬単： 31，454，800円 ワイド： 34，157，800円
3連複： 83，643，800円 3連単： 117，388，600円 計： 410，924，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 460円 � 240円 � 4，000円 枠 連（2－8） 770円

馬 連 �� 6，690円 馬 単 �� 16，340円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 48，940円 �� 14，330円

3 連 複 ��� 429，670円 3 連 単 ��� 2，659，580円

票 数

単勝票数 計 262830 的中 � 13708（7番人気）
複勝票数 計 386392 的中 � 21436（7番人気）� 51603（2番人気）� 2114（15番人気）
枠連票数 計 161733 的中 （2－8） 16107（1番人気）
馬連票数 計 631840 的中 �� 7312（25番人気）
馬単票数 計 314548 的中 �� 1443（59番人気）
ワイド票数 計 341578 的中 �� 4108（26番人気）�� 178（113番人気）�� 610（76番人気）
3連複票数 計 836438 的中 ��� 146（383番人気）
3連単票数 計1173886 的中 ��� 32（2229番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．1―11．4―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．5―44．9―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アドマイヤゴッド �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Danzig デビュー 2014．7．27 札幌5着

2012．4．22生 牡3鹿 母 クレヴァリー 母母 Educated Risk 11戦2勝 賞金 20，303，000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） 1頭 ウィズアットレース号
（非抽選馬） 2頭 アルマクレヨン号・サウンドマンデュロ号
※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。



24011 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1日 第11競走 ��
��2，600�札幌日刊スポーツ杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．8．23以降27．8．16まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道日刊スポーツ新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

58 トゥインクル 牡4栗 54 菱田 裕二畑佐 博氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 466＋ 42：40．2 14．0�
33 ヴェラヴァルスター 牡3栗 54 柴山 雄一保坂 和孝氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 496＋ 22：40．41� 7．2�
45 クロニクルスカイ 牡4鹿 54 松田 大作 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド 526± 02：40．72 30．6�
712 ク ル ー ガ ー 牡3黒鹿54 池添 謙一 �キャロットファーム 高野 友和 安平 ノーザンファーム 528± 02：41．02 3．1�
69 シンボリジャズ 牡5鹿 55 四位 洋文シンボリ牧場 牧 光二 日高 シンボリ牧場 490－ 22：41．31� 21．6	
11 パリソワール 牡6栗 54 丸田 恭介丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 432－ 22：41．62 111．5

610	 ラルプデュエズ 牡5黒鹿56 三浦 皇成吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 498－ 42：42．02
 12．5�
34 サトノメサイア 牡3青鹿54 福永 祐一里見 治氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 514－ 2 〃 ハナ 3．3�
57 レッドルモンド 牡3青鹿53 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518－ 62：42．1クビ 18．5
711 ヤマニンプードレ 牝5芦 52 丹内 祐次土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 476＋122：42．31� 38．4�
814 シ ッ プ ウ �4黒鹿54 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 正徳 新ひだか 藤原牧場 482－ 42：42．4クビ 80．5�
46 シャンパーニュ 牡4芦 57 C．ルメール �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 492－ 22：42．71� 6．6�
813 アドマイヤネアルコ 牡7芦 54 丸山 元気近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 486＋ 42：44．8大差 196．3�
22 パッショネイトラン 牡3鹿 52 横山 典弘米津 佳昭氏 尾形 和幸 日高 長谷部牧場 532＋ 4 （競走中止） 72．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 61，324，600円 複勝： 84，600，800円 枠連： 39，520，300円
馬連： 186，680，800円 馬単： 86，280，500円 ワイド： 80，191，800円
3連複： 259，578，300円 3連単： 410，738，500円 計： 1，208，915，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，400円 複 勝 � 400円 � 260円 � 740円 枠 連（3－5） 910円

馬 連 �� 5，050円 馬 単 �� 11，940円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 3，550円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 32，210円 3 連 単 ��� 200，520円

票 数

単勝票数 計 613246 的中 � 35005（6番人気）
複勝票数 計 846008 的中 � 54606（6番人気）� 95017（4番人気）� 26975（10番人気）
枠連票数 計 395203 的中 （3－5） 33585（4番人気）
馬連票数 計1866808 的中 �� 28594（20番人気）
馬単票数 計 862805 的中 �� 5416（44番人気）
ワイド票数 計 801918 的中 �� 12550（20番人気）�� 5770（39番人気）�� 7415（31番人気）
3連複票数 計2595783 的中 ��� 6044（89番人気）
3連単票数 計4107385 的中 ��� 1485（527番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．8―11．7―11．6―12．4―13．1―13．1―13．0―12．5―12．4―12．4―12．1

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�
12．8―24．1―35．9―47．6―59．2―1：11．6―1：24．7―1：37．8―1：50．8―2：03．3―2：15．7―2：28．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F49．4―3F36．9
1
�
7＝5－9（2，6）（1，4）12（3，10）－8，11，14－13
7－5－9，6（12，11）（3，10）4，1，8－14＝2，13

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

勝馬の
紹 介

トゥインクル �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2013．6．2 東京10着

2011．4．15生 牡4栗 母 ロングスターダム 母母 ストロークト 23戦4勝 賞金 57，183，000円
〔競走中止〕 パッショネイトラン号は，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。
〔調教再審査〕 パッショネイトラン号は，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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 シークレットパス号・ダンディーズムーン号・ディルガ号・フォントルロイ号
（非抽選馬） 2頭 アルティスト号・ヴァリアシオン号

24012 8月22日 晴 良 （27札幌2）第1日 第12競走 ��1，700�
そ う え ん

桑 園 特 別
発走16時05分 （ダート・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 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

711 ミ ツ バ 牡3鹿 54 C．ルメール�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B446± 01：44．7 3．0�
710 ファインドヌーヴ 牝3芦 52 勝浦 正樹井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 448－ 81：45．02 16．1�
57 ジュガンティーヤ 牡4青 57 横山 和生�日進牧場 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 B520－ 81：45．21� 19．5�
69 エイユービリオネア 牡4栗 57 池添 謙一笹部 義則氏 高野 友和 浦河 杵臼牧場 460＋ 41：45．51� 11．0�
45 ショウナンガッチャ 牡4栗 57 丸山 元気国本 哲秀氏 北出 成人 日高 森永牧場 484＋ 21：45．82 55．5	
68 オアフライダー 牡5鹿 57 松田 大作 Him Rock Racing 和田 雄二 日高 タバタファーム 490＋ 6 〃 ハナ 40．8

813 カフジスター 牡4青鹿57 藤岡 康太加藤 守氏 湯窪 幸雄 日高 シンボリ牧場 B460－ 41：45．9クビ 147．2�
812 モンドアルジェンテ 牡3芦 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 510＋ 2 〃 ハナ 2．0�
11 ツクバイーメーカー 牡3鹿 54 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 新冠 ムラカミファーム 506＋ 61：46．11� 6．7
33 ロワサーブル 牡4栗 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 488－ 61：46．2� 147．0�
44 レオネプチューン 牡7鹿 57 嶋田 純次�レオ 萱野 浩二 平取 二風谷ファーム 468－ 81：46．3クビ 253．8�
22 フクノドービル 牡3鹿 54 丹内 祐次福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 494＋ 2 〃 クビ 46．3�
56 	 キュールエアリス 牝5青鹿55 菱田 裕二岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 460－ 41：47．89 155．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，407，000円 複勝： 45，597，700円 枠連： 17，894，600円
馬連： 76，996，400円 馬単： 44，659，800円 ワイド： 38，077，400円
3連複： 98，526，400円 3連単： 194，807，600円 計： 549，966，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 560円 � 520円 枠 連（7－7） 3，050円

馬 連 �� 2，800円 馬 単 �� 4，690円

ワ イ ド �� 1，000円 �� 830円 �� 3，170円

3 連 複 ��� 15，170円 3 連 単 ��� 55，620円

票 数

単勝票数 計 334070 的中 � 87072（2番人気）
複勝票数 計 455977 的中 � 104057（2番人気）� 17241（6番人気）� 18910（5番人気）
枠連票数 計 178946 的中 （7－7） 4536（9番人気）
馬連票数 計 769964 的中 �� 21285（8番人気）
馬単票数 計 446598 的中 �� 7140（15番人気）
ワイド票数 計 380774 的中 �� 9948（10番人気）�� 12062（8番人気）�� 2971（25番人気）
3連複票数 計 985264 的中 ��� 4871（38番人気）
3連単票数 計1948076 的中 ��� 2539（142番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．1―42．2―54．3―1：06．8―1：19．2―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミ ツ バ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．9．21 阪神5着

2012．3．28生 牡3鹿 母 セントクリスマス 母母 ゴールデンジャック 13戦2勝 賞金 32，084，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ケンブリッジアーサ号・ビタミンエース号・フィールドリアン号・ボルドネス号



（27札幌2）第1日 8月22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 153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

164，500，000円
2，080，000円
11，460，000円
1，550，000円
14，530，000円
55，828，500円
3，978，000円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
295，734，100円
397，314，800円
142，855，800円
604，283，300円
341，114，900円
314，043，800円
812，405，500円
1，326，686，900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 4，234，439，100円

総入場人員 13，259名 （有料入場人員 11，805名）
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