
24061 9月6日 晴 良 （27札幌2）第6日 第1競走 ��1，500�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
1：29．1
1：29．1

良
良

56 ブレイブスマッシュ 牡2鹿 54 横山 典弘島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ
スティファーム 474－ 21：30．3 1．5�

45 メイショウアンカー 牡2黒鹿54 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 浦河 三嶋牧場 496＋ 21：31．15 5．5�
11 グランプリアクセル 牡2鹿 54 藤岡 康太�グランプリ 矢作 芳人 浦河 杵臼牧場 482－ 2 〃 クビ 8．2�
57 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 450＋ 21：31．2� 20．6�
711 ポッドガゼール 牝2青鹿54 三浦 皇成小川眞査雄氏 武市 康男 新冠 川上 悦夫 458± 01：31．3� 42．1	
33 ミュゼジュリエット 牝2黒鹿54 菱田 裕二髙橋 仁氏 高市 圭二 新冠 パカパカ

ファーム 454± 0 〃 ハナ 33．2

710 ヤマカツサファイヤ 牝2青鹿54 藤田 伸二山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 492＋ 41：32．25 39．6�
22 クラウンエイトドア 牡2鹿 54 黛 弘人矢野 恭裕氏 栗田 徹 青森 今川 満良 428－ 21：32．41� 184．5�
69 サ ノ ル ア 牝2黒鹿54 嶋田 純次ビジョンサラブレッドクラブ 中野 栄治 浦河 王蔵牧場 446± 01：32．5� 439．7
68 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 430＋ 81：32．6クビ 162．9�
812 チェリートレジャー 牡2栗 54 丸山 元気櫻井 悦朗氏 小西 一男 浦河 富塚ファーム 496＋ 6 〃 クビ 317．6�
813 ヤ マ ブ キ 牡2栗 54

51 ▲加藤 祥太中村 勝彦氏 小桧山 悟 青森 扶桑牧場 470＋ 81：33．13 416．9�
44 キタサンコトブキ 牡2青鹿54 福永 祐一�大野商事 昆 貢 新冠 村田牧場 B488＋ 41：33．41� 7．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 21，680，100円 複勝： 64，396，800円 枠連： 10，098，200円
馬連： 38，513，800円 馬単： 26，027，700円 ワイド： 24，778，300円
3連複： 54，967，600円 3連単： 95，555，700円 計： 336，018，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（4－5） 230円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 180円 �� 210円 �� 370円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 1，510円

票 数

単勝票数 計 216801 的中 � 111647（1番人気）
複勝票数 計 643968 的中 � 469204（1番人気）� 48062（2番人気）� 34710（4番人気）
枠連票数 計 100982 的中 （4－5） 33080（1番人気）
馬連票数 計 385138 的中 �� 76453（1番人気）
馬単票数 計 260277 的中 �� 36738（1番人気）
ワイド票数 計 247783 的中 �� 38364（1番人気）�� 30514（2番人気）�� 14216（4番人気）
3連複票数 計 549676 的中 ��� 67847（1番人気）
3連単票数 計 955557 的中 ��� 45602（1番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．3―12．4―12．4―12．2―12．2―12．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―17．8―29．1―41．5―53．9―1：06．1―1：18．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．8―3F36．4

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

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

勝馬の
紹 介

ブレイブスマッシュ �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．6．7 東京2着

2013．3．22生 牡2鹿 母 トーセンスマッシュ 母母 アナスミラビリス 4戦1勝 賞金 11，800，000円

24062 9月6日 晴 良 （27札幌2）第6日 第2競走 ��
��1，200�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
1：09．5
1：07．8

良
良

57 エピックマジック 牝2青鹿54 福永 祐一松浦 快之氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 472－ 41：11．0 4．9�
812 フリームーヴメント 牡2栗 54 丸田 恭介ディアレスト 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 440－ 21：11．42� 7．3�
33 スウィーティー 牝2黒鹿 54

52 △城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 シンボリ牧場 428＋ 61：11．5� 5．6�
22 サ ラ マ ン カ 牝2黒鹿54 池添 謙一 P.S．スライ氏 浜田多実雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 500－ 21：11．6� 11．0�
56 ペルルクロシュ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹ディアレスト 小笠 倫弘 新冠 赤石 久夫 448－ 41：11．7	 32．4�
710 マ ー チ ン 牝2鹿 54 菱田 裕二矢野 和雅氏 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 418± 0 〃 クビ 20．6�
69 エレガントビーナス 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹澤田 新吾氏 小桧山 悟 新冠 競優牧場 416＋ 61：11．8� 69．4	
711 ピ コ ッ ト 牝2栗 54 松田 大作ライオンレースホース
 石毛 善彦 日高 Shall Farm 418－12 〃 クビ 10．5�
813 シシャモスペシャル 牝2栗 54 藤岡 康太大野 満氏 松永 昌博 浦河 大島牧場 456＋ 61：11．9� 3．9�
11 ライトブリンガー 牡2栗 54

51 ▲加藤 祥太日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 464＋ 61：12．0� 9．6�
68 アイシーザライト 牝2栗 54 水口 優也高橋ファーム 湯窪 幸雄 平取 赤石牧場 382－ 4 〃 ハナ 197．2�
45 ラキラキガール 牝2栗 54 嶋田 純次島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 412－ 61：12．21
 85．8�
44 コウキアツガール 牝2栗 54 丹内 祐次吉田 勝利氏 岩戸 孝樹 新ひだか 見上牧場 458＋ 81：12．41
 53．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，272，700円 複勝： 18，747，200円 枠連： 8，357，000円
馬連： 28，473，500円 馬単： 16，792，300円 ワイド： 16，699，700円
3連複： 38，292，000円 3連単： 51，050，500円 計： 193，684，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 220円 � 170円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，060円

ワ イ ド �� 590円 �� 390円 �� 590円

3 連 複 ��� 2，590円 3 連 単 ��� 13，800円

票 数

単勝票数 計 152727 的中 � 25569（2番人気）
複勝票数 計 187472 的中 � 37470（1番人気）� 18211（4番人気）� 30117（3番人気）
枠連票数 計 83570 的中 （5－8） 12305（1番人気）
馬連票数 計 284735 的中 �� 18381（3番人気）
馬単票数 計 167923 的中 �� 6091（5番人気）
ワイド票数 計 166997 的中 �� 7073（5番人気）�� 11663（2番人気）�� 7060（6番人気）
3連複票数 計 382920 的中 ��� 11052（5番人気）
3連単票数 計 510505 的中 ��� 2682（19番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．8―47．0―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エピックマジック �
�
父 テレグノシス �

�
母父 Pirate’s Bounty デビュー 2015．6．27 函館2着

2013．5．24生 牝2青鹿 母 マジックペイントブラッシュ 母母 Paintbrush 4戦1勝 賞金 8，300，000円
〔発走状況〕 エレガントビーナス号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。

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６日



24063 9月6日 晴 稍重 （27札幌2）第6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

11 エクストラペトル 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 434± 01：46．5 1．3�

22 ア サ バ ス カ 牝3黒鹿54 竹之下智昭 H.H．シェイク・モハメド 池添 兼雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 476± 01：46．71� 105．1�

711 スナークソフィア 牝3芦 54
51 ▲加藤 祥太杉本 豊氏 野中 賢二 千歳 社台ファーム 448－ 21：47．12� 24．6�

68 イ ロ ジ カ ケ 牝3鹿 54 丹内 祐次内田 玄祥氏 星野 忍 新冠 前川 隆範 464＋ 61：47．2� 26．3�
812 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± 0 〃 アタマ 10．9	
56 デイトリッパー 牝3栗 54 横山 典弘�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 454＋121：47．62� 6．6

57 パ ル テ ノ ン 牝3鹿 54 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 432± 01：47．91� 14．7�
44 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 476－ 21：48．11 285．6�
710 タイセイマリーン 牝3芦 54 松田 大作田中 成奉氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 456＋ 6 〃 アタマ 32．6
45 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 B478＋ 21：48．2� 25．1�
69 パッショナート 牝3芦 54 藤岡 康太�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 460－101：48．62� 302．8�
813 テ ッ プ シ ー 牝3芦 54 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 446＋ 41：48．81� 22．4�
33 パープルオンリー 牝3黒鹿54 古川 吉洋中野 銀十氏 福島 信晴 新ひだか 竹内 良一 440－ 21：49．22� 391．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，602，800円 複勝： 87，102，500円 枠連： 11，467，100円
馬連： 33，336，700円 馬単： 30，131，000円 ワイド： 24，670，500円
3連複： 49，857，200円 3連単： 104，780，100円 計： 365，947，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 910円 � 360円 枠 連（1－2） 4，280円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 1，470円 �� 570円 �� 8，190円

3 連 複 ��� 17，000円 3 連 単 ��� 45，540円

票 数

単勝票数 計 246028 的中 � 143389（1番人気）
複勝票数 計 871025 的中 � 710481（1番人気）� 4547（10番人気）� 13402（7番人気）
枠連票数 計 114671 的中 （1－2） 2076（10番人気）
馬連票数 計 333367 的中 �� 7117（9番人気）
馬単票数 計 301310 的中 �� 4856（13番人気）
ワイド票数 計 246705 的中 �� 4258（15番人気）�� 11923（6番人気）�� 731（43番人気）
3連複票数 計 498572 的中 ��� 2199（42番人気）
3連単票数 計1047801 的中 ��� 1668（117番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．2―42．9―55．4―1：08．0―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4F51．1―3F38．5
1
3
・（1，5）9－12（7，11）（6，8）－10，2－4－3－13
1（12，5，9）（6，11，10）8－（7，2）＝4－3，13

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

勝馬の
紹 介

エクストラペトル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Bahri デビュー 2014．9．28 新潟8着

2012．6．4生 牝3黒鹿 母 ライラックレーン 母母 Lilac Garden 10戦1勝 賞金 13，250，000円
〔制裁〕 スナークソフィア号の騎手加藤祥太は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 シャトーブリアン号

24064 9月6日 晴 稍重 （27札幌2）第6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）

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 458＋141：46．7 2．9�
44 レイズユアハンズ 牡3鹿 56 福永 祐一�ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 B510± 0 〃 クビ 4．8�
812 ラブトゥーマッチ 牡3鹿 56 横山 典弘 M・

Kenichiホールディング� 奥平 雅士 新ひだか 折手牧場 492＋121：47．33� 11．6�
57 マ ゼ ン タ 牡3鹿 56 菱田 裕二増田 和啓氏 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 450＋ 61：47．51� 11．4�
69 エーデルフラウ 牝3青鹿 54

51 ▲加藤 祥太 �キャロットファーム 松田 国英 安平 ノーザンファーム 416＋12 〃 ハナ 8．5	
11 セイセイセイ 牡3鹿 56 桑村 真明薪浦 亨氏 西村 真幸 安平 吉田 三郎 442＋ 21：47．6� 182．2


（北海道）

22 ハッスルカフェ 牡3黒鹿56 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 新ひだか 千代田牧場 B476＋121：47．81� 39．8�
33 ダイニヨシゼン 牡3鹿 56

53 ▲井上 敏樹橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 高昭牧場 458－ 81：47．9クビ 33．6�
711 ノーブルカイザー 牡3鹿 56 津村 明秀吉木 伸彦氏 鈴木 伸尋 新ひだか 村上牧場 492＋ 11：48．64 14．3
710 メイショウクニツグ 牡3栗 56 古川 吉洋松本 好雄氏 松永 幹夫 浦河 三嶋牧場 466＋ 41：48．92 261．9�
45 ウインエスパシオ 牡3青鹿56 三浦 皇成�ウイン 畠山 吉宏 新冠 ハクツ牧場 510＋ 2 〃 クビ 6．2�
68 ハヤブサゲッツ 牡3黒鹿56 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478± 01：49．85 10．0�
56 マイネルアルマース 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 義博 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 21：50．43� 56．0�
（13頭）

売 得 金
単勝： 19，909，400円 複勝： 26，317，900円 枠連： 12，180，500円
馬連： 33，570，500円 馬単： 19，117，400円 ワイド： 20，812，900円
3連複： 46，832，300円 3連単： 65，173，100円 計： 243，914，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 160円 � 240円 枠 連（4－8） 280円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 280円 �� 600円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 199094 的中 � 54663（1番人気）
複勝票数 計 263179 的中 � 62647（1番人気）� 44635（2番人気）� 21597（5番人気）
枠連票数 計 121805 的中 （4－8） 32858（1番人気）
馬連票数 計 335705 的中 �� 40459（1番人気）
馬単票数 計 191174 的中 �� 12769（1番人気）
ワイド票数 計 208129 的中 �� 21559（1番人気）�� 8440（6番人気）�� 5722（10番人気）
3連複票数 計 468323 的中 ��� 15768（3番人気）
3連単票数 計 651731 的中 ��� 5863（8番人気）

ハロンタイム 7．0―10．7―11．9―12．1―13．0―12．8―12．9―13．0―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．7―29．6―41．7―54．7―1：07．5―1：20．4―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．2
1
3
・（3，8）－（5，6，11）9－（4，13）－7，10－1，12，2
8（11，13）（3，9）（5，4）7（6，1，2）－12，10

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

勝馬の
紹 介

デュアルフレイム �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．12 中山4着

2012．5．3生 牡3栗 母 ブローザキャンドル 母母 メイクアウイッシュ 11戦1勝 賞金 10，480，000円
〔制裁〕 ノーブルカイザー号の騎手津村明秀は，2コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・5番）

マゼンタ号の騎手菱田裕二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：1番・2番）
※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 スノーグース号・トウカイエンプレス号・マイフォルトゥーナ号・ラッキーランナー号
※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。



24065 9月6日 晴 良 （27札幌2）第6日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走12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

816 スターチェイサー 牡3芦 56
53 ▲井上 敏樹 �スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 468－ 62：03．8 22．1�

24 マイネルフレッチャ 牡3黒鹿56 三浦 皇成 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 436－ 42：03．9� 5．6�

23 ダブルフラワー 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 484＋ 42：04．0クビ 4．5�
48 ゴールドウィング 牝3栗 54 丸山 元気林 正道氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 444 ―2：04．1� 16．7�
714 ドラゴンケーニッヒ 牡3黒鹿56 福永 祐一窪田 芳郎氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 478－ 82：04．2� 13．8	
510 ハギノパトリオット 牡3黒鹿 56

53 ▲加藤 祥太日隈 良江氏 松田 国英 えりも エクセルマネジメント 468＋122：04．3� 6．6

612 ハイエストシルバー 牡3芦 56 菱田 裕二 �社台レースホース岡田 稲男 千歳 社台ファーム B522－ 4 〃 ハナ 59．0�
611 エ ア ル ナ 牝3栗 54 松田 大作 �ラッキーフィールド吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 406＋ 6 〃 ハナ 23．4�
35 サ ル ガ ッ ソ 牝3鹿 54 横山 典弘岡田 壮史氏 和田 正道 新ひだか 岡田スタツド 440＋ 22：04．61� 82．2
36 オーバースト 	3黒鹿56 丸田 恭介岡田 壮史氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 454＋ 22：04．81
 19．9�
59 マインリーバー 牡3青鹿56 四位 洋文岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 474＋ 22：04．9� 40．6�
713 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 516＋ 42：05．0� 11．0�
12 ディープアントス 牝3鹿 54 岩橋 勇二北畑 忍氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 B444＋ 6 〃 クビ 98．0�

（北海道）

815 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 524＋ 4 〃 ハナ 18．7�

47 ピアノコンチェルト 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �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 426－ 22：05．32 4．5�

11 ハギノカイザー 牡3栗 56 田中 博康安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 424＋ 22：06．04 197．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，149，000円 複勝： 33，361，300円 枠連： 16，449，800円
馬連： 43，420，900円 馬単： 23，316，500円 ワイド： 27，228，500円
3連複： 64，421，200円 3連単： 78，289，100円 計： 307，636，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 610円 � 190円 � 180円 枠 連（2－8） 1，310円

馬 連 �� 6，450円 馬 単 �� 15，500円

ワ イ ド �� 2，110円 �� 1，880円 �� 440円

3 連 複 ��� 8，120円 3 連 単 ��� 87，990円

票 数

単勝票数 計 211490 的中 � 7632（10番人気）
複勝票数 計 333613 的中 � 10892（11番人気）� 49739（3番人気）� 53332（2番人気）
枠連票数 計 164498 的中 （2－8） 9721（6番人気）
馬連票数 計 434209 的中 �� 5215（28番人気）
馬単票数 計 233165 的中 �� 1128（62番人気）
ワイド票数 計 272285 的中 �� 3148（29番人気）�� 3549（24番人気）�� 17615（2番人気）
3連複票数 計 644212 的中 ��� 5944（25番人気）
3連単票数 計 782891 的中 ��� 645（292番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―36．6―49．7―1：02．8―1：15．9―1：28．3―1：40．2―1：51．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スターチェイサー �
�
父 アドマイヤオーラ �

�
母父 スピードワールド デビュー 2014．7．20 函館中止

2012．3．2生 牡3芦 母 ハクサンフウロ 母母 ダイナスマイル 14戦1勝 賞金 13，950，000円
〔制裁〕 ダブルフラワー号の騎手黛弘人は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

スターチェイサー号の騎手井上敏樹は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
ゴールドウィング号の騎手丸山元気は，決勝線手前で内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：11番）

〔その他〕 オールマイアイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 オールマイアイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成27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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 アマラントカット号・ディープビヨンド号
※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。

24066 9月6日 晴 稍重 （27札幌2）第6日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走12時40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 7，500，000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

710 サンマディソン 牝4鹿 55 古川 吉洋加藤 信之氏 萱野 浩二 新ひだか 斉藤スタッド 460＋14 58．8 13．1�
812 サンレイクウッド 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹加藤 信之氏 谷 潔 むかわ 真壁 信一 514－ 8 〃 クビ 2．4�
11 � クリノショウスーシ 牝3栗 53 長岡 禎仁栗本 博晴氏 高市 圭二 浦河 谷川牧場 488－ 2 58．9クビ 8．0�
79 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 456＋ 2 59．32� 60．0�
22 キクノブレイン 牡5黒鹿57 藤岡 康太菊池 五郎氏 奥村 豊 浦河 松田 憲一 492＋ 4 59．4� 38．4�
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± 0 〃 クビ 15．4	
55 オールオブユー 牝3栗 53 福永 祐一三田 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 494＋ 8 59．5� 2．6

44 アーネストミノル 牡4鹿 57 津村 明秀吉岡 實氏 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 452± 0 59．71� 86．5�
33 ユ ウ ユ ウ 牝3栗 53 三浦 皇成中村 祐子氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 452＋ 4 59．91 31．6�
68 � アオジャシン 牡3芦 55 勝浦 正樹下河辺牧場 木村 哲也 日高 下河辺牧場 476＋ 8 〃 ハナ 20．2�
67 サトノハーデス 牡3鹿 55

53 △城戸 義政里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462－ 41：00．0� 25．1�
56 エビスフラワー 牝3鹿 53 水口 優也加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 472－ 41：00．42� 59．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，877，000円 複勝： 22，119，400円 枠連： 9，675，700円
馬連： 37，495，000円 馬単： 22，226，700円 ワイド： 21，698，000円
3連複： 48，465，200円 3連単： 77，436，500円 計： 259，993，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 330円 � 130円 � 180円 枠 連（7－8） 1，390円

馬 連 �� 1，620円 馬 単 �� 4，340円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，620円 �� 360円

3 連 複 ��� 4，050円 3 連 単 ��� 25，280円

票 数

単勝票数 計 208770 的中 � 12654（4番人気）
複勝票数 計 221194 的中 � 12553（6番人気）� 54551（1番人気）� 32415（3番人気）
枠連票数 計 96757 的中 （7－8） 5368（6番人気）
馬連票数 計 374950 的中 �� 17903（4番人気）
馬単票数 計 222267 的中 �� 3836（15番人気）
ワイド票数 計 216980 的中 �� 8647（6番人気）�� 3145（17番人気）�� 16871（2番人気）
3連複票数 計 484652 的中 ��� 8955（10番人気）
3連単票数 計 774365 的中 ��� 2220（74番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．6―35．2―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サンマディソン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2013．10．13 東京2着

2011．3．24生 牝4鹿 母 チューベローズ 母母 チ ュ ー ニ ー 14戦3勝 賞金 29，071，000円
〔発走状況〕 エビスフラワー号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
※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。
（非抽選馬） 4頭 タカミル号・タマモエスカルゴ号・プレシャスヴィガー号・ユキノマルガリータ号

追 加 記 事（第 2回札幌競馬第 5日第 2競走）
〔その他〕　　サンストックトン号は，競走中に疾病〔左寛跛行〕を発症。なお，同馬は「タ

イムオーバーによる出走制限」の適用を除外。



24067 9月6日 晴 良 （27札幌2）第6日 第7競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時10分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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
1：07．5
1：06．5

良
良

510� エクシードリミッツ 牝3栗 53 三浦 皇成吉田 和美氏 須貝 尚介 愛 Ballymooney
Foods Ltd 466－ 41：09．5 2．6�

11 	 ホ ス ト 牡4黒鹿57 丹内 祐次内田 玄祥氏 金成 貴史 新ひだか 藤沢牧場 518± 01：09．71
 4．0�
47 	 ムーンドロップ 牡4鹿 57

54 ▲井上 敏樹�Basic 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 442－10 〃 クビ 84．1�
612 カレンローザネーラ 牝3鹿 53 津村 明秀鈴木 隆司氏 安田 隆行 日高 高柳 隆男 466± 0 〃 ハナ 16．3�
24 ノミネーション 牡3黒鹿55 福永 祐一石川 達絵氏 矢作 芳人 新ひだか タイヘイ牧場 464± 0 〃 アタマ 7．9�
35 エ ク ス シ ア 牝4鹿 55

53 △城戸 義政岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 428＋ 21：09．8� 69．0	
713 ラ ン ウ ェ イ 牝3鹿 53

50 ▲加藤 祥太井高 義光氏 小崎 憲 新ひだか 井高牧場 476＋10 〃 ハナ 10．3

36 ハプスブルク 牡5鹿 57 杉原 誠人片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 454＋ 21：09．9クビ 23．7�
12 サウンドドゥイット 牡3鹿 55 松田 大作増田 雄一氏 吉田 直弘 浦河 三嶋牧場 458＋ 41：10．11
 14．4�
816 イ キ オ イ 牡3鹿 55 藤田 伸二西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 446＋ 61：10．41� 18．1
23 ジャストサウンド 牡3鹿 55 菱田 裕二増田 雄一氏 和田 正道 浦河 中村 雅明 452＋ 2 〃 クビ 75．7�
714 リッパーザウィン 牡3栗 55 桑村 真明�ラ・メール 矢作 芳人 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 482＋ 41：10．61
 9．3�
（北海道）

815 フレンチフェロー �4鹿 57 黛 弘人鈴木 芳夫氏 高橋 祥泰 新ひだか 中橋 正 B458＋ 81：10．81
 234．0�
59 キョウワメロディー 牝4栗 55 藤岡 康太�協和牧場 和田 正道 新冠 協和牧場 474＋ 41：10．9クビ 152．6�
611 マインドブロウ 牡3栗 55 横山 和生林 勝宗氏 的場 均 日高 白瀬 盛雄 B480± 01：12．17 123．8�
48 トミケンフィアブル 牡5栗 57 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 和田正一郎 浦河 高野牧場 480－ 4 （競走中止） 200．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，115，100円 複勝： 31，139，100円 枠連： 13，460，600円
馬連： 38，230，500円 馬単： 22，284，700円 ワイド： 24，022，500円
3連複： 54，868，100円 3連単： 73，006，500円 計： 279，127，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 170円 � 1，210円 枠 連（1－5） 480円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 270円 �� 3，170円 �� 5，240円

3 連 複 ��� 13，930円 3 連 単 ��� 46，380円

票 数

単勝票数 計 221151 的中 � 67312（1番人気）
複勝票数 計 311391 的中 � 79035（1番人気）� 50331（2番人気）� 4181（12番人気）
枠連票数 計 134606 的中 （1－5） 21345（1番人気）
馬連票数 計 382305 的中 �� 45169（1番人気）
馬単票数 計 222847 的中 �� 14608（1番人気）
ワイド票数 計 240225 的中 �� 28055（1番人気）�� 1745（38番人気）�� 1047（46番人気）
3連複票数 計 548681 的中 ��� 2953（48番人気）
3連単票数 計 730065 的中 ��� 1141（145番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．5―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．4―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�エクシードリミッツ �
�
父 Exceed And Excel �

�
母父 Selkirk デビュー 2014．6．15 函館13着

2012．1．27生 牝3栗 母 Welsh Diva 母母 Khubza 9戦2勝 賞金 23，164，000円
〔競走中止〕 トミケンフィアブル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※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。
（非抽選馬） 3頭 アルトゥーナ号・サビーナクレスタ号・デンコウウノ号
※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。

24068 9月6日 晴 稍重 （27札幌2）第6日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時40分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000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 タマモネイヴィー 牡4鹿 57 池添 謙一タマモ� 中竹 和也 新冠 守矢牧場 B506＋101：45．0 3．0�
56 カレンマタドール �4鹿 57 津村 明秀鈴木 隆司氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 502－ 21：45．1� 4．4�
813 スマートノエル 牝3鹿 52 福永 祐一大川 徹氏 吉田 直弘 平取 坂東牧場 474＋ 21：45．2� 3．5�
22 パッシングブリーズ 牡4鹿 57 四位 洋文三田 昌宏氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 484＋ 81：45．3� 10．0�
44 エンクエントロス 牡3鹿 54 丸山 元気スリースターズレーシング 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 490± 01：45．5� 19．8�
45 ウインオリファン 牡3栗 54 三浦 皇成�ウイン 上原 博之 日高 千葉飯田牧場 472－ 41：45．92� 6．8	
812	 セルリアンラビット 牡6鹿 57 古川 吉洋
イクタ 飯田 雄三 池田 高橋 正三 454＋ 41：46．22 20．1�
57 テイケイネクサス 牡3鹿 54 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 440－ 81：46．3� 123．8�
711 ストロングバルドル 牡4鹿 57 藤岡 康太村木 篤氏 久保田貴士 新ひだか 千代田牧場 474± 01：46．4クビ 72．2
33 パリーアーク 牡4鹿 57 菱田 裕二 
サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 482－ 41：46．93 59．8�
710 ディレットリーチェ 牝5栗 55 松田 大作飯田 正剛氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 510－ 61：47．0� 99．1�
11 サンウィノナ 牝3鹿 52 丸田 恭介加藤 信之氏 田中 章博 日高 シンボリ牧場 468＋341：47．21
 44．1�
68 	 スリーヴェスタ 牡4青鹿 57

54 ▲加藤 祥太永井商事� 加藤 敬二 新ひだか グランド牧場 522＋101：47．73 191．8�
（13頭）

売 得 金
単勝： 21，126，000円 複勝： 25，902，200円 枠連： 10，508，500円
馬連： 38，099，500円 馬単： 21，218，800円 ワイド： 21，392，400円
3連複： 50，273，400円 3連単： 77，741，900円 計： 266，262，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 130円 � 140円 � 150円 枠 連（5－6） 570円

馬 連 �� 570円 馬 単 �� 880円

ワ イ ド �� 210円 �� 310円 �� 380円

3 連 複 ��� 880円 3 連 単 ��� 3，620円

票 数

単勝票数 計 211260 的中 � 54563（1番人気）
複勝票数 計 259022 的中 � 59658（1番人気）� 47255（2番人気）� 39348（3番人気）
枠連票数 計 105085 的中 （5－6） 14136（2番人気）
馬連票数 計 380995 的中 �� 51084（1番人気）
馬単票数 計 212188 的中 �� 17904（1番人気）
ワイド票数 計 213924 的中 �� 29969（1番人気）�� 16692（2番人気）�� 13094（5番人気）
3連複票数 計 502734 的中 ��� 42750（1番人気）
3連単票数 計 777419 的中 ��� 15548（1番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―12．5―12．7―12．4―11．7―11．9―12．3―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．6―43．3―55．7―1：07．4―1：19．3―1：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモネイヴィー �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2013．11．10 東京1着

2011．4．11生 牡4鹿 母 ドリーミーアイ 母母 アイシャドー 22戦3勝 賞金 42，320，000円
※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） 1頭 ジーアイウォーカー号
（非抽選馬） 5頭 グランスエルテ号・コスモカウピリ号・ディアポジション号・ビタミンエース号・マコトカンパネッロ号



24069 9月6日 晴 良 （27札幌2）第6日 第9競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走14時15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 ビキニスタイル 牝4黒鹿55 菱田 裕二石川 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 438＋ 22：02．0 20．1�

24 ヒルノマテーラ 牝4黒鹿55 四位 洋文�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 460± 02：02．21� 2．7�
36 セルバンテス 牡4黒鹿 57

54 ▲加藤 祥太 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 446＋ 8 〃 クビ 7．2�
23 シャインアロー 	3栗 54 丸田 恭介岡田 勇氏 浅野洋一郎 新冠 大狩部牧場 448－ 42：02．41
 6．5�
11 サ グ レ ス 牝4黒鹿55 黛 弘人 �キャロットファーム 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 470± 02：02．72 17．3	
47 アドマイヤライン 牡5青鹿57 福永 祐一近藤 利一氏 松田 博資 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：02．8クビ 4．8

611 コーラルタワー 牡5黒鹿57 三浦 皇成田和 廣通氏 矢野 英一 新ひだか 鳥谷 勝彦 442＋ 62：02．9
 23．4�
59 マイネルランスタン 牡5栗 57 津村 明秀 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 池上 昌弘 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 22：03．11 63．6�
48 マイネボニータ 牝4栗 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田所 秀孝 新冠 コスモヴューファーム 412± 0 〃 クビ 26．6
510 ターフデライト 牝6青 55 宮崎 光行�須野牧場 小島 茂之 千歳 社台ファーム 506＋ 22：03．2
 184．2�

（北海道）

816 タルトオポム 牡4黒鹿57 横山 和生窪田 康志氏 尾形 和幸 安平 ノーザンファーム 454－ 62：03．3クビ 94．0�
815 グレイスミノル 牝3青鹿52 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新冠 武田牧場 466＋ 42：03．72
 23．3�
713� セプティエーム 牡3芦 54 丸山 元気吉田 和美氏 池添 学 米

Machmer Hall,
Cherokee Equine &
Pomerol Pty LTD

492＋ 82：04．02 22．2�
12 マスタープラマー 牡3栗 54

51 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 栗田 博憲 新ひだか 岡田スタツド 454± 02：04．1クビ 57．2�
35 フィーユブルー 	6鹿 57 桑村 真明青芝商事� 西村 真幸 千歳 社台ファーム B492＋ 42：05．59 83．1�

（北海道）

714 ゼットスマイル 牡3栗 54 藤岡 康太�フォーレスト 宮 徹 新ひだか フジワラフアーム 504＋ 4 （競走中止） 16．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，912，000円 複勝： 38，951，700円 枠連： 18，459，300円
馬連： 56，070，200円 馬単： 28，747，400円 ワイド： 31，539，200円
3連複： 75，807，100円 3連単： 104，957，400円 計： 380，444，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 340円 � 130円 � 210円 枠 連（2－6） 1，130円

馬 連 �� 2，610円 馬 単 �� 7，540円

ワ イ ド �� 870円 �� 2，200円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，900円 3 連 単 ��� 54，310円

票 数

単勝票数 計 259120 的中 � 10281（7番人気）
複勝票数 計 389517 的中 � 21928（5番人気）� 103858（1番人気）� 43487（3番人気）
枠連票数 計 184593 的中 （2－6） 12552（4番人気）
馬連票数 計 560702 的中 �� 16649（8番人気）
馬単票数 計 287474 的中 �� 2859（23番人気）
ワイド票数 計 315392 的中 �� 9158（7番人気）�� 3452（27番人気）�� 18479（3番人気）
3連複票数 計 758071 的中 ��� 9633（17番人気）
3連単票数 計1049574 的中 ��� 1401（155番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．8―48．4―1：00．9―1：13．3―1：25．7―1：38．0―1：49．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビキニスタイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ト ニ ー ビ ン デビュー 2013．11．23 京都4着

2011．5．12生 牝4黒鹿 母 フィバリッシュ 母母 ヘ バ 18戦2勝 賞金 22，683，000円
〔競走中止〕 ゼットスマイル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 プレシャスベガ号・ロックキャンディ号
（非抽選馬） 3頭 デルマサリーチャン号・ファイアキング号・プエルト号
※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。

24070 9月6日 晴 良 （27札幌2）第6日 第10競走 ��
��1，200�す ず ら ん 賞

発走14時50分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000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
1：09．5
1：07．8

良
良

45 オデュッセウス 牡2鹿 54 三浦 皇成ユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 470± 01：11．0 3．7�
22 � フレンチイデアル 牡2鹿 54 岩橋 勇二杉山 忠国氏 田中 正二 新ひだか 明治牧場 476± 0 〃 クビ 25．6�

（北海道） （北海道）

11 ボ ー ダ レ ス 牝2栗 54 横山 典弘 H.H．シェイク・モハメド 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 468＋ 81：11．1	 3．8�

712
 ド ナ ル チ ア 牝2栗 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 矢作 芳人 米
Hill ’N’ Dale Equine
Holdings, Inc. & Stretch
Run Ventures, LLC

406－ 41：11．2クビ 9．4�
69 � ジャーニーマン 牡2鹿 54 桑村 真明�グランド牧場 斉藤 正弘 新ひだか グランド牧場 482＋ 81：11．3� 20．0�

（北海道） （北海道）

813� コパノディール 牝2黒鹿54 阿部 龍小林 祥晃氏 角川 秀樹 むかわ 市川牧場 424± 01：11．4� 134．6	
（北海道） （北海道）

57 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 448＋ 21：11．71	 6．0�
814� マラドーナスピン 牝2栗 54 井上 俊彦�バンブー牧場 林 和弘 浦河 バンブー牧場 496－ 61：11．8	 173．1�

（北海道） （北海道）

33 ラ シ ー ム 牝2鹿 54 丸田 恭介若松 伸治氏 栗田 徹 浦河 中村 雅明 440＋ 4 〃 クビ 9．7
46 コスモフレンチ 牡2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 岩戸 孝樹 新ひだか 高橋 義浩 480＋ 2 〃 アタマ 8．0�
34 � ハピネスヒーロー 牡2栗 54 井上 幹太新井 弘幸氏 国信 満 日高 新井 弘幸 462－ 8 〃 ハナ 88．8�

（北海道） （北海道）

711 デルマオカル 牝2栗 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 古賀 史生 日高 ファニーヒルファーム 458＋ 61：12．01� 71．5�
58 レディトリス 牝2鹿 54 丸山 元気北所 直人氏 高市 圭二 むかわ 上水牧場 460－ 21：12．21 32．7�
610� ロンリーウーマン 牝2鹿 54 宮崎 光行�新生ファーム 角川 秀樹 新ひだか 千代田牧場 512－ 2 〃 クビ 108．9�

（北海道） （北海道）

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，342，200円 複勝： 34，486，700円 枠連： 18，459，400円
馬連： 64，040，200円 馬単： 33，886，300円 ワイド： 29，236，500円
3連複： 78，545，200円 3連単： 125，104，500円 計： 415，101，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 460円 � 150円 枠 連（2－4） 1，850円

馬 連 �� 5，860円 馬 単 �� 9，230円

ワ イ ド �� 1，670円 �� 340円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 7，300円 3 連 単 ��� 41，560円

票 数

単勝票数 計 313422 的中 � 69773（1番人気）
複勝票数 計 344867 的中 � 62181（2番人気）� 13493（8番人気）� 74033（1番人気）
枠連票数 計 184594 的中 （2－4） 7705（11番人気）
馬連票数 計 640402 的中 �� 8457（23番人気）
馬単票数 計 338863 的中 �� 2752（38番人気）
ワイド票数 計 292365 的中 �� 4178（22番人気）�� 24960（1番人気）�� 5141（16番人気）
3連複票数 計 785452 的中 ��� 8059（28番人気）
3連単票数 計1251045 的中 ��� 2182（142番人気）

ハロンタイム 12．2―11．2―11．8―12．2―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．4―35．2―47．4―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F35．8
3 3，5（1，7）（4，6，8）2（9，11）10（13，12）14 4 ・（3，5）7（1，4，8）（6，12）（2，11）9（13，10，14）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

オデュッセウス �
�
父 ファルブラヴ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．6．21 函館1着

2013．3．8生 牡2鹿 母 ライツェント 母母 ソ ニ ン ク 3戦2勝 賞金 23，308，000円
〔騎手変更〕 ラシーム号の騎手勝浦正樹は，第7競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
〔発走状況〕 デルマオカル号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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。



24071 9月6日 晴 良 （27札幌2）第6日 第11競走 ��
��2，600�

たんちょう

丹頂ステークス
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，26．9．6以降27．8．30まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担
重量は，ハンデキャップ

賞 品
本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

33 ヒラボクディープ 牡5黒鹿56 池添 謙一�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 B510－ 62：41．8 10．8�
610 アドマイヤフライト 牡6鹿 56 福永 祐一近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 538＋ 22：42．43� 5．7�
46 タマモベストプレイ 牡5栗 57 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 478－ 42：42．72 2．8�
712� カンタベリーナイト 牡6鹿 49 城戸 義政峰 哲馬氏 二本柳俊一 新ひだか 藤吉牧場 B496－ 42：42．8クビ 135．5�
711 プランスペスカ 牡5鹿 53 藤岡 康太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 B460± 02：42．9	 21．9�
45 ヴァーゲンザイル 
7黒鹿54 丸田 恭介 	社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 448－ 4 〃 クビ 11．4

813 ゴッドフロアー 牝5鹿 49 加藤 祥太広尾レース� 松永 幹夫 大樹 大樹ファーム 518＋ 22：43．0クビ 10．2�
57 サイモントルナーレ 牡9栗 49 井上 敏樹澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 458＋ 62：43．1	 127．0�
34 プレミアムタイム 牡6栗 51 丸山 元気 	社台レースホース国枝 栄 安平 追分ファーム B516＋ 42：43．2� 49．7
58 ネコタイショウ 牡5鹿 52 菱田 裕二桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 458＋ 6 〃 ハナ 15．2�
814 エックスマーク 牡6鹿 55 三浦 皇成金子真人ホール

ディングス� 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494＋ 82：43．3	 21．4�
22 セイクリッドバレー 牡9栗 55 長岡 禎仁吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 488－142：44．25 68．6�
69 � グランデスバル 牡7栗 51 杉原 誠人 �グランデオーナーズ 星野 忍 浦河 鵜木 唯義 B480－ 82：46．7大差 70．1�
11 スピリッツミノル 牡3栗 52 横山 典弘吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 488＋102：48．29 4．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 55，972，900円 複勝： 67，297，100円 枠連： 40，264，100円
馬連： 205，460，500円 馬単： 94，814，400円 ワイド： 77，565，600円
3連複： 290，348，600円 3連単： 451，994，100円 計： 1，283，717，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，080円 複 勝 � 240円 � 170円 � 130円 枠 連（3－6） 2，080円

馬 連 �� 2，880円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 860円 �� 500円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 17，810円

票 数

単勝票数 計 559729 的中 � 41370（5番人気）
複勝票数 計 672971 的中 � 57162（5番人気）� 96815（2番人気）� 170938（1番人気）
枠連票数 計 402641 的中 （3－6） 14939（10番人気）
馬連票数 計2054605 的中 �� 55109（10番人気）
馬単票数 計 948144 的中 �� 10608（26番人気）
ワイド票数 計 775656 的中 �� 21102（9番人気）�� 38625（4番人気）�� 73024（1番人気）
3連複票数 計2903486 的中 ��� 109431（3番人気）
3連単票数 計4519941 的中 ��� 18391（46番人気）

ハロンタイム 12．9―11．7―12．4―12．6―12．5―13．7―13．5―12．4―11．9―12．1―12．3―11．6―12．2

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�
12．9―24．6―37．0―49．6―1：02．1―1：15．8―1：29．3―1：41．7―1：53．6―2：05．7―2：18．0―2：29．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヒラボクディープ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2012．10．27 東京1着

2010．4．26生 牡5黒鹿 母 キャットアリ 母母 Careless Kitten 18戦4勝 賞金 107，944，000円
〔騎手変更〕 ヒラボクディープ号の騎手勝浦正樹は，第7競走での落馬負傷のため池添謙一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 スピリッツミノル号は，「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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ワールドレーヴ号
（非抽選馬） 4頭 サクラボールド号・スーサングレート号・マイネルジェイド号・モビール号

24072 9月6日 晴 良 （27札幌2）第6日 第12競走 ��
��1，700�

く し ろ し つ げ ん

釧 路 湿 原 特 別
発走16時05分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

68 メイショウスミトモ 牡4鹿 57 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－ 61：44．4 6．5�
813 オーシャンブルグ 牝4鹿 55 池添 謙一松岡 隆雄氏 浜田多実雄 新ひだか 増本牧場 442－ 81：44．71� 67．3�
57 ミ ツ バ 牡3鹿 54 横山 典弘�協栄 加用 正 日高 タバタファーム B446± 0 〃 クビ 4．9�
45 コパノチャーリー 牡3栗 54 松田 大作小林 祥晃氏 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 502± 01：44．8� 2．6�
56 ノースランドボーイ 牡3青 54 丸田 恭介河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 490＋ 21：44．9	 46．8�
812 モルトベーネ 牡3栗 54 藤岡 康太三宅 正義氏 松永 昌博 浦河 櫛桁牧場 452± 01：45．22 5．2	
33 ハイパーチャージ 
5鹿 57 三浦 皇成池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 500－ 21：45．4� 24．5

11 ベルフィオーレ 牝4黒鹿55 福永 祐一 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 434＋ 21：45．5	 10．4�
44 ディーエスコマンド 牡5鹿 57 黛 弘人秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 浦河 谷口牧場 494± 0 〃 クビ 39．7�
69 メイショウナゴミ 牝3青鹿52 津村 明秀松本 好氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 438＋ 21：45．81� 14．6�
711 トランザムスター 
5鹿 57 菱田 裕二 �キャロットファーム 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B564＋12 〃 クビ 30．6�
22 トーセンアーネスト 牡3鹿 54 嶋田 純次島川 哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 488－221：46．11� 40．0�
710 ノースヒーロー 牡3栗 54 丸山 元気 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 漆原 武男 468± 01：46．52	 113．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 53，100，800円 複勝： 62，454，600円 枠連： 26，455，900円
馬連： 117，845，100円 馬単： 54，237，400円 ワイド： 57，912，700円
3連複： 156，398，300円 3連単： 239，950，400円 計： 768，355，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 650円 複 勝 � 200円 � 1，400円 � 210円 枠 連（6－8） 940円

馬 連 �� 20，310円 馬 単 �� 34，240円

ワ イ ド �� 6，180円 �� 640円 �� 5，570円

3 連 複 ��� 33，110円 3 連 単 ��� 229，800円

票 数

単勝票数 計 531008 的中 � 64643（4番人気）
複勝票数 計 624546 的中 � 93884（3番人気）� 8771（12番人気）� 84927（4番人気）
枠連票数 計 264559 的中 （6－8） 21809（4番人気）
馬連票数 計1178451 的中 �� 4495（50番人気）
馬単票数 計 542374 的中 �� 1188（86番人気）
ワイド票数 計 579127 的中 �� 2324（52番人気）�� 24800（6番人気）�� 2583（48番人気）
3連複票数 計1563983 的中 ��� 3542（92番人気）
3連単票数 計2399504 的中 ��� 757（569番人気）

ハロンタイム 6．9―10．8―12．2―12．8―11．9―12．3―12．4―12．5―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．7―29．9―42．7―54．6―1：06．9―1：19．3―1：31．8

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

メイショウスミトモ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2013．8．3 函館1着

2011．4．22生 牡4鹿 母 ム ゲ ン 母母 サンヨウアロー 23戦4勝 賞金 73，481，000円
〔騎手変更〕 ノースランドボーイ号の騎手勝浦正樹は，第7競走での落馬負傷のため丸田恭介に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ニホンピロバロン号
（非抽選馬） 7頭 アグネスダリム号・キクタロウ号・サージェントバッジ号・セトノプロミス号・ダブルファンタジー号・

マヤノカデンツァ号・ワースムーン号

３レース目



（27札幌2）第6日 9月6日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 166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

205，150，000円
2，080，000円
6，960，000円
1，330，000円
18，730，000円
62，165，500円
4，316，000円
1，593，600円

勝馬投票券売得金
333，060，000円
512，276，500円
195，836，100円
734，556，400円
392，800，600円
377，556，800円
1，009，076，200円
1，545，039，800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 5，100，202，400円

総入場人員 37，105名 （有料入場人員 ）



平成27年度 第2回札幌競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 957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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

1，315，020，000円
12，520，000円
50，980，000円
11，871，000円
122，390，000円
68，260，000円
358，187，000円
52，191，000円
9，187，200円

勝馬投票券売得金
2，394，742，800円
3，284，421，100円
1，239，276，900円
5，292，331，200円
2，780，948，200円
2，590，293，300円
7，210，817，300円
11，791，831，200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 36，584，662，000円

総入場延人員 126，517名 （有料入場延人員 79，252名）
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