
24049 9月5日 晴 重 （27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

33 ベ ル ゼ ブ ブ 牡2栗 54 菱田 裕二スリースターズレーシング 松永 康利 新冠 有限会社 大
作ステーブル 470＋ 21：46．0レコード 5．3�

710 リアルクリス 牡2青鹿54 福永 祐一伊藤 誠吉氏 中川 公成 新冠 ハシモトフアーム 500－141：46．74 3．7�
812 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 484－ 21：47．76 17．7�
56 アイファーヴリル 牡2栗 54 藤田 伸二中島 稔氏 飯田 雄三 新ひだか 野表 篤夫 440＋ 61：47．91 65．5�
44 キタノイチジョー 牡2鹿 54 柴山 雄一河内 孝夫氏 相沢 郁 新冠 中地 康弘 474＋ 21：48．21� 70．7�
45 サンドルトン 牝2鹿 54 丹内 祐次加藤 信之氏 小野 次郎 新ひだか 仲野牧場 484± 01：48．3� 77．0�
11 ジョリガーニャント 牝2鹿 54 三浦 皇成井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 須崎牧場 474± 01：49．04 5．8	
22 ブレイキングザロウ 牡2栗 54 岩田 康誠 
シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 508± 01：49．53 4．0�
57 サンジーニアス 牡2黒鹿54 古川 吉洋加藤 貴子氏 新開 幸一 浦河 丸幸小林牧場 504＋141：49．71	 19．8�
813 ゴールドラッシュ 牡2鹿 54

51 ▲加藤 祥太前田 晋二氏 池江 泰寿 新冠 株式会社
ノースヒルズ 466＋ 81：49．8クビ 12．9

68 ヒ ッ ト マ ン 牡2栗 54 松田 大作�Basic 土田 稔 新冠 佐藤牧場 458－ 21：50．01� 17．0�
711 チ ャ ロ レ イ 牝2鹿 54 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 490＋ 81：50．21	 53．5�
69 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 444＋ 61：50．83� 85．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 20，034，800円 複勝： 30，073，000円 枠連： 8，787，400円
馬連： 37，708，600円 馬単： 21，738，000円 ワイド： 22，619，300円
3連複： 53，449，200円 3連単： 69，701，100円 計： 264，111，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 190円 � 170円 � 340円 枠 連（3－7） 1，220円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 2，740円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，250円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 6，460円 3 連 単 ��� 30，310円

票 数

単勝票数 計 200348 的中 � 31609（3番人気）
複勝票数 計 300730 的中 � 43661（4番人気）� 53023（2番人気）� 18346（5番人気）
枠連票数 計 87874 的中 （3－7） 5549（6番人気）
馬連票数 計 377086 的中 �� 24568（5番人気）
馬単票数 計 217380 的中 �� 5935（10番人気）
ワイド票数 計 226193 的中 �� 10810（6番人気）�� 4517（14番人気）�� 4939（12番人気）
3連複票数 計 534492 的中 ��� 6202（21番人気）
3連単票数 計 697011 的中 ��� 1667（86番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．8―42．2―54．7―1：07．0―1：19．7―1：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．0
1
3
・（3，2）5（1，11）10（4，6，8，13）7－12，9
3，2（1，10，5）（4，6）11（8，12）－（7，9）13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ベ ル ゼ ブ ブ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．6．28 函館9着

2013．5．22生 牡2栗 母 ビューティーレディ 母母 マイサクセション 4戦1勝 賞金 7，500，000円

24050 9月5日 晴 稍重 （27札幌2）第5日 第2競走 ��
��2，000�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
なし

1：59．9良

22 ジョルジュサンク 牡2栗 54 藤田 伸二 �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 492± 02：04．2 基準タイム 1．9�

812 キャノンストリート 牡2鹿 54 丸田 恭介鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 450± 02：04．3� 6．6�
11 エミーズレシピ 牝2鹿 54 岩田 康誠ユアストーリー 友道 康夫 浦河 高村牧場 474＋ 22：05．04 4．9�
45 リキッドブルー 牡2鹿 54 岩橋 勇二青芝商事� 西村 真幸 安平 	橋本牧場 456＋122：05．21
 74．3�

（北海道）

711 ダノンエール 牡2鹿 54 福永 祐一�ダノックス 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 524－ 42：05．3クビ 8．7�
33 キングスナップ 牡2栗 54

51 ▲井上 敏樹村上 卓史氏 小桧山 悟 新ひだか 築紫 洋 456＋ 42：05．4� 204．6	
68 コパノアラジン 牡2栗 54 藤岡 康太小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか 伊藤 敏明 506＋ 4 〃 アタマ 36．2

69 カ ラ ク プ ア 牡2黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太�ノースヒルズ 松田 国英 新冠 パカパカ
ファーム 478－ 62：05．82� 12．7�

813 ピンクアゲート 牝2鹿 54 勝浦 正樹ディアレスト 高橋 義忠 浦河 小島牧場 464＋ 62：06．54 13．0�
710 ボーントゥウインズ 牡2黒鹿 54

52 △城戸 義政鈴木 昭和氏 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 494－ 4 〃 ハナ 144．0
57 ダンツビジター 牡2芦 54 三浦 皇成山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 岡田スタツド 444＋ 62：07．88 142．9�
44 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± 02：09．39 589．0�
56 サンストックトン 牡2鹿 54 嶋田 純次加藤 信之氏 萱野 浩二 浦河 大北牧場 470－ 62：09．4クビ 429．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，158，700円 複勝： 23，182，000円 枠連： 7，813，800円
馬連： 26，765，800円 馬単： 18，958，300円 ワイド： 17，338，600円
3連複： 38，644，600円 3連単： 60，293，500円 計： 211，155，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 150円 � 120円 枠 連（2－8） 460円

馬 連 �� 670円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 290円 �� 170円 �� 400円

3 連 複 ��� 750円 3 連 単 ��� 3，050円

票 数

単勝票数 計 181587 的中 � 76671（1番人気）
複勝票数 計 231820 的中 � 79014（1番人気）� 28464（3番人気）� 45387（2番人気）
枠連票数 計 78138 的中 （2－8） 13102（2番人気）
馬連票数 計 267658 的中 �� 30777（2番人気）
馬単票数 計 189583 的中 �� 13716（3番人気）
ワイド票数 計 173386 的中 �� 14046（3番人気）�� 31854（1番人気）�� 9391（6番人気）
3連複票数 計 386446 的中 ��� 38556（1番人気）
3連単票数 計 602935 的中 ��� 14304（3番人気）

ハロンタイム 12．8―10．9―12．3―12．4―12．5―12．7―12．7―12．8―12．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．7―36．0―48．4―1：00．9―1：13．6―1：26．3―1：39．1―1：51．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジョルジュサンク �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2015．7．19 函館2着

2013．5．27生 牡2栗 母 ハリウッドローズ 母母 ユキノローズ 3戦1勝 賞金 9，100，000円
〔発走状況〕 エミーズレシピ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 エミーズレシピ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ネオレグルス号・サンストックトン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月

5日まで平地競走に出走できない。
※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。

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５日



24051 9月5日 小雨 重 （27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

710 ポッドフィズ 牝3鹿 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 畠山 吉宏 日高 シンボリ牧場 458－ 4 59．4 3．4�
68 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 492－ 4 59．5� 11．9�
33 ミュゼフローレンス 牝3黒鹿54 横山 典弘髙橋 仁氏 高市 圭二 新ひだか 水上 習孝 510＋ 2 59．6クビ 4．0�
56 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 494＋ 4 59．7� 5．7�
811 ラヴィダフェリース 牡3黒鹿 56

53 ▲井上 敏樹 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500－ 2 59．91� 6．5�
79 レースノワエ 牡3鹿 56 荻野 琢真 	ローレルレーシング 大和田 成 新冠 長浜牧場 B476－ 21：00．0	 188．1

55 ドリームポリーニ 牡3栗 56 松田 大作ライオンレースホース	 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 456－ 21：00．1� 12．8�
11 サンマーシャル 牝3鹿 54 水口 優也加藤 信之氏 中野 栄治 日高 日西牧場 404－ 21：00．31� 171．9�
44 ダ ン ヴ ィ ル 牡3鹿 56 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B448± 0 〃 ハナ 15．5
67 サイレンスラヴ 牝3鹿 54

51 ▲加藤 祥太河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 466＋ 2 〃 クビ 9．3�
812 エフティロビン 牡3鹿 56 丹内 祐次吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 438＋ 81：00．93	 49．3�
22 オーロラバイオ 牝3栗 54 黛 弘人バイオ	 奥平 雅士 平取 坂東牧場 476＋201：01．22 48．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 15，498，200円 複勝： 24，582，800円 枠連： 6，787，400円
馬連： 27，909，200円 馬単： 16，292，400円 ワイド： 16，564，100円
3連複： 38，011，500円 3連単： 52，194，100円 計： 197，839，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 260円 � 180円 枠 連（6－7） 940円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 570円 �� 310円 �� 950円

3 連 複 ��� 2，400円 3 連 単 ��� 11，220円

票 数

単勝票数 計 154982 的中 � 36277（1番人気）
複勝票数 計 245828 的中 � 58223（1番人気）� 19218（6番人気）� 33758（4番人気）
枠連票数 計 67874 的中 （6－7） 5588（4番人気）
馬連票数 計 279092 的中 �� 13367（5番人気）
馬単票数 計 162924 的中 �� 4087（9番人気）
ワイド票数 計 165641 的中 �� 7220（5番人気）�� 15174（1番人気）�� 4081（15番人気）
3連複票数 計 380115 的中 ��� 11844（6番人気）
3連単票数 計 521941 的中 ��� 3370（21番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．5―11．8―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．4―34．9―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポッドフィズ �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2014．7．5 函館2着

2012．4．12生 牝3鹿 母 スイートフィズ 母母 ア ク ワ レ ラ 11戦1勝 賞金 16，950，000円
※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） 1頭 マーククロップ号
（非抽選馬） 4頭 ウェブスリンガー号・ジャストザルーチェ号・スパツィオ号・セレーノ号

24052 9月5日 曇 重 （27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

33 ショウナンハルカス 牡3黒鹿56 福永 祐一国本 哲秀氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 478± 01：46．1 1．7�
44 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 506＋ 21：46．31 13．3�
711 ディーエスレイザー 牡3青鹿56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 488－ 21：46．51� 4．7�
56 メイショウキシドウ 牡3鹿 56 岩田 康誠松本 好雄氏 小島 太 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 41：46．6� 18．9�
57 ライゼリート 牝3青鹿 54

52 △城戸 義政 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 追分ファーム 382－ 2 〃 アタマ 41．1�
812 ゼ ト ス 牡3青鹿56 柴山 雄一杉澤 光雄氏 田中 章博 新冠 川島牧場 458－ 21：47．13 21．1	
45 ブライアンキング 牡3鹿 56 菱田 裕二林 正道氏 森田 直行 新ひだか 幌村牧場 476＋ 6 〃 ハナ 104．0

11 ラヴィーゲラン 牝3栃栗54 池添 謙一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 笹田 和秀 日高 白井牧場 478－ 21：47．52� 33．9�
813 ザッフィーロ 牡3鹿 56

53 ▲加藤 祥太�ノースヒルズ 佐々木晶三 新冠 株式会社
ノースヒルズ 476＋ 41：47．6� 9．3

68 クリノイーソー 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 480＋241：47．92 18．1�
69 ライブリファースト 牡3鹿 56 水口 優也加藤 哲郎氏 湯窪 幸雄 浦河 高昭牧場 484＋ 21：48．43 164．4�
710 ダフィーゴールド 牡3鹿 56 丸田 恭介林 正道氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田スタツド 506－ 81：49．03� 35．3�
22 ティッカーコード 牝3栗 54 松田 大作 �サンデーレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 480± 01：49．63� 23．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 18，436，200円 複勝： 56，144，000円 枠連： 8，819，700円
馬連： 32，326，900円 馬単： 20，732，800円 ワイド： 20，659，800円
3連複： 43，259，000円 3連単： 70，914，600円 計： 271，293，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 230円 � 130円 枠 連（3－4） 900円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，340円

ワ イ ド �� 380円 �� 180円 �� 730円

3 連 複 ��� 1，170円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 184362 的中 � 82811（1番人気）
複勝票数 計 561440 的中 � 398833（1番人気）� 17733（4番人気）� 44757（2番人気）
枠連票数 計 88197 的中 （3－4） 7578（3番人気）
馬連票数 計 323269 的中 �� 26759（3番人気）
馬単票数 計 207328 的中 �� 11581（4番人気）
ワイド票数 計 206598 的中 �� 12591（3番人気）�� 35957（1番人気）�� 5958（9番人気）
3連複票数 計 432590 的中 ��� 27511（2番人気）
3連単票数 計 709146 的中 ��� 11306（6番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．2―12．1―12．5―12．3―12．2―12．5―14．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．5―42．6―55．1―1：07．4―1：19．6―1：32．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．7
1
3
・（4，13）（6，12）（1，3，10）－（7，9）（2，11）5－8・（4，3，11）12，13（6，7，10）－9，5（1，8）－2

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ショウナンハルカス �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2014．10．25 東京5着

2012．3．1生 牡3黒鹿 母 オッティマルーチェ 母母 Leading Light 11戦1勝 賞金 13，960，000円
〔騎手変更〕 ザッフィーロ号の騎手三浦皇成は，検査のため加藤祥太に変更。
※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 ウインアーマー号・ジムノペディ号・ワンディトウショウ号
（非抽選馬） 1頭 ベストエビデンス号



24053 9月5日 曇 稍重 （27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
1：29．1
1：29．1

良
良

34 � キングライオン 牡2栗 54 岩田 康誠ライオンレースホース� 矢作 芳人 米
Nursery Place,
Donaldson &
Broadbent

476 ―1：32．2 4．1�
11 ディーマジェスティ 牡2鹿 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 476 ― 〃 ハナ 4．1�
57 メートルダール 牡2鹿 54 福永 祐一 �キャロットファーム 戸田 博文 安平 ノーザンファーム 470 ―1：32．51� 2．5�
22 アポロノホウリン 牡2鹿 54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 458 ―1：32．92	 28．5�
69 パーリオミノル 牝2鹿 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 478 ―1：33．0	 19．3	
45 ラブミーリル 牝2青鹿54 横山 典弘小林 祥晃氏 小島 茂之 日高 ヤナガワ牧場 406 ―1：33．74 10．6

610 メイショウジーター 牡2栗 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 510 ―1：33．91
 10．3�
814 アーススピード 牡2栃栗 54

51 ▲加藤 祥太松山 増男氏 加藤 敬二 白老 習志野牧場 484 ― 〃 クビ 153．1�
712 ドラゴンイモン 牡2黒鹿54 丸山 元気井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 456 ― 〃 ハナ 135．0
711 キタノアドラーブル 牝2鹿 54 丸田 恭介北所 直人氏 松永 康利 新冠 飛渡牧場 410 ―1：34．11	 119．5�
813 ウィリアムボーイ 牡2鹿 54 藤田 伸二新井原 博氏 中野 栄治 新冠 榊原 光子 440 ―1：35．16 173．2�
58 アンジュレーション 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政 �社台レースホース中竹 和也 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 442 ―1：35．73	 93．3�

33 キタノシャーロット 牝2鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 474 ―1：37．29 233．2�
（イチカチャン）

46 ケイツートール 牡2青鹿 54
51 ▲井上 敏樹楠本 勝美氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 500 ―1：38．26 255．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，730，700円 複勝： 25，144，200円 枠連： 8，699，900円
馬連： 34，604，700円 馬単： 23，076，400円 ワイド： 18，928，800円
3連複： 42，598，400円 3連単： 70，755，400円 計： 252，538，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 130円 � 120円 � 110円 枠 連（1－3） 1，060円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，730円

ワ イ ド �� 310円 �� 220円 �� 220円

3 連 複 ��� 570円 3 連 単 ��� 4，540円

票 数

単勝票数 計 287307 的中 � 58625（2番人気）
複勝票数 計 251442 的中 � 43577（3番人気）� 45900（2番人気）� 79989（1番人気）
枠連票数 計 86999 的中 （1－3） 6309（5番人気）
馬連票数 計 346047 的中 �� 29494（3番人気）
馬単票数 計 230764 的中 �� 9985（5番人気）
ワイド票数 計 189288 的中 �� 14059（3番人気）�� 23234（1番人気）�� 22047（2番人気）
3連複票数 計 425984 的中 ��� 55258（1番人気）
3連単票数 計 707554 的中 ��� 11287（7番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

�キングライオン �
�
父 Kitten’s Joy �

�
母父 High Yield 初出走

2013．3．15生 牡2栗 母 A Bit of Pressure 母母 Bit of the Bubbly 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ケイツートール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月5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） 2頭 ゲインザリード号・ラサンタクルス号

24054 9月5日 晴 稍重 （27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
1：07．5
1：06．5

良
良

611 レッドファーレン 牝3青鹿54 丸田 恭介 �東京ホースレーシング 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 456＋ 81：10．4 12．3�
58 ウェーブランチャン 牝3青鹿54 藤岡 康太万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 476＋ 4 〃 アタマ 6．8�
815 クラウンシトラス 牝3栗 54 勝浦 正樹矢野 恭裕氏 菊川 正達 浦河 赤田牧場 B478± 01：10．5� 2．9�
47 ハイオンザリスト 牡3鹿 56 四位 洋文田中 春美氏 新開 幸一 浦河 大成牧場 466± 01：10．6� 22．8�
610 カ シ シ 牝3鹿 54 丸山 元気吉田 和美氏 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：10．7� 8．1�
713 ジェンツィアーナ 牝3黒鹿54 松田 大作坂巻 勝彦氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 438＋ 41：10．91� 65．7	
814 ブリーズベイ 牝3黒鹿54 菱田 裕二吉田 安惠氏 藤岡 健一 日高 オリオンファーム 436＋ 61：11．0クビ 20．6

22 マーシフルハート 牝3鹿 54 福永 祐一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 380± 01：11．1� 4．5�
11 ヒューガライゼン 牝3栗 54 黛 弘人塩川 和則氏 高木 登 浦河 久保 昇 B470＋ 21：11．31� 55．6�
23 マイネルカルド 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 6 〃 ハナ 33．4
46 オレンジピューレ 牝3栗 54 藤田 伸二トール＆ワイド 森田 直行 浦河 吉田 又治 458＋ 4 〃 ハナ 102．4�
712 メイショウグラチェ 牝3栗 54

52 △城戸 義政松本 好雄氏 西園 正都 浦河 三嶋牧場 468± 01：11．4� 68．2�
34 オーヴェール 牝3栗 54

51 ▲加藤 祥太村山 卓也氏 栗田 徹 新ひだか 藤本牧場 402－ 41：11．82� 72．8�
35 ジニアスミノル 牝3鹿 54 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 422－ 41：12．97 6．8�
59 クラウンマヒコス 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹�クラウン 小野 次郎 日高 クラウン日高牧場 444 ―1：14．7大差 348．9�
（15頭）

売 得 金
単勝： 17，839，000円 複勝： 26，029，800円 枠連： 9，929，900円
馬連： 34，009，000円 馬単： 19，136，900円 ワイド： 19，456，500円
3連複： 42，547，900円 3連単： 60，050，700円 計： 228，999，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 240円 � 220円 � 130円 枠 連（5－6） 1，980円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 9，200円

ワ イ ド �� 1，190円 �� 490円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 28，360円

票 数

単勝票数 計 178390 的中 � 11554（6番人気）
複勝票数 計 260298 的中 � 22734（5番人気）� 26160（3番人気）� 67456（1番人気）
枠連票数 計 99299 的中 （5－6） 3872（9番人気）
馬連票数 計 340090 的中 �� 7409（12番人気）
馬単票数 計 191369 的中 �� 1560（33番人気）
ワイド票数 計 194565 的中 �� 3911（14番人気）�� 10373（4番人気）�� 10815（3番人気）
3連複票数 計 425479 的中 ��� 11779（6番人気）
3連単票数 計 600507 的中 ��� 1535（84番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．8―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―46．2―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F36．0
3 3（5，12，15）（1，4）－（7，11）13（8，10）（2，14）－6＝9 4 ・（3，15）12，11（1，5，7）13（8，4，10）2，14，6＝9

勝馬の
紹 介

レッドファーレン �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2015．1．5 中山7着

2012．3．26生 牝3青鹿 母 ヘヴンリークルーズ 母母 タックスシェルター 8戦1勝 賞金 8，750，000円
〔制裁〕 ジェンツィアーナ号の騎手松田大作は，負担重量について注意義務を怠り戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クラウンマヒコス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成27年10月5日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 ダイメイチャンプ号（疾病〔左肩跛行〕のため）
※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） 1頭 トリアンドルス号
（非抽選馬） 3頭 クリノテンホー号・ココロナルハ号・リアンシチー号



24055 9月5日 晴 重 （27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 7，500，000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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

11 ショウナンカサロ 牝3青鹿52 勝浦 正樹国本 哲秀氏 古賀 史生 新ひだか 西村 和夫 452＋ 21：45．1 8．9�
57 トラストフェアリー 牝4栗 55

53 △城戸 義政菅波 雅巳氏 羽月 友彦 浦河 梅田牧場 448＋10 〃 クビ 20．1�
711 ルノンキュール 牝3黒鹿52 四位 洋文山本 剛史氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 486＋ 21：45．2クビ 6．7�
68 アイスブレイク 牝4青鹿55 横山 典弘安原 浩司氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 474－ 2 〃 アタマ 14．8�
813 コ コ 牝3芦 52

49 ▲加藤 祥太副島 義久氏 加用 正 日高 下河辺牧場 524＋ 6 〃 クビ 2．5�
56 ビ ス カ リ ア 牝3鹿 52 菱田 裕二 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 434＋ 41：45．62� 36．4	
33 ガ ロ フ ァ ノ 牝3栗 52 福永 祐一前田 幸治氏 池江 泰寿 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472＋ 41：45．7� 15．0

45 エドノプリンセス 牝4鹿 55 丸山 元気遠藤 喜松氏 菊沢 隆徳 新ひだか 沖田 忠幸 464± 01：45．8� 16．9�
710� テラノココロ 牝6青鹿55 松田 大作寺田 寿男氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 428± 01：46．11� 99．3�
812 ファインドヌーヴ 牝3芦 52 藤岡 康太井山 登氏 矢野 英一 新冠 岩見牧場 450＋ 21：46．31	 4．2
44 コウセイマユヒメ 牝4鹿 55 藤田 伸二杉安浩一郎氏 中野 栄治 新冠 石郷岡 雅樹 450－ 21：46．51	 17．1�
22 マダムウルル 牝3黒鹿 52

49 ▲井上 敏樹�ターフ・スポート宮 徹 浦河 市川フアーム 478＋101：47．13� 49．9�
（12頭）

69 ポ リ ア フ 牝3鹿 52 岩田 康誠 �シルクレーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 19，195，400円 複勝： 28，927，300円 枠連： 12，201，200円
馬連： 31，818，600円 馬単： 16，093，800円 ワイド： 19，111，300円
3連複： 40，434，300円 3連単： 53，269，700円 計： 221，051，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 250円 � 490円 � 200円 枠 連（1－5） 5，800円

馬 連 �� 7，360円 馬 単 �� 14，860円

ワ イ ド �� 1，990円 �� 1，000円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 19，520円 3 連 単 ��� 124，980円

票 数

単勝票数 差引計 191954（返還計 16530） 的中 � 17217（4番人気）
複勝票数 差引計 289273（返還計 14207） 的中 � 30511（4番人気）� 13244（9番人気）� 41802（2番人気）
枠連票数 差引計 122012（返還計 907） 的中 （1－5） 1629（22番人気）
馬連票数 差引計 318186（返還計 44563） 的中 �� 3350（27番人気）
馬単票数 差引計 160938（返還計 24815） 的中 �� 812（53番人気）
ワイド票数 差引計 191113（返還計 28427） 的中 �� 2435（26番人気）�� 5056（12番人気）�� 2510（24番人気）
3連複票数 差引計 404343（返還計 96031） 的中 ��� 1553（69番人気）
3連単票数 差引計 532697（返還計132530） 的中 ��� 309（412番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―12．1―12．3―12．0―11．8―12．3―12．9―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．0―42．3―54．3―1：06．1―1：18．4―1：31．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．8―3F39．0
1
3

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

勝馬の
紹 介

ショウナンカサロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．11 東京10着

2012．3．25生 牝3青鹿 母 ショウナンアルス 母母 ショウナンハピネス 7戦2勝 賞金 15，600，000円
〔競走除外〕 ポリアフ号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。

24056 9月5日 晴 稍重 （27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 7，500，000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
1：58．6
1：56．1

良
良

612 ペンタトニック 牡4栗 57 岩田 康誠吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム B486－ 62：03．5 6．0�
35 シ ャ ル ー ル 牝3栗 52 四位 洋文 �キャロットファーム 松永 幹夫 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458± 0 〃 クビ 2．3�
24 ウインアキレア 牝3鹿 52 池添 謙一�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 452± 02：03．6クビ 7．6�
816� サクラアンプルール 牡4栗 57 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 466－ 62：03．7� 28．0�
714 ツクバアスナロ 牝4鹿 55 古川 吉洋荻原 昭二氏 土田 稔 洞�湖 レイクヴィラファーム 466－ 22：03．8	 13．0	
510 ロ ー ハ イ ド 牡4鹿 57 福永 祐一石川 達絵氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492± 02：04．01 5．3

47 エバーキュート 牝3栗 52 菱田 裕二宇田 豊氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 442＋ 42：04．42	 21．1�
36 メテオレイン 牝6鹿 55

52 ▲井上 敏樹亀井 哲也氏 松山 将樹 安平 ノーザンファーム 470－ 42：04．82	 362．9�
48 ヘイローフォンテン 牡5鹿 57 三浦 皇成吉橋 計氏 石毛 善彦 登別 登別上水牧場 B510－ 22：04．9クビ 9．0
11 ダンツカペラ 牡3黒鹿 54

51 ▲加藤 祥太山元 哲二氏 山内 研二 浦河 上山牧場 482＋ 2 〃 クビ 98．1�
23 アドマイヤロケット 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 478＋10 〃 ハナ 62．4�
611 クリノクレオパトラ 牝4黒鹿 55

53 △城戸 義政栗本 博晴氏 田中 章博 新冠 坂元 芳春 470＋282：05．0	 302．7�
12 � マ ニ エ ー テ 牝4栗 55 黛 弘人堂守 貴志氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 422＋ 22：05．1	 427．2�
59 エドノジョンソン 牡3鹿 54 荻野 琢真遠藤 喜松氏 梅田 智之 浦河 高松牧場 458± 02：05．2� 34．0�
713 コンプリートゲーム 牡5鹿 57 丸山 元気島田 久氏 小西 一男 新ひだか 沖田 忠幸 532＋ 82：05．4� 402．6�
815� ベネフィットユー 牡6黒鹿57 松田 大作宮川 純造氏 大根田裕之 新ひだか カタオカフアーム 458＋ 42：05．5� 161．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，221，400円 複勝： 33，418，100円 枠連： 10，059，000円
馬連： 40，358，800円 馬単： 21，135，700円 ワイド： 22，737，500円
3連複： 46，921，300円 3連単： 70，506，600円 計： 271，358，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 190円 � 120円 � 200円 枠 連（3－6） 860円

馬 連 �� 850円 馬 単 �� 2，190円

ワ イ ド �� 360円 �� 720円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，920円 3 連 単 ��� 13，160円

票 数

単勝票数 計 262214 的中 � 34393（3番人気）
複勝票数 計 334181 的中 � 38737（3番人気）� 91488（1番人気）� 35168（4番人気）
枠連票数 計 100590 的中 （3－6） 9055（3番人気）
馬連票数 計 403588 的中 �� 36696（2番人気）
馬単票数 計 211357 的中 �� 7211（6番人気）
ワイド票数 計 227375 的中 �� 16827（2番人気）�� 7543（8番人気）�� 14451（3番人気）
3連複票数 計 469213 的中 ��� 18248（4番人気）
3連単票数 計 705066 的中 ��� 3882（27番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―37．3―50．0―1：02．5―1：15．0―1：27．0―1：39．2―1：51．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペンタトニック �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2013．10．6 京都4着

2011．3．31生 牡4栗 母 ポ ッ プ ス 母母 ポツプシンガー 19戦2勝 賞金 35，778，000円
〔発走状況〕 アドマイヤロケット号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 アグリッパーバイオ号・サンドラバローズ号・ボールドジャパン号



24057 9月5日 晴 重 （27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 7，500，000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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

69 トミケンシャルゴー 牡3鹿 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 日高 豊洋牧場 514＋ 81：45．1 22．3�
813� タイムビヨンド 牝3栗 52 五十嵐冬樹木谷 ツヤ氏 堂山 芳則 日高 船越牧場 454－ 21：45．84 36．8�

（北海道） （北海道）

56 エグランティーナ 牝3黒鹿52 横山 典弘村野 康司氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 516＋201：45．9クビ 11．0�
57 レッドアライヴ 牡4鹿 57 藤田 伸二 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 458－ 8 〃 アタマ 11．8�
812	 ランディングバース 牡3鹿 54 菱田 裕二 �シルクレーシング 加藤 征弘 米 Joe Walkoviak &

Gene Walkoviak B540＋ 81：46．11
 15．9	
710 レインボーソング 牝3鹿 52 福永 祐一吉田 和美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 494± 0 〃 クビ 5．2

711 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 482－ 2 〃 ハナ 64．7�
68 チ ャ オ 牡4芦 57 西村 太一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 古賀 慎明 日高 下河辺牧場 B470－ 21：46．31
 33．0�
11 マウントハレアカラ 牡3鹿 54 丸田 恭介金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 日高 日高大洋牧場 460＋ 4 〃 クビ 24．7
22 ゴールドシェンロン 牡4栗 57 岩田 康誠田頭 勇貴氏 清水 英克 新ひだか 小倉 光博 466± 01：46．4� 2．1�
45 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 B530＋101：46．82� 14．6�
44 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 B508＋ 21：47．33 8．9�
33 サトノコスミック 牡3黒鹿54 古川 吉洋里見 治氏 的場 均 安平 追分ファーム B448－ 61：47．51
 114．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，066，300円 複勝： 31，554，300円 枠連： 12，709，200円
馬連： 43，976，900円 馬単： 23，379，700円 ワイド： 24，766，600円
3連複： 56，408，500円 3連単： 85，284，100円 計： 302，145，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，230円 複 勝 � 630円 � 880円 � 310円 枠 連（6－8） 7，760円

馬 連 �� 30，210円 馬 単 �� 38，620円

ワ イ ド �� 9，200円 �� 2，350円 �� 4，450円

3 連 複 ��� 108，200円 3 連 単 ��� 562，090円

票 数

単勝票数 計 240663 的中 � 8630（8番人気）
複勝票数 計 315543 的中 � 12663（7番人気）� 8730（11番人気）� 29940（4番人気）
枠連票数 計 127092 的中 （6－8） 1269（20番人気）
馬連票数 計 439769 的中 �� 1128（61番人気）
馬単票数 計 233797 的中 �� 454（108番人気）
ワイド票数 計 247666 的中 �� 687（64番人気）�� 2751（24番人気）�� 1432（47番人気）
3連複票数 計 564085 的中 ��� 391（198番人気）
3連単票数 計 852841 的中 ��� 110（1095番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．3―12．5―12．2―11．9―12．2―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．3―42．8―55．0―1：06．9―1：19．1―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トミケンシャルゴー �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2014．8．17 新潟中止

2012．4．24生 牡3鹿 母 ホウヨウターゲット 母母 ソフトボイス 7戦2勝 賞金 14，000，000円
〔騎手変更〕 マウントハレアカラ号の騎手四位洋文は，検査のため丸田恭介に変更。
〔制裁〕 タイムビヨンド号の騎手五十嵐冬樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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。

24058 9月5日 晴 稍重 （27札幌2）第5日 第10競走 ��
��1，200�札幌スポニチ賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，26．9．6以降27．8．30まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

スポーツニッポン新聞社賞（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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

611� レッドシャンクス �6鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 愛 Robert Power
Bloodstock Ltd 478－ 81：09．4 10．5�

23 サザンライツ 牡4鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 506＋ 2 〃 クビ 6．0�
48 ホッコーサラスター 牝4鹿 54 池添 謙一矢部 道晃氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472＋181：09．5クビ 6．7�
24 サ ン シ カ ゴ 牡4栗 54 菱田 裕二加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 加藤ステーブル 476＋ 61：09．6	 15．5�
714 シンフォニア 牝3栗 51 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 476－ 61：09．7
 9．2	
11 プラチナテーラー 牝5鹿 52 岩橋 勇二中西 浩一氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 41：09．8クビ 46．7


（北海道）

816 スマートプラネット 牝3鹿 52 丸田 恭介田島榮二郎氏 和田 雄二 浦河 大柳ファーム 464＋20 〃 アタマ 8．4�
47 ラピダメンテ �4栗 56 丸山 元気 �社台レースホース池上 昌弘 日高 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 61：09．9
 20．5�
36 キッズライトオン 牡3栗 53 丹内 祐次瀬谷 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 430＋18 〃 クビ 36．6�
612 ニホンピロアンバー 牝4青鹿55 柴山 雄一小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 454± 01：10．0
 16．1�
510 フェアラフィネ 牝3芦 52 黛 弘人髙樽さゆり氏 森田 直行 日高 豊洋牧場 438＋ 61：10．1
 18．2�
59 メイショウアズミノ 牝4鹿 54 三浦 皇成松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 富田牧場 460＋ 21：10．31� 7．9�
12 � ウチデノコヅチ 牝3栗 51 加藤 祥太菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 小河 豊水 458＋ 61：10．4
 43．9�
713 ファインスカイ 牝5鹿 52 古川 吉洋 �ローレルレーシング 角田 晃一 新冠 協和牧場 482＋ 21：10．5
 28．6�
35 トロピカルガーデン 牝3鹿 52 岩田 康誠田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 468－ 61：10．81	 7．1�
815 ランドクイーン 牝5栗 53 藤岡 康太山口 敦広氏 和田正一郎 新冠 有限会社 大

作ステーブル 478＋ 41：11．01� 90．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，953，700円 複勝： 50，208，100円 枠連： 21，711，900円
馬連： 75，207，800円 馬単： 33，130，800円 ワイド： 41，063，500円
3連複： 103，933，000円 3連単： 131，824，200円 計： 489，033，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 280円 � 220円 � 170円 枠 連（2－6） 1，640円

馬 連 �� 3，800円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 1，420円 �� 910円

3 連 複 ��� 7，520円 3 連 単 ��� 45，380円

票 数

単勝票数 計 319537 的中 � 24288（7番人気）
複勝票数 計 502081 的中 � 40751（5番人気）� 56509（3番人気）� 91038（1番人気）
枠連票数 計 217119 的中 （2－6） 10209（9番人気）
馬連票数 計 752078 的中 �� 15323（12番人気）
馬単票数 計 331308 的中 �� 3708（18番人気）
ワイド票数 計 410635 的中 �� 7450（13番人気）�� 7363（14番人気）�� 11810（6番人気）
3連複票数 計1039330 的中 ��� 10353（12番人気）
3連単票数 計1318242 的中 ��� 2106（87番人気）

ハロンタイム 11．8―10．5―11．3―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．3―33．6―45．5―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�レッドシャンクス �
�
父 Galileo �

�
母父 Overbury デビュー 2011．10．30 東京3着

2009．3．28生 �6鹿 母 Ardbrae Lady 母母 Gagajulu 18戦4勝 賞金 52，002，000円
〔その他〕 トロピカルガーデン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 トロピカルガーデン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27年10月5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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 アルマエルナト号・ウイングパラダイス号・エビスグレイト号・オルフィーク号・クリノハッチャン号・

ダイヤモンドハイ号・ビットスターダム号・レヴァンタール号
※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。



24059 9月5日 晴 稍重 （27札幌2）第5日 第11競走
第50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 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
1：45．9

良
良

711 アドマイヤエイカン 牡2鹿 54 岩田 康誠近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 492－ 41：50．8 5．7�
610 プロフェット 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋ 6 〃 ハナ 3．0�
34 クロコスミア 牝2黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 406± 01：51．01� 17．0�
45 ラヴアンドポップ 牡2鹿 54 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 462± 01：51．1� 8．7�
33 アラバスター 牡2芦 54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 松田 博資 安平 ノーザンファーム 474－ 21：51．52� 7．6�
813 スパーキングジョイ 牡2栗 54 藤岡 康太幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 476－ 6 〃 ハナ 15．0	
814	 リ ッ ジ マ ン 牡2鹿 54 岩橋 勇二�辻牧場 田中 淳司 浦河 辻 牧場 426± 01：51．81
 46．3


（北海道） （北海道）

46 アラモアナワヒネ 牝2栗 54 藤田 伸二横瀬 兼二氏 池添 兼雄 新冠 対馬 正 450＋ 21：52．33 60．4�
712 ペイシャフェリシタ 牝2黒鹿54 丸田 恭介北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 478＋ 21：52．4
 66．6�
22 ディーズプラネット 牝2芦 54 横山 典弘秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474＋ 81：52．61� 29．0
58 アフターダーク 牝2鹿 54 福永 祐一三田 昌宏氏 高橋 義忠 千歳 社台ファーム 480－ 21：52．81� 7．9�
11 リアルキング 牡2鹿 54 四位 洋文杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 522＋ 61：53．01� 10．6�
57 ペイシャオブマーシ 牝2鹿 54 柴山 雄一北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 458＋ 41：53．85 182．8�
69 ネコダンサー 牡2黒鹿54 丸山 元気桐谷 茂氏 堀井 雅広 新ひだか 落合 一巳 476＋ 41：53．9クビ 146．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 122，072，900円 複勝： 144，358，900円 枠連： 45，858，100円
馬連： 311，145，500円 馬単： 133，653，600円 ワイド： 129，488，600円
3連複： 436，988，800円 3連単： 674，952，600円 計： 1，998，519，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 160円 � 140円 � 270円 枠 連（6－7） 770円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 360円 �� 1，640円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 5，810円 3 連 単 ��� 26，990円

票 数

単勝票数 計1220729 的中 � 180790（2番人気）
複勝票数 計1443589 的中 � 243014（2番人気）� 337504（1番人気）� 102480（7番人気）
枠連票数 計 458581 的中 （6－7） 46072（1番人気）
馬連票数 計3111455 的中 �� 272249（1番人気）
馬単票数 計1336536 的中 �� 47504（2番人気）
ワイド票数 計1294886 的中 �� 104532（1番人気）�� 18921（24番人気）�� 25836（15番人気）
3連複票数 計4369888 的中 ��� 56386（17番人気）
3連単票数 計6749526 的中 ��� 18125（73番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．5―37．0―49．5―1：01．9―1：14．0―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4F48．9―3F36．8
1
3
9（6，12）（8，10，14）（1，4，7）11－（2，13）－（3，5）・（9，12）14（6，7）（2，8，10）（1，4，11）（13，5）3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤエイカン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．7．19 函館1着

2013．3．21生 牡2鹿 母 ペルヴィアンリリー 母母 ラスティックベル 2戦2勝 賞金 37，518，000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。

24060 9月5日 晴 稍重 （27札幌2）第5日 第12競走
日高育成牧場開設50周年記念

��
��2，000�

ひ だ か

日 高 特 別
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

日高軽種馬共同育成公社賞（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 378，000円 108，000円 54，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

59 ネオリアリズム 牡4栗 57 C．ルメール �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 510－ 42：02．2 1．6�
713 マイネグレヴィル 牝4鹿 55 丹内 祐次 �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 468－ 42：02．41� 15．7�
612 インナーアージ 牝5鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 456± 02：02．61� 30．6�
510 ハナズリベンジ 牝4黒鹿55 三浦 皇成M．タバート氏 牧田 和弥 新冠 カミイスタット 494＋ 22：02．91	 37．2�
11 ヤマニンボワラクテ 
4鹿 57 藤田 伸二土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 490＋ 2 〃 ハナ 7．2	
24 イレプレイスブル 牡5黒鹿57 横山 和生�Basic 畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 460＋ 42：03．21	 129．7

48 メイショウブシン 牡5鹿 57 丸田 恭介松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 470＋ 62：03．3� 18．4�
611 ダンディーズムーン 牡4鹿 57 黛 弘人田島 大史氏 中村 均 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 484＋ 4 〃 ハナ 119．2�
47 クロニクルスカイ 牡4鹿 57 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 528＋ 2 〃 クビ 29．8
12 メイクアップ 牡4栗 57 岩田 康誠岡 浩二氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 472－ 42：03．4� 6．8�
23 アドマイヤネアルコ 牡7芦 57 勝浦 正樹近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 488＋ 22：03．5� 252．9�
714 アドマイヤガスト 牡3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 530± 02：03．81	 13．2�
35 サムソンズシエル 牡4鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 522＋ 62：04．22� 35．6�
816 ナインテイルズ 牡4栗 57 菱田 裕二岡田 牧雄氏 中村 均 浦河 山田牧場 478＋ 42：04．83� 184．8�
815 カウニスクッカ 牝4鹿 55 嶋田 純次大谷 正嗣氏 尾形 和幸 日高 オリオンファーム B468＋ 82：05．54 38．9�
36 ハギノサキガチ 牡5鹿 57 藤岡 康太日隈 良江氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 22：06．67 229．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 45，308，800円 複勝： 67，807，400円 枠連： 28，245，600円
馬連： 93，445，900円 馬単： 49，222，700円 ワイド： 52，382，000円
3連複： 119，136，200円 3連単： 195，776，000円 計： 651，324，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 270円 � 350円 枠 連（5－7） 450円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，230円

ワ イ ド �� 450円 �� 860円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 5，390円 3 連 単 ��� 13，660円

票 数

単勝票数 計 453088 的中 � 215950（1番人気）
複勝票数 計 678074 的中 � 274690（1番人気）� 45393（4番人気）� 31847（7番人気）
枠連票数 計 282456 的中 （5－7） 48204（2番人気）
馬連票数 計 934459 的中 �� 71524（3番人気）
馬単票数 計 492227 的中 �� 29994（3番人気）
ワイド票数 計 523820 的中 �� 32432（3番人気）�� 15474（7番人気）�� 5789（25番人気）
3連複票数 計1191362 的中 ��� 16549（14番人気）
3連単票数 計1957760 的中 ��� 10387（28番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．9―12．1―12．0―12．4―12．4―13．0―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．4―23．1―35．0―47．1―59．1―1：11．5―1：23．9―1：36．9―1：49．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．3
1
3
15＝16－4，5，12（2，9）13，1，3，11－（7，10）14，6－8
15＝16－（2，4，5）12（1，9，13）－（10，11）－（3，7）－14（6，8）

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

勝馬の
紹 介

ネオリアリズム �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Meadowlake デビュー 2014．2．24 東京13着

2011．3．22生 牡4栗 母 トキオリアリティー 母母 What a Reality 8戦4勝 賞金 44，544，000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） 2頭 スワンボート号・ヤマニンプードレ号
（非抽選馬） 2頭 オールステイ号・シベリアンタイガー号



（27札幌2）第5日 9月5日（土曜日） 晴一時雨一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
重

競走回数 12回 出走頭数 167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

215，700，000円
2，080，000円
7，440，000円
1，780，000円
19，500，000円
62，345，500円
4，580，000円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
387，516，100円
541，429，900円
181，623，100円
789，277，700円
396，551，100円
405，116，600円
1，062，332，700円
1，595，522，600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 5，359，369，800円

総入場人員 16，360名 （有料入場人員 13，365名）
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