
24061 9月2日 晴 良 （30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

46 ライデンシャフト 牝2黒鹿 54
52 △横山 武史 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌和 新ひだか 矢野牧場 464± 01：31．0 2．8�
34 ニシノバモス 牡2栗 54 丸山 元気西山 茂行氏 浅見 秀一 新冠 村上 欽哉 440＋ 41：32．49 11．5�
813 マードレヴォイス 牡2栗 54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 田村 康仁 千歳 社台ファーム 458－ 41：32．61� 3．1�
58 エ ピ ロ ー グ 牝2鹿 54 藤岡 佑介藤田 好紀氏 小崎 憲 新ひだか 前田ファーム 462－101：32．81� 5．5�
711 マッシブアプローズ 牡2鹿 54 菱田 裕二小林竜太郎氏 作田 誠二 新冠 協和牧場 498＋ 81：32．9クビ 49．9�
610 トワイライトビギン 牝2鹿 54 勝浦 正樹田島榮二郎氏 小野 次郎 新ひだか 元茂牧場 454－ 6 〃 クビ 136．1	
69 マイネルハイボーン 牡2鹿 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 440＋ 41：33．21� 168．0

22 タカノアンジェラス 牡2青鹿54 四位 洋文山口多賀司氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 440＋ 61：33．3� 17．6�
57 フライトゥヘヴン 牝2栗 54

52 △菊沢 一樹大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 日の出牧場 414＋ 8 〃 ハナ 118．7�
712 ピサノメタルシティ 牡2鹿 54 藤岡 康太市川義美ホール

ディングス� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：33．4� 33．2
11 イリュージョニスト 牡2黒鹿54 黛 弘人 �コスモヴューファーム 中舘 英二 日高 坂 牧場 474－ 41：33．71� 140．5�
45 ストロングジェット 牡2鹿 54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 伊藤 伸一 むかわ 真壁 信一 406－ 2 〃 ハナ 30．9�
33 プレイングラン 牡2栗 54

53 ☆木幡 初也スリースターズレーシング 小西 一男 新ひだか 平野牧場 470＋161：33．8� 41．0�
814 ドゥーエノルドゥ 牝2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 466－ 2 〃 クビ 14．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，820，200円 複勝： 30，466，300円 枠連： 9，641，600円
馬連： 38，099，600円 馬単： 20，436，900円 ワイド： 28，556，300円
3連複： 58，110，800円 3連単： 67，271，500円 計： 274，403，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 210円 � 120円 枠 連（3－4） 1，160円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 2，610円

ワ イ ド �� 600円 �� 220円 �� 540円

3 連 複 ��� 1，730円 3 連 単 ��� 8，680円

票 数

単勝票数 計 218202 的中 � 63438（1番人気）
複勝票数 計 304663 的中 � 78091（2番人気）� 23856（4番人気）� 78857（1番人気）
枠連票数 計 96416 的中 （3－4） 6400（5番人気）
馬連票数 計 380996 的中 �� 17372（6番人気）
馬単票数 計 204369 的中 �� 5853（9番人気）
ワイド票数 計 285563 的中 �� 10921（6番人気）�� 38986（1番人気）�� 12372（5番人気）
3連複票数 計 581108 的中 ��� 25060（3番人気）
3連単票数 計 672715 的中 ��� 5617（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．8―31．1―43．6―55．8―1：07．5―1：19．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ライデンシャフト �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2018．7．28 札幌6着

2016．4．10生 牝2黒鹿 母 プレザントブリーズ 母母 スターズインハーアイズ 2戦1勝 賞金 5，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ペイシャラメント号

24062 9月2日 晴 良 （30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

815 ファンシャン 牝2栃栗54 柴山 雄一�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 424－ 21：11．5 8．9�

611 マジックハンター 牡2黒鹿54 丸山 元気村山 忠弘氏 根本 康広 日高 鹿戸 正幸 434＋161：11．71� 50．7�
23 ドゥシャンパーニュ 牝2青鹿54 C．ルメール 大塚 亮一氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 422＋ 8 〃 ハナ 1．8�
47 メジャーハリケーン 牡2青鹿54 藤岡 康太林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 480＋ 61：11．91 2．5�
814 ヴ ェ ル 牝2鹿 54 松田 大作�桑田牧場 中尾 秀正 浦河 桑田牧場 412－ 61：12．32� 14．0�
610 シェルトファータ 牝2栗 54 菱田 裕二水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 森永 聡 434＋ 81：12．61� 156．0	
22 ヒョットシテ 牝2鹿 54 丹内 祐次 
グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 絵笛牧場 438＋ 6 〃 クビ 289．5�
11 オーロセレステ 牝2鹿 54

53 ☆井上 敏樹柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 414± 01：13．13 56．9�
713 ナツノトビラ 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也堀口 晴男氏 杉浦 宏昭 日高 日西牧場 426＋ 41：13．31� 383．4
34 ユウナブランシェ 牝2鹿 54 竹之下智昭野田 善己氏 千田 輝彦 新冠 武田 修一 420＋101：14．04 532．2�
46 ヨドノミラクル 牡2栗 54 四位 洋文海原 聖一氏 鹿戸 雄一 浦河 林農場 470± 01：14．1	 68．3�
59 キモンボーイ 牡2鹿 54 川島 信二小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 480± 01：14．2	 119．0�
35 ビップデーア 牝2栗 54 城戸 義政鈴木 邦英氏 松下 武士 新ひだか 千代田牧場 420－ 4 〃 クビ 291．4�
58 ユウユウリアン 牡2鹿 54

52 △菊沢 一樹谷口 祐人氏 小桧山 悟 新冠 オリエント牧場 420＋ 21：14．3クビ 473．3�
712 ロ マ ン 牝2鹿 54

53 ☆加藤 祥太中村 智幸氏 和田 勇介 新ひだか 稲葉牧場 412－ 21：14．83 357．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 25，173，700円 複勝： 66，089，200円 枠連： 8，752，300円
馬連： 32，499，900円 馬単： 23，733，200円 ワイド： 23，713，400円
3連複： 48，813，300円 3連単： 93，391，200円 計： 322，166，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 210円 � 500円 � 110円 枠 連（6－8） 4，400円

馬 連 �� 15，360円 馬 単 �� 32，540円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 280円 �� 940円

3 連 複 ��� 5，680円 3 連 単 ��� 80，030円

票 数

単勝票数 計 251737 的中 � 23811（3番人気）
複勝票数 計 660892 的中 � 34175（3番人気）� 10972（6番人気）� 440704（1番人気）
枠連票数 計 87523 的中 （6－8） 1540（9番人気）
馬連票数 計 324999 的中 �� 1639（21番人気）
馬単票数 計 237332 的中 �� 547（39番人気）
ワイド票数 計 237134 的中 �� 2178（16番人気）�� 25460（2番人気）�� 6065（9番人気）
3連複票数 計 488133 的中 ��� 6440（13番人気）
3連単票数 計 933912 的中 ��� 846（134番人気）

ハロンタイム 12．6―11．0―11．7―12．2―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．6―35．3―47．5―59．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンシャン �
�
父 トーセンラー �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2018．8．4 札幌3着

2016．2．15生 牝2栃栗 母 ボ ム シ ェ ル 母母 マチカネナナエヤエ 3戦1勝 賞金 8，800，000円
〔制裁〕 ヴェル号の騎手松田大作は，発走後まもなく内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：13番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ロマン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月2日まで平地競走に出

走できない。

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2日 晴 良 （30札幌2）第6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 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
57．5
56．9

良
重

68 ダノンチェリー 牝3鹿 54 藤岡 佑介�ダノックス 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 4 59．8 11．0�
44 ハードカウント 牡3栗 56 小崎 綾也�ノースヒルズ 小崎 憲 新冠 株式会社

ノースヒルズ 462＋ 21：00．01 4．0�
22 デンコウエルドラド 牡3栗 56 古川 吉洋田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 486－ 2 〃 ハナ 42．6�
56 シップフォクイーン 牝3鹿 54

52 △横山 武史 �グリーンファーム牧浦 充徳 新ひだか 土田 扶美子 474± 0 〃 クビ 2．9�
11 ラヴコネクション 牝3黒鹿54 藤岡 康太�坂東牧場 野中 賢二 平取 坂東牧場 B466＋ 6 〃 アタマ 17．1	
33 チムニースイーパー 牡3芦 56 国分 恭介吉田 千津氏 森田 直行 千歳 社台ファーム 408＋ 21：00．42� 19．1

710 マイラティーシャ 牝3鹿 54 丸山 元気 Him Rock Racing

ホールディングス� 加用 正 日高 タバタファーム 436＋ 21：00．5クビ 4．9�
79 ベストミライ 牝3芦 54 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 青森 諏訪牧場 496＋ 4 〃 ハナ 50．7�
812 サンデンクレール 牝3黒鹿 54

53 ☆加藤 祥太山田 春枝氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 B462－ 4 〃 ハナ 16．8
55 セイルフィッシュ 牝3鹿 54 城戸 義政�下河辺牧場 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 458＋ 61：00．82 36．6�
67 リンクスナナ 牝3栗 54 松岡 正海目谷 一幸氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 450－ 81：01．01� 8．7�
811	 アメリカンドミンゴ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也吉澤 克己氏 今野 貞一 米 Queen Of The
Night Syndicate 404－ 6 〃 アタマ 54．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，876，400円 複勝： 30，992，100円 枠連： 9，099，200円
馬連： 37，540，200円 馬単： 19，939，900円 ワイド： 28，495，800円
3連複： 51，448，400円 3連単： 69，229，000円 計： 270，621，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 330円 � 180円 � 890円 枠 連（4－6） 1，360円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 1，050円 �� 3，710円 �� 2，970円

3 連 複 ��� 23，380円 3 連 単 ��� 127，060円

票 数

単勝票数 計 238764 的中 � 17225（5番人気）
複勝票数 計 309921 的中 � 23002（6番人気）� 58206（2番人気）� 7212（10番人気）
枠連票数 計 90992 的中 （4－6） 5185（6番人気）
馬連票数 計 375402 的中 �� 13650（6番人気）
馬単票数 計 199399 的中 �� 2923（22番人気）
ワイド票数 計 284958 的中 �� 7220（12番人気）�� 1941（37番人気）�� 2440（30番人気）
3連複票数 計 514484 的中 ��� 1650（70番人気）
3連単票数 計 692290 的中 ��� 395（376番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．5―12．2―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．2―34．7―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ダノンチェリー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Sunriver デビュー 2017．9．17 阪神7着

2015．2．5生 牝3鹿 母 ウィーミスフランキー 母母 Starinthemeadow 8戦1勝 賞金 6，250，000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 アドマイヤテンプウ号・ディオブルネッタ号

24064 9月2日 晴 良 （30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 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
1：40．9
1：40．9

重
重

46 サトノゲイル 牡3青鹿56 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 日高 下河辺牧場 470＋ 21：47．2 3．6�
34 メープルリキュール 牝3栗 54 横山 典弘 �社台レースホース栗田 博憲 千歳 社台ファーム 424± 01：47．41� 9．5�
33 ダイヤモンドベガ 牝3栗 54 吉田 隼人佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 430＋ 21：47．61� 33．6�
814 ニ コ ー ル 牝3鹿 54 藤岡 康太寺田 寿男氏 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：47．7� 19．2�
57 ナイトジュレップ 牡3栗 56 服部 茂史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 480＋ 6 〃 ハナ 153．3	
（北海道）

610 ミツオサウスポー 牡3栗 56
55 ☆加藤 祥太菊地 祐司氏 大江原 哲 むかわ 上水牧場 B510± 01：47．8� 10．1


69 ソ ン タ ク 牡3鹿 56 古川 吉洋田頭 勇貴氏 的場 均 えりも 熊沢牧場 436－ 21：48．0� 143．0�
22 ホッコーエレノア 牝3芦 54 小崎 綾也北幸商事� 戸田 博文 日高 川端 正博 516＋ 2 〃 クビ 24．0�
712 コーラルフィーユ 牝3栗 54 阿部 龍 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 堀井 雅広 新ひだか 三石川上牧場 424＋121：48．1クビ 419．0
（北海道）

711 タガノヤマト 牡3栗 56 国分 恭介八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 508＋ 21：48．41� 12．2�

45 デ ィ エ ル ベ 牝3黒鹿54 四位 洋文 �社台レースホース高橋 亮 千歳 社台ファーム 444＋ 61：48．72 13．0�
58 ジュンモユル 牡3鹿 56 黛 弘人河合 純二氏 尾関 知人 新冠 マリオステー

ブル B496＋ 61：48．8クビ 90．2�
813 レッドフィオナ 牝3芦 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 452－ 21：49．12 2．1�
11 ハギノアテナ 牝3黒鹿54 菱田 裕二安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 440＋ 61：49．31� 210．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，601，000円 複勝： 34，846，500円 枠連： 10，179，000円
馬連： 37，809，000円 馬単： 21，717，800円 ワイド： 30，548，800円
3連複： 54，351，600円 3連単： 74，324，000円 計： 292，377，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 240円 � 700円 枠 連（3－4） 1，000円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 690円 �� 2，110円 �� 2，910円

3 連 複 ��� 12，650円 3 連 単 ��� 48，980円

票 数

単勝票数 計 286010 的中 � 63483（2番人気）
複勝票数 計 348465 的中 � 67793（2番人気）� 37666（4番人気）� 9970（9番人気）
枠連票数 計 101790 的中 （3－4） 7886（4番人気）
馬連票数 計 378090 的中 �� 16766（6番人気）
馬単票数 計 217178 的中 �� 5840（8番人気）
ワイド票数 計 305488 的中 �� 12052（7番人気）�� 3633（23番人気）�� 2618（27番人気）
3連複票数 計 543516 的中 ��� 3220（42番人気）
3連単票数 計 743240 的中 ��� 1100（157番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．1―42．6―55．2―1：08．1―1：21．1―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F39．1
1
3
14，7（4，8）（2，13）（1，3，10）（6，11）12－9，5
14，7（4，8）（2，13）（1，10，5）（6，3）11（12，9）

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

勝馬の
紹 介

サトノゲイル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2018．2．11 京都6着

2015．5．4生 牡3青鹿 母 フ ィ リ ス 母母 フィラストリート 7戦1勝 賞金 7，750，000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 サンベンド号・メイショウアドリア号・レッツゴーキティ号
※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2日 晴 良 （30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 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
1：58．6
1：56．1

良
良

47 ターフェルムジーク 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 420－ 22：03．7 25．8�
11 コロンバスデイ 牝3鹿 54 丸山 元気 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 452－ 22：03．91� 9．1�
23 ミ ス ル ー ア 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �三石川上牧場 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 424－ 42：04．0� 15．8�
35 クイーンズトゥルー 牝3黒鹿54 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 426－ 4 〃 アタマ 8．0�
48 ロイヤルディクリー 牡3鹿 56 秋山真一郎ゴドルフィン 藤岡 健一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 528－ 4 〃 ハナ 10．5	
816 ドクターデューン 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 464－ 22：04．31� 41．8

12 ウインレーヴドール 牡3黒鹿56 C．ルメール�ウイン 奥村 武 新冠 コスモヴューファーム 456－ 8 〃 クビ 2．3�
611 マイネルテンプス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田中 清隆 新冠 ビッグレッドファーム 468＋ 22：04．93� 42．1�
59 エイカイオリンピア 牡3鹿 56 吉田 隼人二木 英德氏 高柳 瑞樹 洞	湖 レイクヴィラファーム B518－ 4 〃 クビ 62．7
510 ショウナンハイル 牝3栗 54 松岡 正海国本 哲秀氏 田中 剛 日高 中原牧場 432＋ 82：05．11
 175．6�
36 アンシェンヌヴィル 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹飯田 良枝氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 464＋ 22：05．31
 157．3�
714 ブライトロージー 牝3栗 54 柴山 雄一吉田 千津氏 林 徹 千歳 社台ファーム 476－ 42：05．5� 12．4�
24 キングジョーカ 牡3鹿 56 小崎 綾也�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 468± 02：05．71
 87．4�
713 トーセンヴァロン 牡3青鹿56 藤岡 康太島川 �哉氏 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 452＋ 82：06．23 6．1�
612 ソ ー グ レ ア 牡3黒鹿56 横山 典弘�G1レーシング 須貝 尚介 安平 追分ファーム 472＋ 22：06．3� 16．8�
815 ラブリースマッシュ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 荒谷 輝和 450＋ 62：09．8大差 232．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 30，566，300円 複勝： 41，455，800円 枠連： 17，624，900円
馬連： 50，017，700円 馬単： 26，780，000円 ワイド： 40，730，400円
3連複： 76，057，000円 3連単： 91，432，300円 計： 374，664，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，580円 複 勝 � 590円 � 360円 � 470円 枠 連（1－4） 780円

馬 連 �� 9，760円 馬 単 �� 23，130円

ワ イ ド �� 2，760円 �� 3，920円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 36，610円 3 連 単 ��� 237，590円

票 数

単勝票数 計 305663 的中 � 9448（9番人気）
複勝票数 計 414558 的中 � 17769（9番人気）� 32267（6番人気）� 23025（7番人気）
枠連票数 計 176249 的中 （1－4） 17321（3番人気）
馬連票数 計 500177 的中 �� 3971（35番人気）
馬単票数 計 267800 的中 �� 868（74番人気）
ワイド票数 計 407304 的中 �� 3794（35番人気）�� 2645（42番人気）�� 6664（19番人気）
3連複票数 計 760570 的中 ��� 1558（102番人気）
3連単票数 計 914323 的中 ��� 279（635番人気）

ハロンタイム 12．8―11．4―12．0―12．5―12．6―12．7―12．5―12．5―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．2―36．2―48．7―1：01．3―1：14．0―1：26．5―1：39．0―1：51．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．2
1
3

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

勝馬の
紹 介

ターフェルムジーク �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2017．10．9 京都3着

2015．5．15生 牝3鹿 母 アルメーリヒ 母母 プ ア プ ー 8戦1勝 賞金 8，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ラブリースマッシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年11月2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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤテン号・インペリオーソ号・エンチャントメント号・タイガーアイ号

24066 9月2日 晴 良 （30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 トラベリング 牡3栗 55 C．ルメール �グリーンファーム高橋 亮 千歳 社台ファーム 488－ 2 58．7 1．7�
22 ウイナーズロード 牝4青鹿 55

53 △横山 武史�宮内牧場 寺島 良 浦河 宮内牧場 418± 0 58．91� 5．0�
79 ヴ ォ ー ガ 牡4栗 57 阿部 龍一村 哲也氏 森 秀行 新ひだか グランド牧場 446＋10 59．22 12．7�

（北海道）

56 � プリンセスヨウク 牝4鹿 55 長岡 禎仁ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B448＋ 4 59．3� 98．1�
33 サノノショウグン 	4栗 57

56 ☆木幡 初也佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 462＋ 2 〃 アタマ 9．1	
811 マ カ レ ア 牝5黒鹿55 小崎 綾也 �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B414＋10 59．72� 143．9

55 サ マ ニ ー 	5青鹿57 勝浦 正樹井上 一郎氏 武藤 善則 様似 中脇 一幸 B476＋ 4 59．91� 78．7�
11 カズマペッピーノ 牡4黒鹿57 岩田 康誠合同会社雅苑興業 西浦 勝一 新冠 つつみ牧場 494＋ 4 〃 クビ 5．6�
68 ホウロクダマ 牡4鹿 57

56 ☆加藤 祥太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 562＋ 41：00．0クビ 91．2

67 フリームーヴメント 牡5栗 57 菱田 裕二ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 三嶋牧場 454± 01：00．1� 148．0�
812 レ ノ カ ズ マ 牡3鹿 55 藤岡 康太合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 バンブー牧場 458－ 21：00．31� 31．8�
44 メイショウトラマツ 牡3栗 55

53 △菊沢 一樹松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 太陽牧場 500－ 2 〃 クビ 28．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，914，900円 複勝： 48，043，400円 枠連： 8，960，000円
馬連： 34，723，600円 馬単： 25，031，100円 ワイド： 27，402，600円
3連複： 50，370，700円 3連単： 90，552，900円 計： 313，999，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 140円 � 180円 枠 連（2－7） 280円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 190円 �� 360円 �� 770円

3 連 複 ��� 1，130円 3 連 単 ��� 3，170円

票 数

単勝票数 計 289149 的中 � 132945（1番人気）
複勝票数 計 480434 的中 � 268949（1番人気）� 54491（2番人気）� 32805（5番人気）
枠連票数 計 89600 的中 （2－7） 24304（1番人気）
馬連票数 計 347236 的中 �� 68482（1番人気）
馬単票数 計 250311 的中 �� 34020（1番人気）
ワイド票数 計 274026 的中 �� 46050（1番人気）�� 18277（4番人気）�� 7533（10番人気）
3連複票数 計 503707 的中 ��� 33196（5番人気）
3連単票数 計 905529 的中 ��� 20708（4番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．3―11．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．4―46．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トラベリング �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Sea of Secrets デビュー 2018．2．24 阪神1着

2015．4．17生 牡3栗 母 シークレットジプシー 母母 Miss Utada 6戦2勝 賞金 19，500，000円
〔制裁〕 マカレア号の騎手小崎綾也は，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10，000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） 3頭 オモイサイフ号・トラストエンジェル号・ペイシャゲラン号
※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。



24067 9月2日 晴 良 （30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

815� デルタバローズ 牡3鹿 55 C．ルメール 猪熊 広次氏 堀 宣行 米 John C.
Oxley 494＋ 21：10．4 1．5�

59 	 ブラウンローズ 牝4黒鹿55 勝浦 正樹大塚 亮一氏 高橋 裕 新ひだか 平野牧場 B482＋ 8 〃 クビ 8．0�
24 シンデレラメイク 牝3栗 53 菱田 裕二田島 政光氏 
島 一歩 日高 モリナガファーム 478＋ 81：10．61� 24．5�
47 ベルダニューブ 牝3栗 53 藤岡 康太幅田 昌伸氏 藤岡 健一 日高 下河辺牧場 450± 01：10．7� 14．0�
23 	 ソフトポジション 牡3鹿 55 川島 信二北駿競走馬組合 山内 研二 青森 マルシチ牧場 452＋ 21：10．8 67．8�
35 ディアボレット 牝3栗 53 松岡 正海�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 458＋ 8 〃 アタマ 30．7	
816 タイキラトナンジュ 牡6鹿 57 黛 弘人
大樹ファーム 萱野 浩二 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 454－ 21：10．9� 55．5�
48 ニシノアスカ 牝3青鹿 53

52 ☆木幡 初也西山 茂行氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 398－ 4 〃 アタマ 206．4�
510 スワーヴポルトス 牡3鹿 55 藤岡 佑介�NICKS 庄野 靖志 新冠 ハシモトフアーム 448＋121：11．0 105．3
611 ロードラズライト �3青鹿55 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 440± 0 〃 アタマ 12．6�
36 � デルマキセキ 牝3鹿 53 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 米 Freddie

Bloodstock B450＋ 8 〃 ハナ 13．5�
713 ルーズベルトゲーム 牝4黒鹿55 小崎 綾也 
社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 438＋ 81：11．1クビ 15．9�
612 タックボーイ 牡4鹿 57 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 458＋ 2 〃 クビ 84．5�
714	 スフィーダグリーン 牡4鹿 57 古川 吉洋寳寄山拓樹氏 的場 均 新冠 新冠橋本牧場 550＋131：11．31 201．1�
12 スズカマンサク 牝3鹿 53

51 △横山 武史永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 416＋ 6 〃 ハナ 84．9�
11 ティーカラット 牡3黒鹿55 国分 恭介深見 富朗氏 池添 兼雄 日高 戸川牧場 496± 01：11．4� 16．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，419，000円 複勝： 51，150，600円 枠連： 11，281，200円
馬連： 46，330，500円 馬単： 26，774，900円 ワイド： 37，874，100円
3連複： 64，826，500円 3連単： 96，433，600円 計： 365，090，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 200円 � 340円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 870円

ワ イ ド �� 350円 �� 590円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 3，620円 3 連 単 ��� 9，040円

票 数

単勝票数 計 304190 的中 � 153120（1番人気）
複勝票数 計 511506 的中 � 261303（1番人気）� 41788（2番人気）� 19385（8番人気）
枠連票数 計 112812 的中 （5－8） 13208（2番人気）
馬連票数 計 463305 的中 �� 49872（1番人気）
馬単票数 計 267749 的中 �� 22899（1番人気）
ワイド票数 計 378741 的中 �� 30953（1番人気）�� 16288（7番人気）�� 4531（23番人気）
3連複票数 計 648265 的中 ��� 13404（10番人気）
3連単票数 計 964336 的中 ��� 7732（22番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―46．6―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 3，9（4，11）（5，15）（2，7，16）（1，12）（13，14）8，10－6 4 ・（3，9）4（5，11，15）16（2，7）（1，12，14）13（8，10）－6

勝馬の
紹 介

�デルタバローズ �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Hard Spun デビュー 2017．10．21 東京1着

2015．2．4生 牡3鹿 母 Sweet Seventeen 母母 Play Ballado 7戦2勝 賞金 32，976，000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 イネディット号
（非抽選馬） 4頭 エントシャイデン号・コウセイマユヒメ号・ポルボローネ号・リュウドカズマ号

24068 9月2日 晴 良 （30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
1：40．9
1：40．9

重
重

69 ファームフェイス 牝4鹿 55 岩田 康誠�G1レーシング 笹田 和秀 安平 追分ファーム 464－ 21：45．7 3．4�
57 ライジングドラゴン 牡3芦 54 小崎 綾也鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 436－ 61：45．91� 32．6�
34 テイエムソレイユ 牝3鹿 52 勝浦 正樹竹園 正繼氏 安田 翔伍 新冠 ムラカミファーム B486± 01：46．0� 8．2�
33 ア ヴ ァ ン ト 牡4栗 57 藤岡 康太佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：46．21� 3．1�
610� サンシャーロット 牝4栗 55

53 △横山 武史 �加藤ステーブル 谷 潔 厚真 大川牧場 432－ 81：46．41� 89．5�
58 アルゴセイコウ 牡3黒鹿54 四位 洋文エンジェルレーシング� 角田 晃一 新冠 川島牧場 B468＋ 41：46．5� 26．4	
813 ク ロ ー ク ス 牡5栗 57

55 △菊沢 一樹 
キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム B466－ 21：46．6	 41．1�
22 ヴィーヴァバッカス 牡3栗 54 柴山 雄一芹澤 精一氏 作田 誠二 様似 清水スタッド B460－ 41：46．7クビ 28．6�
712 ディナミーデン 牡3芦 54 横山 典弘ライオンレースホース� 田島 俊明 浦河 浦河日成牧場 464＋ 21：46．8� 14．5
45 ランドジュピター 牡4鹿 57 城戸 義政木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 高澤 俊雄 456－ 2 〃 ハナ 32．8�
11 キミワテンマ 牡3鹿 54 吉田 隼人浦邊 輝實氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 490－ 21：46．9� 15．5�
46 ライトブリンガー 牡5栗 57 藤岡 佑介
日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B464－ 21：47．21� 65．0�
814 キングオブアームズ 牡5鹿 57 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468－ 41：47．3� 5．2�
711 ピンキージョーンズ 牝4栗 55 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 458＋181：48．68 52．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，143，100円 複勝： 40，737，700円 枠連： 13，028，600円
馬連： 46，479，200円 馬単： 22，698，400円 ワイド： 35，165，900円
3連複： 66，309，000円 3連単： 78，139，600円 計： 332，701，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 190円 � 840円 � 230円 枠 連（5－6） 3，220円

馬 連 �� 5，950円 馬 単 �� 8，790円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 660円 �� 3，070円

3 連 複 ��� 12，410円 3 連 単 ��� 69，250円

票 数

単勝票数 計 301431 的中 � 69036（2番人気）
複勝票数 計 407377 的中 � 63999（2番人気）� 9945（10番人気）� 48854（4番人気）
枠連票数 計 130286 的中 （5－6） 3130（12番人気）
馬連票数 計 464792 的中 �� 6054（20番人気）
馬単票数 計 226984 的中 �� 1935（28番人気）
ワイド票数 計 351659 的中 �� 4276（22番人気）�� 14603（5番人気）�� 2841（39番人気）
3連複票数 計 663090 的中 ��� 4007（42番人気）
3連単票数 計 781396 的中 ��� 818（225番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―12．2―12．5―12．4―12．3―12．3―12．7―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．4―42．9―55．3―1：07．6―1：19．9―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ファームフェイス �
�
父 タートルボウル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2016．7．31 新潟3着

2014．3．3生 牝4鹿 母 リープオブフェイス 母母 ラバヤデール 13戦3勝 賞金 34，850，000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。
（非当選馬） 1頭 グローバルビジネス号
（非抽選馬） 1頭 ナポリタン号



24069 9月2日 晴 良 （30札幌2）第6日 第9競走 ��1，800�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
1：45．7
1：43．9

良
良

814 バケットリスト 牝3鹿 52 菱田 裕二宮城 寛也氏 高橋 文雅 浦河 宮内牧場 468＋101：49．9 67．6�
813 ジ ャ コ マ ル 牡4鹿 57

55 △横山 武史晴間 初栄氏 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 452± 0 〃 クビ 3．5�
58 レッドオールデン 牡3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 486± 01：50．11� 2．2�
45 ダンシングチコ 牝3鹿 52 横山 典弘石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 466－ 61：50．2クビ 9．7�
11 アイネバーフェイル 牝3黒鹿52 小崎 綾也飯田 正剛氏 中内田充正 新ひだか 千代田牧場 456＋ 81：50．3� 39．0�
712 シルヴァーメテオ 牡4芦 57 柴山 雄一ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 宮内牧場 476± 01：50．51� 84．4	
46 モ レ ッ キ 牡4黒鹿57 岩田 康誠 
サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 ハナ 8．6�
34 リリックドラマ 牝4鹿 55 国分 恭介ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 21：50．6クビ 6．3�
33 パラノーマル 牝5栗 55 丹内 祐次 �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 458＋141：50．91� 97．6
22 ショウナンサザナミ 牝4鹿 55 古川 吉洋国本 哲秀氏 国枝 栄 日高 天羽牧場 B420＋ 41：51．11� 208．6�
610 ケ ル ベ ロ ス 牡5黒鹿 57

55 △菊沢 一樹菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 440＋ 41：52．37 21．7�
69 アドマイヤアルパマ 牝4鹿 55 藤岡 康太近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 426± 01：52．61� 26．2�
57 � ピジョンレッド 牝4鹿 55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 小島牧場 416－ 61：53．98 325．7�

（13頭）
711 タンタグローリア 牝4鹿 55 藤岡 佑介�G1レーシング 藤原 英昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 35，754，100円 複勝： 49，927，100円 枠連： 15，074，900円
馬連： 61，026，000円 馬単： 33，048，400円 ワイド： 44，227，400円
3連複： 83，257，100円 3連単： 135，220，200円 計： 457，535，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，760円 複 勝 � 750円 � 150円 � 120円 枠 連（8－8） 10，010円

馬 連 �� 7，750円 馬 単 �� 27，260円

ワ イ ド �� 1，980円 �� 2，020円 �� 200円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 94，350円

票 数

単勝票数 差引計 357541（返還計 716） 的中 � 4226（9番人気）
複勝票数 差引計 499271（返還計 1234） 的中 � 9811（10番人気）� 91779（2番人気）� 150333（1番人気）
枠連票数 差引計 150749（返還計 17） 的中 （8－8） 1167（19番人気）
馬連票数 差引計 610260（返還計 3524） 的中 �� 6102（21番人気）
馬単票数 差引計 330484（返還計 1298） 的中 �� 909（56番人気）
ワイド票数 差引計 442274（返還計 1859） 的中 �� 4882（21番人気）�� 4783（23番人気）�� 71716（1番人気）
3連複票数 差引計 832571（返還計 8529） 的中 ��� 9551（22番人気）
3連単票数 差引計1352202（返還計 10650） 的中 ��� 1039（243番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．2―24．1―36．7―49．4―1：01．3―1：13．4―1：25．2―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

バケットリスト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2017．9．3 新潟9着

2015．4．30生 牝3鹿 母 レ チ ャ ー ダ 母母 ドゥルセデレーチェ 11戦2勝 賞金 21，080，000円
〔出走取消〕 タンタグローリア号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※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 ヤマニンペダラーダ号
（非抽選馬） 1頭 ダイフク号

24070 9月2日 晴 良 （30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，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：09．5
1：07．8

良
良

33 ハッピーアワー 牡2鹿 54 秋山真一郎髙嶋 祐子氏 武 幸四郎 浦河 有限会社
吉田ファーム 442± 01：10．6 4．9�

11 パイロテクニクス 牡2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 武藤 善則 新ひだか 原口牧場 490－ 61：10．7	 3．4�
46 トーセンオパール 牝2芦 54 勝浦 正樹島川 �哉氏 小笠 倫弘 日高 有限会社 エ

スティファーム 408－ 21：11．01
 9．1�
22 イッツクール 牡2栗 54 松田 大作久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 450＋101：11．1
 5．5�
58 � レコードチェイサー 牝2栗 54 阿部 龍�グランド牧場 角川 秀樹 新ひだか グランド牧場 444＋ 21：11．2
 180．5	

（北海道） （北海道）

34 � ピュアドリーマー 牝2栗 54 城戸 義政岩山 博文氏 田中 淳司 浦河 市川牧場 452－ 41：11．41 135．3

（北海道）

69 マーマレードガール 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 日高 滝本 健二 452＋ 2 〃 ハナ 52．9�
813 スカイズザリミット 牝2栗 54 柴山 雄一鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 見上牧場 442＋ 41：11．5
 69．8�
712� グローリアスライブ 牝2鹿 54 岩橋 勇二日下部勝德氏 川島 雅人 新冠 有限会社 大

作ステーブル 442－101：11．92	 139．6
（北海道） （北海道）

610� エムティアン 牝2青鹿54 丸山 元気�門別牧場 山口 竜一 新ひだか 漆原 武男 426＋ 41：12．21
 7．5�
（北海道）

711� クラヴィスオレア 牡2黒鹿54 横山 典弘多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 462± 01：12．51	 7．1�
45 ウインスピリタス 牡2鹿 54 菱田 裕二�ウイン 杉山 晴紀 新ひだか 神垣 道弘 462＋ 61：12．6	 19．7�
57 � マイティウォーリア 牡2鹿 54 井上 俊彦菊地 昌廣氏 林 和弘 日高 クリアファーム 512± 01：12．81 111．1�

（北海道） （北海道）

814� オスピタリタ 牝2青鹿54 服部 茂史吉田 照哉氏 田中 淳司 千歳 社台ファーム 438－ 41：12．9	 56．3�
（北海道） （北海道）

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，285，500円 複勝： 57，449，500円 枠連： 17，998，400円
馬連： 82，491，500円 馬単： 37，912，800円 ワイド： 49，943，400円
3連複： 108，247，500円 3連単： 153，254，200円 計： 560，582，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 160円 � 150円 � 200円 枠 連（1－3） 760円

馬 連 �� 870円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 390円 �� 550円 �� 650円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 10，090円

票 数

単勝票数 計 532855 的中 � 89955（2番人気）
複勝票数 計 574495 的中 � 98201（2番人気）� 103644（1番人気）� 65456（5番人気）
枠連票数 計 179984 的中 （1－3） 18299（1番人気）
馬連票数 計 824915 的中 �� 72654（1番人気）
馬単票数 計 379128 的中 �� 16987（2番人気）
ワイド票数 計 499434 的中 �� 34630（1番人気）�� 22843（4番人気）�� 19071（10番人気）
3連複票数 計1082475 的中 ��� 34207（2番人気）
3連単票数 計1532542 的中 ��� 11001（10番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．1―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．3―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハッピーアワー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2018．6．3 阪神2着

2016．3．18生 牡2鹿 母 サクセスシルエット 母母 フェアレストケープ 4戦2勝 賞金 26，101，000円
〔発走状況〕 マイティウォーリア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ハッピーアワー号の騎手秋山真一郎は，4コーナー手前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・13

番）
〔調教再審査〕 マイティウォーリア号は，発走調教再審査。
※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2日 晴 良 （30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，29．9．2以降30．8．26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 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．3

良
良

814� リ ッ ジ マ ン 牡5鹿 52 松岡 正海�辻牧場 庄野 靖志 浦河 辻 牧場 448－ 22：42．6 10．4�
813 コルコバード 牝5黒鹿53 丸山 元気 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 448－ 22：42．81� 4．9�
712 ハッピーユニバンス 牝6黒鹿51 横山 武史亀井 哲也氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 468－ 42：43．54 45．3�
46 ブレスジャーニー 牡4鹿 56 岩田 康誠島川 �哉氏 佐々木晶三 新冠 競優牧場 458＋ 22：43．92	 4．5�
11 シルクドリーマー 牡9鹿 53 勝浦 正樹 �シルクレーシング 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 484＋ 2 〃 ハナ 18．2	
69 ア ル タ ー 
6栗 54 吉田 隼人吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 520＋ 2 〃 ハナ 110．5

58 ヴ ォ ー ジ ュ 牡5青鹿56 藤岡 康太杉山 忠国氏 西村 真幸 新ひだか 明治牧場 522＋102：44．21	 3．9�
45 ブライトバローズ 牡6鹿 54 四位 洋文猪熊 広次氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 504－ 82：44．41� 29．1�
22 グランアルマダ 
6芦 53 小崎 綾也 �サンデーレーシング 西園 正都 安平 ノーザンファーム B530＋ 22：44．61	 91．9
34 ハ ー ト レ ー 
5鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 472－ 22：44．91	 3．5�
33 トミケンスラーヴァ 牡8鹿 54 秋山真一郎冨樫 賢二氏 竹内 正洋 大樹 大樹ファーム 500＋ 22：45．21� 35．2�
711 ルミナスウォリアー 牡7鹿 57 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 496＋182：45．3	 30．5�
57 トウシンモンステラ 牡8黒鹿52 国分 恭介�サトー 村山 明 安平 ノーザンファーム 472－ 82：45．61� 252．2�
610 サンマルデューク 牡9黒鹿53 古川 吉洋相馬 勇氏 和田 勇介 日高 田端牧場 510＋ 42：49．5大差 230．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 83，153，400円 複勝： 95，203，300円 枠連： 41，639，800円
馬連： 220，139，100円 馬単： 89，035，600円 ワイド： 107，444，400円
3連複： 332，985，400円 3連単： 479，730，600円 計： 1，449，331，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 310円 � 190円 � 740円 枠 連（8－8） 1，960円

馬 連 �� 2，130円 馬 単 �� 4，650円

ワ イ ド �� 820円 �� 3，870円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 21，050円 3 連 単 ��� 99，970円

票 数

単勝票数 計 831534 的中 � 63460（5番人気）
複勝票数 計 952033 的中 � 78198（5番人気）� 162967（3番人気）� 27368（9番人気）
枠連票数 計 416398 的中 （8－8） 16449（7番人気）
馬連票数 計2201391 的中 �� 79941（8番人気）
馬単票数 計 890356 的中 �� 14343（19番人気）
ワイド票数 計1074444 的中 �� 35252（8番人気）�� 6948（36番人気）�� 11150（27番人気）
3連複票数 計3329854 的中 ��� 11862（61番人気）
3連単票数 計4797306 的中 ��� 3479（288番人気）

ハロンタイム 13．3―12．0―12．2―12．4―12．2―12．5―12．6―12．6―12．5―12．0―12．7―12．7―12．9

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�
13．3―25．3―37．5―49．9―1：02．1―1：14．6―1：27．2―1：39．8―1：52．3―2：04．3―2：17．0―2：29．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�リ ッ ジ マ ン �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 Caerleon （3戦0勝 賞金 5，262，000円）

2013．5．25生 牡5鹿 母 アドマイヤモンロー 母母 Steady 18戦4勝 賞金 93，762，000円
地方デビュー 2015．6．25 門別

〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンマルデューク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月2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 アングライフェン号
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤエイカン号・エリモジパング号・ギブアンドテイク号・ワールドレーヴ号

24072 9月2日 晴 良 （30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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

813 フォーハンドレッド 牡4黒鹿57 藤岡 康太窪田 康志氏 田中 博康 日高 下河辺牧場 476± 01：45．1 4．1�
34 ヴォカツィオーネ 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 むかわ 上水牧場 448－ 41：45．41� 21．7�
712 タガノヴェローナ 牝4芦 55 国分 恭介八木 良司氏 中村 均 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478± 01：45．5� 5．2�
22 ホッコーライデン 牡4黒鹿57 松田 大作北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 512＋ 2 〃 クビ 7．1�
45 キタサンタイドー 牡3黒鹿54 藤岡 佑介�大野商事 清水 久詞 新冠 パカパカ

ファーム 518＋101：45．6クビ 5．1	
69 スズカロング 牡4鹿 57 横山 典弘永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 480－121：45．91� 18．9

814 イルフォーコン 牡5黒鹿57 菱田 裕二 H.F Association 武市 康男 浦河 福田牧場 460± 0 〃 クビ 111．3�
711 サウスザスナイパー 牡4黒鹿57 岩田 康誠南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 540＋ 81：46．0クビ 7．1�
58 クルークハイト 牝4芦 55 城戸 義政 �キャロットファーム 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 466± 0 〃 クビ 27．6
33 アナザーバージョン 	7鹿 57 丸山 元気 �サンデーレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 482＋ 41：46．1� 46．5�
46 キングドラゴン 	5鹿 57 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 514－181：46．84 9．1�
57 サンローレンス 牝3青鹿52 横山 武史 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 452＋ 41：47．01
 73．3�
11 シンゼンガンプ 牡6鹿 57 古川 吉洋原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 樋渡 志尚 456－ 41：47．64 46．8�
610 マイネルカイノン 牡3青鹿54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 新冠 ビッグレッドファーム 510＋161：50．8大差 30．1�
（14頭）

売 得 金
単勝： 59，717，000円 複勝： 79，446，700円 枠連： 31，888，000円
馬連： 125，077，100円 馬単： 50，172，700円 ワイド： 80，925，100円
3連複： 173，663，100円 3連単： 213，413，600円 計： 814，303，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 180円 � 390円 � 160円 枠 連（3－8） 3，400円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 6，750円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 390円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 5，030円 3 連 単 ��� 30，390円

票 数

単勝票数 計 597170 的中 � 115684（1番人気）
複勝票数 計 794467 的中 � 120528（2番人気）� 40700（7番人気）� 151122（1番人気）
枠連票数 計 318880 的中 （3－8） 7263（15番人気）
馬連票数 計1250771 的中 �� 21869（17番人気）
馬単票数 計 501727 的中 �� 5574（26番人気）
ワイド票数 計 809251 的中 �� 12609（20番人気）�� 57835（1番人気）�� 18200（12番人気）
3連複票数 計1736631 的中 ��� 25873（12番人気）
3連単票数 計2134136 的中 ��� 5090（73番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．8―43．7―56．3―1：08．5―1：20．7―1：32．7

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

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

勝馬の
紹 介

フォーハンドレッド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Gone West デビュー 2016．10．30 東京6着

2014．4．15生 牡4黒鹿 母 ラグジャリークラス 母母 Gourmet Girl 13戦4勝 賞金 44，276，000円
〔その他〕 マイネルカイノン号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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。
（非抽選馬） 6頭 カレンジラソーレ号・シゲルメジロザメ号・ディアドナテロ号・ティーコア号・メイプルキング号・レオイノセント号

３レース目



（30札幌2）第6日 9月2日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 168頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

209，350，000円
7，780，000円
18，440，000円
1，330，000円
23，120，000円
69，738，000円
4，368，000円
1，612，800円

勝馬投票券売得金
451，424，600円
625，808，200円
195，167，900円
812，233，400円
397，281，700円
535，027，600円
1，168，440，400円
1，642，392，700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 5，827，776，500円

総入場人員 29，888名 （有料入場人員 ）



平成30年度 第2回札幌競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 937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
厩務員出走奨励金

1，345，620，000円
33，700，000円
110，060，000円
12，010，000円
159，410，000円
76，650，000円
388，696，000円
51，214，000円
8，995，200円

勝馬投票券売得金
3，223，708，400円
4，218，274，300円
1，262，170，000円
6，149，799，200円
2，874，411，300円
3，792，328，600円
9，109，869，000円
13，469，803，200円
616，268，600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
5 重 勝
計 44，716，632，600円

総入場延人員 116，446名 （有料入場延人員 76，659名）
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