
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

24001 8月23日 晴 重 （26札幌2）第1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
1：46．6
1：45．6

良
不良

69 ディアドムス 牡2鹿 54 三浦 皇成ディアレスト 高橋 裕 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 41：46．2レコード 20．7�
11 エンプレスダンス 牝2鹿 54 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加用 正 新ひだか タイヘイ牧場 472＋101：47．15 5．5�
22 バウトナカヤマ 牡2黒鹿54 津村 明秀�中山牧場 上原 博之 浦河 中山牧場 470－ 2 〃 ハナ 22．6�
56 マイネルオフィール 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 472＋ 2 〃 アタマ 3．0�
68 ロウアンドロウ 牡2栗 54 福永 祐一谷掛 龍夫氏 加用 正 千歳 社台ファーム 472－ 81：47．63 7．9	
711 シシャモショウグン 牡2鹿 54 藤岡 康太大野 満氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 444＋ 41：48．02� 62．9

33 プレーケストーレン 牡2黒鹿54 丸田 恭介スリースターズレーシング 奥村 武 新ひだか タツヤファーム 518＋ 21：48．1� 21．2�
44 フィールドリアン 牡2黒鹿54 古川 吉洋地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 456－ 21：48．42 9．2�
813 マラカイトスター 牝2栗 54 柴山 雄一本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 斉藤スタッド 454± 01：49．14 5．4
45 トーセンジャズ 牡2黒鹿54 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 新冠 秋田牧場 454－ 21：49．42 12．3�
812 エルヴィルダ 牡2栗 54 丸山 元気上田 忠男氏 二本柳俊一 新ひだか 中田 浩美 478－ 21：49．6� 157．8�
710 サイレンスラヴ 牝2鹿 54 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 456－ 41：50．02� 37．0�
57 デルマグーリンダイ 牝2鹿 54 池添 謙一浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 444＋101：50．42� 19．2�

（13頭）

売 得 金
単勝： 14，857，500円 複勝： 26，256，800円 枠連： 8，614，900円
馬連： 30，001，500円 馬単： 19，596，700円 ワイド： 17，537，400円
3連複： 44，202，200円 3連単： 60，977，900円 計： 222，044，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，070円 複 勝 � 660円 � 210円 � 550円 枠 連（1－6） 2，300円

馬 連 �� 6，880円 馬 単 �� 16，310円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 4，370円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 25，190円 3 連 単 ��� 161，930円

票 数

単勝票数 計 148575 的中 � 5729（8番人気）
複勝票数 計 262568 的中 � 9261（9番人気）� 40462（2番人気）� 11375（7番人気）
枠連票数 計 86149 的中 （1－6） 2892（10番人気）
馬連票数 計 300015 的中 �� 3378（28番人気）
馬単票数 計 195967 的中 �� 901（60番人気）
ワイド票数 計 175374 的中 �� 2060（27番人気）�� 1015（47番人気）�� 3552（15番人気）
3連複票数 計 442022 的中 ��� 1316（82番人気）
3連単票数 計 609779 的中 ��� 273（513番人気）

ハロンタイム 6．7―10．8―12．0―13．1―13．3―12．8―12．8―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．5―29．5―42．6―55．9―1：08．7―1：21．5―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．5
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディアドムス �
�
父 ジャングルポケット �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2014．6．21 東京8着

2012．1．24生 牡2鹿 母 マイネランデブー 母母 ノーザンドライバー 3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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 アモーレエテルノ号・エイシンアンカー号

24002 8月23日 晴 稍重 （26札幌2）第1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

33 テイエムダンシング 牡2鹿 54 小林 徹弥竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 458± 01：10．9 12．7�
44 イ シ ス 牝2青鹿54 三浦 皇成 M・

Kenichiホールディング� 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 442＋ 2 〃 ハナ 3．1�
811 ユメノマイホーム 牝2栗 54

51 ▲長岡 禎仁�ミルファーム 伊藤 伸一 浦河 ミルファーム 424－10 〃 クビ 2．1�
67 トーセンルンバ 牝2栗 54 吉田 隼人島川 �哉氏 菅原 泰夫 安平 ノーザンファーム 466－ 61：11．0クビ 42．8	
810 クリノイーソー 牡2鹿 54 古川 吉洋栗本 博晴氏 武田 博 日高 横井 哲 472＋ 81：11．1� 11．7

78 スピールダンジュ 牝2芦 54 花田 大昂津村 圭一氏 目野 哲也 浦河 桑田牧場 428＋ 6 〃 クビ 76．1�
55 プリンセスルビー 牝2青鹿 54

51 ▲城戸 義政スリースターズレーシング 松永 康利 浦河 秋場牧場 400－ 61：11．84 8．2�
22 サンブラジリア 牡2栗 54

51 ▲小崎 綾也加藤 信之氏 田所 秀孝 日高 有限会社
ケイズ 450＋ 41：12．12 17．4

11 クリエイトアゲン 牝2鹿 54 松岡 正海浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 恵比寿牧場 458＋ 4 〃 ハナ 191．5�
66 レ ミ ネ ン ス 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹桐谷 茂氏 中野 栄治 新ひだか 原 フアーム 464± 0 〃 クビ 54．2�
79 ホーリーランド 牡2鹿 54 松田 大作市川 義美氏 松永 幹夫 安平 追分ファーム 506－ 81：12．42 13．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 15，059，200円 複勝： 22，142，200円 枠連： 6，168，100円
馬連： 24，226，500円 馬単： 17，911，300円 ワイド： 13，352，800円
3連複： 30，402，000円 3連単： 64，152，200円 計： 193，414，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，270円 複 勝 � 160円 � 110円 � 110円 枠 連（3－4） 1，580円

馬 連 �� 1，160円 馬 単 �� 3，160円

ワ イ ド �� 350円 �� 250円 �� 170円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 8，950円

票 数

単勝票数 計 150592 的中 � 9418（5番人気）
複勝票数 計 221422 的中 � 21152（3番人気）� 47327（2番人気）� 85797（1番人気）
枠連票数 計 61681 的中 （3－4） 3015（6番人気）
馬連票数 計 242265 的中 �� 16183（3番人気）
馬単票数 計 179113 的中 �� 4250（12番人気）
ワイド票数 計 133528 的中 �� 8154（4番人気）�� 13218（2番人気）�� 23506（1番人気）
3連複票数 計 304020 的中 ��� 31306（2番人気）
3連単票数 計 641522 的中 ��� 5195（23番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．7―11．8―11．7―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―35．1―46．9―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テイエムダンシング �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 スターリングローズ デビュー 2014．8．2 札幌4着

2012．3．11生 牡2鹿 母 ティファイファイ 母母 メジロティファニー 2戦1勝 賞金 6，100，000円

第２回 札幌競馬 第１日



24003 8月23日 晴 重 （26札幌2）第1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

56 エヴォリューション 牝3鹿 54
51 ▲城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 474＋ 81：46．4 1．7�

57 グレイスビクトリア 牝3栗 54
51 ▲長岡 禎仁飯田 良枝氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 452＋161：46．61� 22．7�

11 スギノピクシー 牝3栗 54 菱田 裕二杉山 忠国氏 松田 博資 浦河 桑田牧場 402－ 21：47．55 16．3�
711 カクテルハット 牝3栗 54 三浦 皇成 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：47．6� 41．7�
710 トワノトップガン 牝3栗 54 柴山 雄一永田 清男氏 土田 稔 新ひだか 三石橋本牧場 456＋12 〃 ハナ 19．5�
813 ホ ト ト ヤ エ 牝3黒鹿54 津村 明秀井上 一郎氏 矢野 英一 新冠 パカパカ

ファーム B470＋ 6 〃 アタマ 49．1	
69 テイエムペガサス 牝3黒鹿54 古川 吉洋竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 長浜牧場 B452＋ 61：47．92 16．3�
22 アグネスモバイル 牝3鹿 54 丸田 恭介渡辺 孝男氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 428＋ 61：48．11� 81．2

33 ボビンレース 牝3栗 54 勝浦 正樹 �サンデーレーシング 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 464＋ 21：48．2� 35．1�
812 ウィアーワン 牝3鹿 54 藤田 伸二 �グランデオーナーズ 高橋 康之 浦河 中島牧場 494± 01：48．62� 4．2
68 デルマミヨチャン 牝3黒鹿54 横山 和生浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 ファニーヒルファーム 478 ―1：50．5大差 21．1�
44 アルミサエル 牝3黒鹿54 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 446＋ 6 〃 ハナ 143．8�
45 グランソレイユ 牝3栗 54 池添 謙一 �フジワラ・ファーム 浜田多実雄 新ひだか フジワラフアーム 442＋ 2 （競走中止） 13．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 13，902，800円 複勝： 43，505，900円 枠連： 7，228，800円
馬連： 25，316，200円 馬単： 19，792，300円 ワイド： 14，990，300円
3連複： 35，212，300円 3連単： 61，411，700円 計： 221，360，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 220円 � 280円 枠 連（5－5） 1，800円

馬 連 �� 1，740円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 500円 �� 560円 �� 2，630円

3 連 複 ��� 4，880円 3 連 単 ��� 17，430円

票 数

単勝票数 計 139028 的中 � 65182（1番人気）
複勝票数 計 435059 的中 � 275303（1番人気）� 23041（3番人気）� 15503（5番人気）
枠連票数 計 72288 的中 （5－5） 3101（7番人気）
馬連票数 計 253162 的中 �� 11250（6番人気）
馬単票数 計 197923 的中 �� 6065（7番人気）
ワイド票数 計 149903 的中 �� 8057（4番人気）�� 7062（5番人気）�� 1346（30番人気）
3連複票数 計 352123 的中 ��� 5407（16番人気）
3連単票数 計 614117 的中 ��� 2554（52番人気）

ハロンタイム 6．7―11．0―12．4―13．3―12．9―12．7―12．4―12．3―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．7―30．1―43．4―56．3―1：09．0―1：21．4―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エヴォリューション �
�
父 リキアイサイレンス �

�
母父 ティッカネン デビュー 2014．1．6 京都8着

2011．5．27生 牝3鹿 母 カーリービッド 母母 カーフィリィ 9戦1勝 賞金 10，090，000円
〔競走中止〕 グランソレイユ号は，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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エイユーバーチョ号

24004 8月23日 晴 重 （26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）
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

45 ラストダンサー 牡3青鹿 56
53 ▲長岡 禎仁草間 庸文氏 久保田貴士 新ひだか 静内フジカワ牧場 B434＋ 81：45．5 22．0�

33 ダンスールクレール �3鹿 56
53 ▲井上 敏樹有限会社シルク松永 昌博 安平 ノーザンファーム 464－ 8 〃 ハナ 34．9�

11 メイショウトキムネ 牡3鹿 56 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 456－ 21：45．71� 12．3�
813 コスモカウピリ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 重則 新ひだか 大典牧場 488－ 41：46．65 5．9�
44 スズカルーブル 牡3鹿 56 柴山 雄一永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 B466＋ 41：47．34 36．6�
68 タガノハウリング 牡3鹿 56 藤岡 康太八木 良司氏 河内 洋 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 478－ 21：47．72	 5．2	
22 ケンブリッジハーツ 牝3黒鹿54 丸山 元気中西 宏彰氏 星野 忍 えりも エクセルマネジメント 406－ 21：48．12	 337．2

812
 ヴェントアウレオ 牡3栗 56 松田 大作藤田 孟司氏 吉村 圭司 米 Takeshi

Fujita 484＋ 6 〃 ハナ 17．7�
56 エアカページ 牡3鹿 56 福永 祐一 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 522－ 2 〃 ハナ 1．6
710 エイユーバーチョ 牝3黒鹿 54

51 ▲小崎 綾也笹部 和子氏 目野 哲也 新ひだか 土田 和男 416± 01：48．31� 339．3�
57 ナムラアース 牡3鹿 56 古川 吉洋奈村 信重氏 福島 信晴 新ひだか 八田ファーム 466± 01：48．51� 156．8�
711 ゲ ラ ー デ 牡3鹿 56 黛 弘人中村 博亮氏 柄崎 孝 浦河 浦河小林牧場 450－ 21：49．13	 306．2�
69 マルカシグナス �3芦 56 菱田 裕二河長産業� 羽月 友彦 浦河 杵臼牧場 446－ 4 （競走中止） 27．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，786，000円 複勝： 56，256，700円 枠連： 9，002，500円
馬連： 30，638，800円 馬単： 23，942，100円 ワイド： 16，866，900円
3連複： 37，780，500円 3連単： 75，394，900円 計： 270，668，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 690円 � 1，240円 � 410円 枠 連（3－4） 14，260円

馬 連 �� 18，690円 馬 単 �� 35，410円

ワ イ ド �� 4，350円 �� 1，330円 �� 2，880円

3 連 複 ��� 35，550円 3 連 単 ��� 240，790円

票 数

単勝票数 計 207860 的中 � 7538（6番人気）
複勝票数 計 562567 的中 � 21214（6番人気）� 11278（8番人気）� 39332（3番人気）
枠連票数 計 90025 的中 （3－4） 489（20番人気）
馬連票数 計 306388 的中 �� 1270（36番人気）
馬単票数 計 239421 的中 �� 507（63番人気）
ワイド票数 計 168669 的中 �� 984（33番人気）�� 3338（16番人気）�� 1498（28番人気）
3連複票数 計 377805 的中 ��� 797（77番人気）
3連単票数 計 753949 的中 ��� 227（477番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―12．0―12．7―12．7―12．8―12．5―12．3―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．9―42．6―55．3―1：08．1―1：20．6―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラストダンサー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．2．17 東京6着

2011．5．5生 牡3青鹿 母 ワルツダンサー 母母 ウィシングフォーアスター 6戦1勝 賞金 7，100，000円
〔競走中止〕 マルカシグナス号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※エイユーバーチョ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



24005 8月23日 晴 良 （26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

11 アルマワイオリ 牡2黒鹿54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 462 ―1：31．1 1．8�
22 タマモホットポット 牝2黒鹿54 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 404 ―1：31．73� 9．2�
33 アズマクィーン 牝2鹿 54 松岡 正海東 哲次氏 河内 洋 日高 木村牧場 444 ―1：31．91 32．0�
44 タマモルミエール 牝2黒鹿54 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 422 ―1：32．0� 14．0�
812 ヴェルステルキング 牡2鹿 54 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 464 ―1：32．1� 6．5�
67 トーセンカナロア 牡2鹿 54 古川 吉洋島川 	哉氏 小桧山 悟 洞�湖 レイクヴィラファーム 460 ― 〃 クビ 47．9

56 マイネルアルマース 牡2鹿 54 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 448 ―1：32．31� 25．1�
79 ライゼリート 牝2青鹿54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 安平 追分ファーム 402 ―1：32．4クビ 34．7
710 モンサンビアンカ 牝2芦 54 津村 明秀山下 新一氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 446 ―1：32．93 26．9�
55 ハラペーニョペパー 牝2芦 54 吉田 隼人 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 478 ―1：33．22 5．0�
68 ラブミーフウジン 牝2鹿 54

51 ▲城戸 義政小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 408 ―1：33．41 90．1�
811 クリノリーチソク 牝2栗 54 柴山 雄一栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 田中スタッド 408 ―1：34．89 155．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，549，000円 複勝： 22，302，300円 枠連： 7，947，900円
馬連： 28，638，900円 馬単： 19，176，800円 ワイド： 15，896，500円
3連複： 35，567，400円 3連単： 56，829，400円 計： 208，908，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 140円 � 190円 � 470円 枠 連（1－2） 930円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，120円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 4，170円 3 連 単 ��� 12，970円

票 数

単勝票数 計 225490 的中 � 97825（1番人気）
複勝票数 計 223023 的中 � 54581（1番人気）� 30771（3番人気）� 8738（9番人気）
枠連票数 計 79479 的中 （1－2） 6623（3番人気）
馬連票数 計 286389 的中 �� 23845（2番人気）
馬単票数 計 191768 的中 �� 9441（3番人気）
ワイド票数 計 158965 的中 �� 8911（3番人気）�� 3558（11番人気）�� 2384（19番人気）
3連複票数 計 355674 的中 ��� 6383（12番人気）
3連単票数 計 568294 的中 ��� 3176（30番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．0―18．7―31．1―43．8―56．3―1：08．3―1：19．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

アルマワイオリ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ピルサドスキー 初出走

2012．2．27生 牡2黒鹿 母 イナズマローレル 母母 スエヒロジョウオー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24006 8月23日 晴 良 （26札幌2）第1日 第6競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 4，600，000円 1，800，000円 1，200，000円 690，000円 460，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

23 ボンセジュール 牝3栗 54 藤岡 康太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 410＋ 41：10．0 11．1�

12 ファンタジックアイ 牝3黒鹿54 菱田 裕二吉田 千津氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 434－101：10．21� 4．4�
815 ステキナカレン 牝3黒鹿 54

51 ▲長岡 禎仁阿部 紀子氏 小島 茂之 浦河 大道牧場 422＋ 2 〃 クビ 43．3�
24 フジヤマテスラ 牝3鹿 54 池添 謙一藤本美也子氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 432－ 61：10．41� 131．7�
36 ハ ナ フ ブ キ 牝3黒鹿54 吉田 隼人幅田 昌伸氏 藤原 英昭 浦河 有限会社

吉田ファーム 414± 01：10．61� 3．9�
48 � シャンテクレール 牝3鹿 54

51 ▲小崎 綾也�ノースヒルズ 小笠 倫弘 英 Jean－Pierr
e Deroubaix 426＋ 21：10．81� 20．1	

59 ホープフルハート 牝3鹿 54
51 ▲城戸 義政下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 468－ 4 〃 ハナ 14．0


510 クリノキングムーン 牡3黒鹿56 藤田 伸二栗本 博晴氏 作田 誠二 浦河 浦河小林牧場 B426－ 21：11．01 33．1�
35 ハンサムオウジ 牡3鹿 56 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 中田 浩美 452± 0 〃 クビ 20．4�
11 ラ ン ド ロ ワ 牝3芦 54 津村 明秀岡田 牧雄氏 武市 康男 むかわ 市川牧場 454－ 4 〃 アタマ 7．1
713 ケイブラスト 牡3栗 56 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 谷口牧場 452± 01：11．21� 75．6�
816 スカラブルー 牝3栗 54 中谷 雄太 �ブルーマネジメント星野 忍 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー B402± 01：11．3	 329．0�
612 プラチナジュエリー 牝3黒鹿54 柴山 雄一下河�行雄氏 二ノ宮敬宇 日高 下河辺牧場 432＋ 21：11．72	 11．1�
714 アルカンジュ 牝3芦 54 和田 竜二小林竜太郎氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 428＋101：12．02 16．8�
611 ウ ィ ル ソ ン 牡3黒鹿56 三浦 皇成�天羽牧場 矢作 芳人 日高 天羽牧場 448＋ 21：12．42	 7．1�
47 モ ン シ ェ ル 牝3鹿 54 秋山真一郎 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 畠山 吉宏 新ひだか カントリー牧場 394－ 61：12．5	 105．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 15，260，800円 複勝： 22，734，800円 枠連： 10，463，500円
馬連： 28，415，400円 馬単： 16，800，100円 ワイド： 16，503，300円
3連複： 39，760，700円 3連単： 56，750，000円 計： 206，688，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，110円 複 勝 � 230円 � 220円 � 1，000円 枠 連（1－2） 1，360円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，830円

ワ イ ド �� 900円 �� 5，400円 �� 3，140円

3 連 複 ��� 29，580円 3 連 単 ��� 175，070円

票 数

単勝票数 計 152608 的中 � 10953（5番人気）
複勝票数 計 227348 的中 � 27552（3番人気）� 30180（2番人気）� 4731（12番人気）
枠連票数 計 104635 的中 （1－2） 5927（4番人気）
馬連票数 計 284154 的中 �� 8913（8番人気）
馬単票数 計 168001 的中 �� 2606（15番人気）
ワイド票数 計 165033 的中 �� 4946（8番人気）�� 766（57番人気）�� 1332（37番人気）
3連複票数 計 397607 的中 ��� 1008（102番人気）
3連単票数 計 567500 的中 ��� 235（605番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―11．6―12．0―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―45．9―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ボンセジュール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Mt. Livermore デビュー 2013．11．10 京都5着

2011．3．10生 牝3栗 母 マウンテンミステリー 母母 Search the Sea 6戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ボンセジュール号の騎手藤岡康太は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000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） 1頭 ラブシューペ号
（非抽選馬） 3頭 ヴァリアンティー号・ドリームヴィジョン号・ハギノフェリス号



24007 8月23日 晴 稍重 （26札幌2）第1日 第7競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

811 タ サ ジ ャ ラ 牡4鹿 57 N．ローウィラー K.C．タン氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム B512± 0 58．3 2．6�
（豪）

55 サンマルヴィグラス 牡4鹿 57
54 ▲城戸 義政相馬 勇氏 牧浦 充徳 浦河 絵笛牧場 502＋ 2 58．72� 4．9�

710 トウカイチャーム 牡6栗 57 丸山 元気内村 正則氏 栗田 博憲 平取 二風谷ファーム 480± 0 58．8� 41．3�
812 アイナマーリエ 牝3鹿 52

49 ▲井上 敏樹山口功一郎氏 栗田 徹 新ひだか マルショウ牧場 B482＋ 2 〃 クビ 31．0�
67 サトノプレシャス 牡4栗 57 勝浦 正樹里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 484－ 2 58．9� 3．4�
33 カ メ ッ ト 牡3栗 54 田中 博康林 千枝子氏 岩元 市三 浦河 細道牧場 454－ 2 59．11� 15．3�
44 タマモエスカルゴ 牝3青鹿52 黛 弘人タマモ	 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 460＋ 8 59．2クビ 8．8

56 ジツリキフォーティ 牡5黒鹿57 古川 吉洋河合實貴男氏 古賀 慎明 浦河 上山牧場 492＋ 2 〃 クビ 25．2�
68 テイエムシシオー 牡5黒鹿 57

54 ▲長岡 禎仁竹園 正繼氏 清水 久詞 新ひだか グランド牧場 492＋12 59．3� 15．2�
11 フ レ イ ヤ 牝8鹿 55 丹内 祐次岡田 牧雄氏 本間 忍 静内 岡田スタツド 528± 0 59．61� 68．4
22 ダンツキャノン 牡3栗 54 和田 竜二山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか カントリー牧場 508－ 21：00．45 39．8�
79 ステラビアンカ 牡4栗 57 中谷 雄太�ヒダカファーム日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 456＋281：01．89 171．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 13，650，600円 複勝： 17，310，200円 枠連： 7，409，600円
馬連： 27，334，100円 馬単： 15，757，400円 ワイド： 14，270，800円
3連複： 32，710，100円 3連単： 60，836，000円 計： 189，278，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 220円 � 560円 枠 連（5－8） 660円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，530円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，410円 �� 2，210円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ��� 23，640円

票 数

単勝票数 計 136506 的中 � 40590（1番人気）
複勝票数 計 173102 的中 � 43631（1番人気）� 18723（3番人気）� 5717（9番人気）
枠連票数 計 74096 的中 （5－8） 8698（3番人気）
馬連票数 計 273341 的中 �� 21924（2番人気）
馬単票数 計 157574 的中 �� 7715（3番人気）
ワイド票数 計 142708 的中 �� 8695（3番人気）�� 2509（19番人気）�� 1568（25番人気）
3連複票数 計 327101 的中 ��� 3374（23番人気）
3連単票数 計 608360 的中 ��� 1865（71番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．6―11．1―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．7―35．3―46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．6
3 5（11，10）（4，12）（3，6，8）7，1，2－9 4 ・（5，11）10（4，12）（3，6，8，7）1，2＝9

勝馬の
紹 介

タ サ ジ ャ ラ �
�
父 ケイムホーム �

�
母父 Forestry デビュー 2012．9．30 中山10着

2010．2．25生 牡4鹿 母 イータカリーナ 母母 リトルアロー 18戦3勝 賞金 34，120，000円
〔その他〕 ジツリキフォーティ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ジツリキフォーティ号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年10月23日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 カウンターハッセキ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

24008 8月23日 晴 稍重 （26札幌2）第1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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

11 カネコメオスター 牡3栗 54
51 ▲小崎 綾也髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 490＋ 81：46．5 12．1�

33 シャドウシティー 牡3鹿 54 福永 祐一飯塚 知一氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 476± 01：46．6� 11．6�
813	 ライオンズバイツ 牡4鹿 57 四位 洋文黒岩 晴男氏 浜田多実雄 米 Green

Gates Farm 474＋12 〃 クビ 3．3�
44 ビ ッ グ ギ グ 牡3栗 54 松田 大作吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 520－ 61：46．7� 6．5�
68 マコトグロズヌイ 牡3芦 54 秋山真一郎�ディアマント 
島 一歩 安平 ノーザンファーム 524－ 6 〃 クビ 3．6�
22 マイネルアルティマ 牡5芦 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 浦河 小島牧場 478± 01：46．91� 12．5	
711 トゥヴァビエン 牡4黒鹿57 小林 徹弥玉井 宏和氏 梅田 康雄 浦河 小倉牧場 532＋ 21：47．0� 39．7

69 パフュームボム 牝3鹿 52

49 ▲井上 敏樹飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 462＋101：47．21� 11．5�
56 オイダシダイコ 牡3黒鹿54 菱田 裕二スリースターズレーシング 松永 康利 新ひだか 酒井 秀紀 B446＋ 21：47．3� 26．7�
710 リアルマイスター 牡4鹿 57 藤岡 康太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 新ひだか 小倉 光博 482＋ 61：47．61� 13．8
812 クリアモーメント 牡4鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース小崎 憲 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434－ 21：47．81� 62．4�
45 キセキノチャンス 牝4栗 55

52 ▲城戸 義政深見 富朗氏 小野 幸治 新ひだか 矢野牧場 488± 01：48．43� 105．8�
57 ディアイッセイ 牡3鹿 54 黛 弘人ディアレスト 奥平 雅士 新冠 武田牧場 500－ 21：48．5� 38．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 15，564，900円 複勝： 25，688，400円 枠連： 10，165，900円
馬連： 34，039，500円 馬単： 19，334，400円 ワイド： 18，635，700円
3連複： 42，441，500円 3連単： 66，836，900円 計： 232，707，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 390円 � 250円 � 180円 枠 連（1－3） 7，650円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 11，080円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 900円 �� 560円

3 連 複 ��� 6，660円 3 連 単 ��� 51，710円

票 数

単勝票数 計 155649 的中 � 10259（6番人気）
複勝票数 計 256884 的中 � 14665（8番人気）� 25870（4番人気）� 43096（2番人気）
枠連票数 計 101659 的中 （1－3） 1029（25番人気）
馬連票数 計 340395 的中 �� 3827（25番人気）
馬単票数 計 193344 的中 �� 1308（46番人気）
ワイド票数 計 186357 的中 �� 2594（23番人気）�� 5272（12番人気）�� 8969（4番人気）
3連複票数 計 424415 的中 ��� 4777（22番人気）
3連単票数 計 668369 的中 ��� 937（179番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．7―44．2―57．0―1：09．7―1：22．0―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カネコメオスター �
�
父 マイネルセレクト �

�
母父 Sky Classic デビュー 2013．12．23 中山1着

2011．4．22生 牡3栗 母 プリペアーフォーレイン 母母 Word to the Wise 4戦2勝 賞金 14，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 スティルレーベン号・ツクバインドラ号



24009 8月23日 晴 稍重 （26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 7，300，000円 2，900，000円 1，800，000円 1，100，000円 730，000円� 基準タイム

中央レコード
2：32．5
2：28．6

良
不良

68 コスモナイスガイ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 ビッグレッドファーム 538－ 82：33．1 27．5�
811 マキシマムフロウ 牡3栗 54 勝浦 正樹 �社台レースホース木村 哲也 千歳 社台ファーム B470－ 42：33．31� 16．5�
11 グレートヴァリュー 牡6黒鹿57 松田 大作小林竜太郎氏 北出 成人 浦河 谷口牧場 462＋ 22：33．51 17．5�
22 レッドエンブレム 牡4黒鹿57 和田 竜二 �東京ホースレーシング 戸田 博文 千歳 社台ファーム 492＋ 6 〃 アタマ 6．3�
812 アドマイヤイバマ 牡4芦 57 四位 洋文近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468－ 22：33．81� 3．7	
710 スマッシュスマイル �6栃栗 57

54 ▲小崎 綾也 �社台レースホース長浜 博之 千歳 社台ファーム 494－ 22：34．11� 7．6

44 セブンフォース 牡4栗 57 福永 祐一前迫 義幸氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 548＋ 42：34．95 3．9�
55 アクアマリンブレス 牡3黒鹿54 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 500± 02：35．53	 4．1�
33 
 アラビアンドラゴン �4芦 57 藤田 伸二吉田 勝利氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 428＋ 2 〃 アタマ 131．7
56 
 エスティロックオン 牡3芦 54 菅原 隆一島川 �哉氏 成島 英春 日高 有限会社 エ

スティファーム 476－ 22：36．35 154．9�
67 ウインカレント 牡3鹿 54 黛 弘人�ウイン 高橋 祥泰 新冠 松浦牧場 500＋142：36．83 117．8�
79 マルカロゼッタ 牡3栗 54 秋山真一郎河長産業� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 502± 02：38．5大差 52．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，370，500円 複勝： 27，769，300円 枠連： 9，538，300円
馬連： 37，083，100円 馬単： 23，538，800円 ワイド： 17，975，400円
3連複： 47，630，300円 3連単： 86，132，900円 計： 269，038，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，750円 複 勝 � 590円 � 520円 � 490円 枠 連（6－8） 2，700円

馬 連 �� 16，460円 馬 単 �� 34，410円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 3，880円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 53，150円 3 連 単 ��� 433，650円

票 数

単勝票数 計 193705 的中 � 5620（8番人気）
複勝票数 計 277693 的中 � 12285（8番人気）� 14131（7番人気）� 15300（6番人気）
枠連票数 計 95383 的中 （6－8） 2730（12番人気）
馬連票数 計 370831 的中 �� 1746（31番人気）
馬単票数 計 235388 的中 �� 513（67番人気）
ワイド票数 計 179754 的中 �� 1187（32番人気）�� 1194（31番人気）�� 1513（29番人気）
3連複票数 計 476303 的中 ��� 672（93番人気）
3連単票数 計 861329 的中 ��� 144（608番人気）

ハロンタイム 13．2―12．3―12．7―11．8―12．2―13．1―13．5―13．0―12．9―12．9―12．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．5―38．2―50．0―1：02．2―1：15．3―1：28．8―1：41．8―1：54．7―2：07．6―2：20．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモナイスガイ �
�
父 アグネスデジタル �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2013．1．19 中山13着

2010．6．4生 牡4黒鹿 母 ナイスカット 母母 トリムカット 15戦2勝 賞金 21，070，000円
［他本会外：2戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヴァルティカル号

24010 8月23日 晴 良 （26札幌2）第1日 第10競走 ��1，800�
と か ち だ け

十 勝 岳 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

89 アドマイヤアロマ 牝3栗 52 福永 祐一近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 442＋ 41：49．3 2．0�
44 ナイトブルーミング 牝4芦 55 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 446± 01：49．51� 9．9�
77 ダイワレジェンド 牝3栗 52 三浦 皇成大城 敬三氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 490＋ 8 〃 クビ 3．1�
33 ピサノベッテル 牝5黒鹿55 四位 洋文市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：49．71 8．2�
88 ワクワクキリシマ 牝3鹿 52 勝浦 正樹西村新一郎氏 梅内 忍 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 434＋ 21：49．8� 19．1�
55 シュヴァリエ 牝3栗 52 藤田 伸二 �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 カントリー牧場 440＋ 41：49．9� 42．5	
11 サクラオードシエル 牝5青鹿55 和田 竜二�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 新和牧場 500－ 21：50．22 54．7

66 スワンソング 牝4鹿 55 菱田 裕二 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B464＋ 61：50．73 14．0�
22 アナスタシアブルー 牝5鹿 55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 松田 国英 安平 ノーザンファーム 492＋ 41：51．97 16．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，301，300円 複勝： 35，917，700円 枠連： 11，594，200円
馬連： 51，399，200円 馬単： 36，582，700円 ワイド： 23，184，500円
3連複： 62，874，800円 3連単： 149，274，200円 計： 398，128，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 170円 � 120円 枠 連（4－8） 840円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 280円 �� 170円 �� 420円

3 連 複 ��� 610円 3 連 単 ��� 3，150円

票 数

単勝票数 計 273013 的中 � 105999（1番人気）
複勝票数 計 359177 的中 � 130760（1番人気）� 36566（4番人気）� 67916（2番人気）
枠連票数 計 115942 的中 （4－8） 10577（3番人気）
馬連票数 計 513992 的中 �� 53540（2番人気）
馬単票数 計 365827 的中 �� 24561（4番人気）
ワイド票数 計 231845 的中 �� 20021（3番人気）�� 42700（1番人気）�� 11828（5番人気）
3連複票数 計 628748 的中 ��� 76146（1番人気）
3連単票数 計1492742 的中 ��� 34339（6番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．5―35．9―48．7―1：01．2―1：13．4―1：25．5―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤアロマ �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Caerleon デビュー 2013．12．8 阪神5着

2011．3．23生 牝3栗 母 ピンクプルメリア 母母 ティグレスダムール 6戦2勝 賞金 20，838，000円



24011 8月23日 晴 良 （26札幌2）第1日 第11競走 ��
��2，000�T V h 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以
上57�，牝馬2�減

テレビ北海道賞（1着）
賞 品

本 賞 17，800，000円 7，100，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，780，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

611 アズマシャトル 牡3鹿 54 和田 竜二東 哲次氏 加用 正 日高 下河辺牧場 488± 02：01．4 7．7�
35 � サクラボールド 牡7栗 57 勝浦 正樹�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 470＋ 62：01．5	 7．5�
510
 ヒ ュ ウ マ 牡4鹿 57 藤田 伸二林 正道氏 矢作 芳人 米 Aaron Sones 490－ 6 〃 アタマ 15．7�
12 � メイショウインロウ 牡5栗 57 秋山真一郎松本 好雄氏 高橋 亮 日高 日西牧場 544＋122：01．71� 77．7�
23 エーシングングン 牡5栗 57 吉田 隼人�栄進堂 田所 秀孝 新ひだか 築紫 洋 472＋ 82：01．8クビ 5．7�
59 ミエノワンダー 牡4鹿 57 三浦 皇成里見美惠子氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム 510＋12 〃 ハナ 5．9	
815 ホーカーテンペスト 牡5栗 57 柴山 雄一 
キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B490± 0 〃 クビ 10．0�
816
 シャドウパーティー 牡5鹿 57 N．ローウィラー 飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 498＋ 4 〃 同着 4．3�
（豪）

24 サムソンズプライド 牡4鹿 57 横山 和生有限会社シルク杉浦 宏昭 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 ハナ 18．2
11 ダイシンブラック 牡5鹿 57 菱田 裕二大八木信行氏 庄野 靖志 新冠 守矢牧場 476－102：01．9	 35．6�
47 アドマイヤケルソ 牡6栗 57 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 486＋ 62：02．0クビ 28．0�
713 フミノヤマビコ 牡7鹿 57 津村 明秀谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B492－10 〃 クビ 110．6�
714 ニシノカチヅクシ 牡5黒鹿57 松田 大作西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 川上牧場 484＋102：02．1	 104．9�
612 シャンパーニュ 牡3芦 54 丸山 元気 �グリーンファーム加用 正 千歳 社台ファーム 484＋ 2 〃 アタマ 12．6�
48 スマートリバティー 牡6鹿 57 古川 吉洋大川 徹氏 宮 徹 新ひだか 広田牧場 448＋ 42：02．41	 180．0�
36 ツルミプラチナム 牡7黒鹿57 松岡 正海
鶴見ホース 田中 章博 浦河 浦河小林牧場 476＋ 22：02．5クビ 52．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 46，866，400円 複勝： 73，950，000円 枠連： 43，528，600円
馬連： 177，555，700円 馬単： 79，391，500円 ワイド： 66，912，900円
3連複： 229，254，300円 3連単： 354，796，200円 計： 1，072，255，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 320円 � 210円 � 470円 枠 連（3－6） 1，650円

馬 連 �� 2，790円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 2，220円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 15，160円 3 連 単 ��� 74，730円

票 数

単勝票数 計 468664 的中 � 48390（5番人気）
複勝票数 計 739500 的中 � 58030（6番人気）� 104106（2番人気）� 36478（8番人気）
枠連票数 計 435286 的中 （3－6） 20426（10番人気）
馬連票数 計1775557 的中 �� 49167（9番人気）
馬単票数 計 793915 的中 �� 10294（22番人気）
ワイド票数 計 669129 的中 �� 15140（10番人気）�� 7638（30番人気）�� 10661（19番人気）
3連複票数 計2292543 的中 ��� 11338（53番人気）
3連単票数 計3547962 的中 ��� 3442（259番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―12．3―12．6―12．7―12．5―12．2―12．1―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―35．5―48．1―1：00．8―1：13．3―1：25．5―1：37．6―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．9
1
3
10（4，14）15（1，2，12）－（5，11，16）6（3，9）（7，13）8・（10，14，15）（4，2，12）（1，11）5（3，6，16）9（7，13）8

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

勝馬の
紹 介

アズマシャトル �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 マルゼンスキー デビュー 2013．11．9 京都1着

2011．4．5生 牡3鹿 母 ブレッシング 母母 ブラダマンテ 8戦2勝 賞金 45，893，000円
〔制裁〕 サムソンズプライド号の騎手横山和生は，前検量の際に所定の検量時刻に遅れたことについて過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ジャイアントリープ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

24012 8月23日 晴 良 （26札幌2）第1日 第12競走 ��
��2，600�

し こ つ こ

支 笏 湖 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

賞 品
本 賞 14，700，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，470，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．8
2：37．3

良
良

57 ゴールドアクター 牡3青鹿54 吉田 隼人居城 要氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 478－ 22：44．2 1．8�
610 テイエムダイパワー 牡4栗 57 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 482＋ 42：44．41� 7．3�
46 スズカヴァンガード 	3栗 54 長岡 禎仁永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 466－ 4 〃 クビ 25．0�
34 ア ー カ イ ブ 牡5鹿 57 N．ローウィラー �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 482－ 62：44．82
 54．0�

（豪）

58 トニーポケット 牡5鹿 57 松田 大作藤田 浩一氏 矢作 芳人 新冠 ロイヤルファー
ム新冠支場 468－ 82：44．9
 47．0�

11 ディープストーリー 牝4青 55 三浦 皇成有限会社シルク藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 440± 0 〃 ハナ 7．7	
813 ディスキーダンス 牡3栗 54 勝浦 正樹 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 456＋ 6 〃 アタマ 15．4

45 ヤマイチパートナー 牡4栗 57 秋山真一郎坂本 肇氏 高橋 亮 新ひだか 猪野毛牧場 492－ 42：45．0� 6．9�
22 ダンディーズムーン 牡3鹿 54 福永 祐一田島 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 470± 02：45．31� 13．8�
69 ランフォージン 牡5黒鹿57 藤岡 康太 �社台レースホース高橋 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452－ 22：45．61� 94．8
33 アドマイヤネアルコ 牡6芦 57 和田 竜二近藤 利一氏 友道 康夫 新冠 秋田牧場 486± 0 〃 クビ 28．8�
712 カ ム フ ィ ー 牡5黒鹿57 四位 洋文清水 二朗氏 鈴木 康弘 池田 新田牧場 450－222：45．7クビ 29．3�
814 アドマイヤランディ 牡3栗 54 池添 謙一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 506－ 42：46．01� 87．0�
711 ブライトジェム 牡6栗 57 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 待兼牧場 492＋ 42：46．74 305．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，992，100円 複勝： 57，387，600円 枠連： 19，658，400円
馬連： 90，220，400円 馬単： 50，808，900円 ワイド： 44，896，700円
3連複： 112，947，400円 3連単： 200，321，900円 計： 617，233，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 130円 � 170円 � 410円 枠 連（5－6） 630円

馬 連 �� 780円 馬 単 �� 1，000円

ワ イ ド �� 280円 �� 910円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 4，940円 3 連 単 ��� 12，740円

票 数

単勝票数 計 409921 的中 � 174001（1番人気）
複勝票数 計 573876 的中 � 148340（1番人気）� 85356（2番人気）� 24784（8番人気）
枠連票数 計 196584 的中 （5－6） 24154（2番人気）
馬連票数 計 902204 的中 �� 88937（2番人気）
馬単票数 計 508089 的中 �� 37770（2番人気）
ワイド票数 計 448967 的中 �� 47871（1番人気）�� 11827（9番人気）�� 4975（26番人気）
3連複票数 計1129474 的中 ��� 17136（15番人気）
3連単票数 計2003219 的中 ��� 11397（24番人気）

ハロンタイム 13．2―12．9―13．5―13．7―12．7―13．1―13．2―12．7―12．3―12．0―11．7―11．4―11．8

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�
13．2―26．1―39．6―53．3―1：06．0―1：19．1―1：32．3―1：45．0―1：57．3―2：09．3―2：21．0―2：32．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→	」 上り4F46．9―3F34．9
1
�
10，7（6，5）（9，13）3（4，12）1（2，14）8－11・（10，7）（6，5）（9，13）（3，4）12，1，2（14，8）＝11

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

勝馬の
紹 介

ゴールドアクター �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 キョウワアリシバ デビュー 2013．11．24 東京7着

2011．5．18生 牡3青鹿 母 ヘイロンシン 母母 ハッピーヒエン 8戦3勝 賞金 43，867，000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。
（非抽選馬） 4頭 カンタベリーナイト号・セミニョン号・フィルハーマジック号・ルミナスレッド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（26札幌2）第1日 8月23日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 154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

181，090，000円
4，160，000円
9，520，000円
1，280，000円
16，240，000円
56，542，500円
4，004，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
266，161，100円
431，221，900円
151，320，700円
584，869，300円
342，633，000円
281，023，200円
750，783，500円
1，293，714，200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 4，101，726，900円

総入場人員 12，225名 （有料入場人員 11，190名）
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