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24061 9月7日 晴 良 （26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
1：29．3
1：29．3

良
良

46 シゲルヤブサメ 牡2黒鹿54 藤岡 康太森中 蕃氏 中村 均 新ひだか グランド牧場 448－121：31．9 27．2�
711 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± 01：32．22 25．0�
34 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 456－ 81：32．3� 5．7�
45 クリノテツマン 牡2栗 54

51 ▲小崎 綾也栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 堤 牧場 456＋101：32．61� 20．5�
33 ディープフォルツァ 牡2鹿 54 勝浦 正樹 �グリーンファーム安田 隆行 千歳 社台ファーム 422－ 21：32．81 1．3	
22 パレスヘイロー 牡2黒鹿54 秋山真一郎西村 豊氏 加藤 敬二 新ひだか 有限会社石川牧場 466± 01：33．01� 145．8

814 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 396－ 61：33．53 52．6�
813 タマモホットポット 牝2黒鹿54 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 406＋ 2 〃 ハナ 11．2
69 チャーミングマオ 牝2鹿 54 阪野 学森口�一郎氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 406＋ 61：33．81� 73．8�

（北海道）

11 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 444－ 4 〃 ハナ 48．0�

57 テイケイネクサス 牡2鹿 54 田中 博康兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 436－ 21：34．01� 293．8�
712 ケ ル ソ ン 牡2鹿 54 水口 優也山上 和良氏 西橋 豊治 浦河 信成牧場 480＋ 6 〃 クビ 232．5�
58 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± 01：34．31� 157．5�
610 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 474＋ 21：34．72� 26．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，704，400円 複勝： 92，658，600円 枠連： 9，379，500円
馬連： 33，912，900円 馬単： 27，437，500円 ワイド： 21，381，700円
3連複： 49，672，400円 3連単： 97，442，200円 計： 349，589，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，720円 複 勝 � 2，080円 � 1，170円 � 470円 枠 連（4－7） 7，030円

馬 連 �� 26，300円 馬 単 �� 50，310円

ワ イ ド �� 3，950円 �� 1，250円 �� 1，080円

3 連 複 ��� 29，630円 3 連 単 ��� 293，130円

票 数

単勝票数 計 177044 的中 � 5195（7番人気）
複勝票数 計 926586 的中 � 11133（7番人気）� 20430（4番人気）� 56319（2番人気）
枠連票数 計 93795 的中 （4－7） 1034（14番人気）
馬連票数 計 339129 的中 �� 999（34番人気）
馬単票数 計 274375 的中 �� 409（64番人気）
ワイド票数 計 213817 的中 �� 1351（31番人気）�� 4436（13番人気）�� 5206（8番人気）
3連複票数 計 496724 的中 ��� 1257（63番人気）
3連単票数 計 974422 的中 ��� 241（420番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．1―18．8―31．2―43．7―55．8―1：08．0―1：19．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

シゲルヤブサメ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2014．8．16 札幌8着

2012．1．21生 牡2黒鹿 母 ジャズカーニバル 母母 ウエイアウト 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔制裁〕 シゲルヤブサメ号の騎手藤岡康太は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番）
※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 ミュゼバトラー号
（非抽選馬） 1頭 レジェンドパワー号
※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。

24062 9月7日 晴 良 （26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

23 レンイングランド 牡2芦 54 中谷 雄太田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 498－ 61：11．0 7．4�
12 シャトルソニック 牡2鹿 54 吉田 隼人細谷 典幸氏 中川 公成 新冠 村上 欽哉 472－ 41：11．1� 15．2�
35 アルマクレヨン 牡2栗 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 池上 昌弘 新ひだか 静内酒井牧場 458－ 2 〃 クビ 9．9�
47 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 446＋221：11．31� 5．4�
24 ミュゼメルノワール 牡2芦 54 柴山 雄一髙橋 仁氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 454＋ 41：11．72� 3．0�
816 ペイシャランラン 牝2鹿 54 松岡 正海北所 直人氏 高橋 義博 様似 清水スタッド 440＋ 21：12．01	 78．7	
48 ネ ミ ッ サ 牝2青鹿54 津村 明秀岡田 牧雄氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 410－ 4 〃 クビ 12．5

36 ディープブルー 牡2青鹿 54

51 ▲小崎 綾也深見 敏男氏 五十嵐忠男 新ひだか 猪野毛牧場 426＋ 81：12．1クビ 41．7�
612 トリアンドルス 牝2栗 54 丸田 恭介ディアレスト 松山 将樹 浦河 小島牧場 448＋ 4 〃 クビ 27．5�
510 ニーマルボス 牡2黒鹿54 横山 和生板橋 秋氏 田村 康仁 新ひだか 山際セントラルスタッド 438＋ 21：12．2クビ 61．7
59 ゴットモーニング 牡2鹿 54 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 高橋フアーム 446＋ 41：12．3� 22．8�
611 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± 01：12．72� 264．4�
713 ポッドウェーブ 牝2芦 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 斎藤 誠 新ひだか 千代田牧場 420－ 21：13．12� 227．3�
11 ア ト リ エ 牝2栗 54 四位 洋文水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 432＋ 4 〃 アタマ 4．8�
815 プリンシアソーレ 牝2鹿 54

51 ▲井上 敏樹芳川 貴行氏 中川 公成 池田 小濱 正博 412＋ 21：13．84 272．8�
714 パパラヴズマンボ 牝2青鹿54 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 418－101：13．9クビ 147．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 16，197，800円 複勝： 26，698，400円 枠連： 10，392，000円
馬連： 29，774，100円 馬単： 18，255，500円 ワイド： 17，609，700円
3連複： 41，625，000円 3連単： 57，253，500円 計： 217，806，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 230円 � 510円 � 320円 枠 連（1－2） 520円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 9，260円

ワ イ ド �� 1，910円 �� 800円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 9，960円 3 連 単 ��� 69，410円

票 数

単勝票数 計 161978 的中 � 17373（4番人気）
複勝票数 計 266984 的中 � 33560（4番人気）� 12318（8番人気）� 21441（6番人気）
枠連票数 計 103920 的中 （1－2） 15420（2番人気）
馬連票数 計 297741 的中 �� 4803（22番人気）
馬単票数 計 182555 的中 �� 1478（38番人気）
ワイド票数 計 176097 的中 �� 2322（26番人気）�� 5845（8番人気）�� 3214（17番人気）
3連複票数 計 416250 的中 ��� 3133（37番人気）
3連単票数 計 572535 的中 ��� 598（248番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．4―11．8―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．4―46．2―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．6
3 1，5（3，14）（8，15）（2，6，12）（4，11，13）（7，10，16）9 4 ・（1，5）－3，8（2，14）（6，15）（4，12）（7，13，16）（11，10，9）

勝馬の
紹 介

レンイングランド �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2014．7．26 札幌9着

2012．4．13生 牡2芦 母 マリンフェスタ 母母 ロングチアーズ 3戦1勝 賞金 6，300，000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。
（非当選馬） 1頭 メッシュヘア号
（非抽選馬） 1頭 ベニイモン号

第２回 札幌競馬 第６日



24063 9月7日 晴 良 （26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

56 トワノトップガン 牝3栗 54 藤田 伸二永田 清男氏 土田 稔 新ひだか 三石橋本牧場 450－ 61：48．0 30．1�
33 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 466＋ 81：48．1� 6．0�
68 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 B474－ 21：48．2� 6．4�
711 トーセンクラウド 牝3栗 54 福永 祐一島川 �哉氏 大久保龍志 日高 有限会社 エ

スティファーム 466± 0 〃 クビ 1．6�
22 ゴールデンフェザー 牝3栗 54 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 服部 牧場 466－ 61：48．41� 68．3�
812 ノルウェーノモリ 牝3栗 54 村田 一誠嶋田 賢氏 大和田 成 日高 シンコーファーム 460＋101：48．5� 22．0	
44 ウインバレリーナ 牝3鹿 54 黛 弘人
ウイン 宮本 博 新冠 ビッグレッドファーム 416± 01：48．6クビ 27．0�
45 プレイフォーマザー 牝3鹿 54 吉田 隼人嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム 432＋ 61：48．7� 131．9�
69 エアジャモーサ 牝3栗 54 松田 大作 
ラッキーフィールド千田 輝彦 むかわ 上水牧場 446＋ 41：49．01� 20．8
57 セイウンコレット 牝3黒鹿54 阪野 学西山 茂行氏 鈴木 伸尋 日高 メイプルファーム 462－ 81：49．1クビ 15．7�

（北海道）

710 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± 01：49．31� 56．6�
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± 01：49．72� 18．2�
813 ハギノフェリス 牝3鹿 54 藤岡 康太安岡美津子氏 �島 一歩 浦河 村下 明博 430＋ 41：56．3大差 151．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，169，600円 複勝： 26，334，600円 枠連： 7，859，400円
馬連： 30，827，400円 馬単： 22，167，400円 ワイド： 18，763，200円
3連複： 41，418，400円 3連単： 67，860，900円 計： 235，400，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，010円 複 勝 � 420円 � 200円 � 220円 枠 連（3－5） 3，200円

馬 連 �� 5，650円 馬 単 �� 13，700円

ワ イ ド �� 1，540円 �� 2，110円 �� 540円

3 連 複 ��� 8，740円 3 連 単 ��� 88，320円

票 数

単勝票数 計 201696 的中 � 5344（9番人気）
複勝票数 計 263346 的中 � 13736（7番人気）� 37920（2番人気）� 33378（3番人気）
枠連票数 計 78594 的中 （3－5） 1901（13番人気）
馬連票数 計 308274 的中 �� 4224（19番人気）
馬単票数 計 221674 的中 �� 1213（42番人気）
ワイド票数 計 187632 的中 �� 3047（17番人気）�� 2188（25番人気）�� 9561（3番人気）
3連複票数 計 414184 的中 ��� 3554（30番人気）
3連単票数 計 678609 的中 ��� 557（261番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．7―43．5―56．4―1：09．2―1：22．1―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トワノトップガン �
�
父 マヤノトップガン �

�
母父 エルコンドルパサー デビュー 2013．9．29 中山中止

2011．5．5生 牝3栗 母 ローレルウィッチ 母母 マイサクセション 9戦1勝 賞金 6，440，000円
〔制裁〕 ホトトヤエ号の騎手津村明秀は，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：6番・5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハギノフェリス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年10月7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。

24064 9月7日 晴 良 （26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

33 リムショット 牡3栗 56 横山 和生松尾 正氏 藤原 辰雄 新ひだか 大塚牧場 462－ 21：47．1 49．1�
812 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 494＋ 61：47．42 11．7�
711 クリューサオール 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B524－ 41：47．5� 2．2�

44 ホッコーゴウケン 牡3栗 56 勝浦 正樹矢部 道晃氏 西浦 勝一 新冠 平山牧場 B458－ 2 〃 アタマ 5．8�
68 マルカブラン 牡3芦 56 藤田 伸二河長産業� 浜田多実雄 様似 猿倉牧場 494－ 41：47．71 37．5	
11 ハヤブサゴッド 牡3鹿 56 吉田 隼人武田 修氏 高柳 瑞樹 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 6 〃 クビ 7．6

45 ドリームエルダー 牡3栗 56 丸山 元気セゾンレースホース� 根本 康広 豊浦 飯原牧場 456－ 21：47．8� 16．2�
22 キングラナキラ 牡3鹿 56

53 ▲長岡 禎仁桑畑 �信氏 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 500＋ 21：47．9� 30．3
813 トウカイリーブル 牡3鹿 56 三浦 皇成内村 正則氏 栗田 博憲 浦河 松栄牧場 B466－ 21：49．39 15．6�
56 ショーファイア 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政 H.H．シェイク・モハメド 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 508－ 81：49．51� 21．4�

57 マコトヴォカシオン 牡3鹿 56 福永 祐一�ディアマント 矢作 芳人 様似 出口 繁夫 460＋ 61：49．6クビ 5．8�
710 フ ェ ン ガ リ 牡3栗 56 荻野 琢真一村 哲也氏 白井 寿昭 新ひだか 岡田スタツド 500± 01：50．34 448．9�
69 フ ユ ハ ナ ビ 牡3鹿 56 黛 弘人大久保與志雄氏 杉浦 宏昭 新冠 競優牧場 B444－ 81：50．93� 401．8�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，593，400円 複勝： 31，135，800円 枠連： 9，353，000円
馬連： 35，293，600円 馬単： 20，345，800円 ワイド： 20，857，400円
3連複： 45，799，000円 3連単： 67，229，600円 計： 250，607，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，910円 複 勝 � 830円 � 310円 � 150円 枠 連（3－8） 10，320円

馬 連 �� 25，070円 馬 単 �� 46，800円

ワ イ ド �� 6，760円 �� 2，340円 �� 630円

3 連 複 ��� 20，860円 3 連 単 ��� 257，890円

票 数

単勝票数 計 205934 的中 � 3355（11番人気）
複勝票数 計 311358 的中 � 7336（11番人気）� 23246（5番人気）� 72390（1番人気）
枠連票数 計 93530 的中 （3－8） 702（27番人気）
馬連票数 計 352936 的中 �� 1091（50番人気）
馬単票数 計 203458 的中 �� 326（98番人気）
ワイド票数 計 208574 的中 �� 759（51番人気）�� 2237（30番人気）�� 9112（5番人気）
3連複票数 計 457990 的中 ��� 1646（70番人気）
3連単票数 計 672296 的中 ��� 189（640番人気）

ハロンタイム 6．7―11．1―12．1―12．5―12．9―12．8―13．3―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―29．9―42．4―55．3―1：08．1―1：21．4―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リムショット �
�
父 フォーティナイナーズサン �

�
母父 エ ル ハ ー ブ デビュー 2013．11．17 福島3着

2011．5．2生 牡3栗 母 オハナチャン 母母 ダイワシヤトー 10戦1勝 賞金 9，650，000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 アイノデンドウシ号・ゴールデンスキトマ号・ソルシエシチー号



24065 9月7日 晴 良 （26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 ハッピーセーラー 牝3鹿 54 三浦 皇成小林 英一氏 石栗 龍彦 日高 出口牧場 476＋ 22：04．1 22．4�
714 サンドラバローズ 牝3鹿 54 福永 祐一猪熊 広次氏 池江 泰寿 洞�湖 レイクヴィラファーム 416＋ 8 〃 クビ 2．8�
35 ショウナンアトラス 牡3鹿 56 四位 洋文国本 哲秀氏 梅田 智之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486＋ 2 〃 ハナ 4．8�
815 レッドボルゲーゼ 牡3栗 56 横山 和生 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 454－ 4 〃 ハナ 25．2�
713 ストームインパクト 牡3鹿 56 菱田 裕二�G1レーシング 長浜 博之 安平 追分ファーム 466－ 22：04．2� 29．4�
36 グロリアスカフェ 牡3黒鹿56 藤田 伸二西川 光一氏 昆 貢 新ひだか 三石橋本牧場 B498＋ 22：04．3クビ 6．7	
12 シングンゴールド 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 416－ 2 〃 ハナ 42．2

48 プルママルカ 牡3栗 56 吉田 隼人 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム B496＋ 22：04．4	 9．5�
612 ウエスタンメグ 牝3黒鹿54 藤岡 康太西川 賢氏 藤岡 健一 新ひだか ウエスタンファーム 412＋ 6 〃 クビ 9．6
59 マーシャルシップ 牡3青鹿56 池添 謙一前田 幸治氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 476＋ 22：04．93 11．1�
611 パラプリュイ 牝3栗 54

51 ▲小崎 綾也永田 和彦氏 羽月 友彦 安平 ノーザンファーム 432＋ 22：05．0	 26．8�
24 ミレニアムソング 牝3栗 54

51 ▲長岡 禎仁下河辺隆行氏 吉村 圭司 日高 下河辺牧場 B530＋ 22：05．31� 183．2�
11 スペシャルフォース 牡3鹿 56 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 B506＋142：05．4クビ 43．5�
47 ワンダフルバディ 牝3芦 54 古川 吉洋堀川 三郎氏 飯田 雄三 登別 青藍牧場 426＋142：05．5	 164．7�
23 ノーワンズレシピ 牡3栗 56 勝浦 正樹 �コロンバスサークル 和田正一郎 千歳 社台ファーム 466＋ 22：06．24 191．5�
510 ディアメドゥーサ 牝3栗 54 秋山真一郎髙樽さゆり氏 西浦 勝一 新ひだか 片山牧場 B448± 02：08．2大差 43．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，698，300円 複勝： 36，302，200円 枠連： 15，553，500円
馬連： 44，257，900円 馬単： 25，952，500円 ワイド： 26，079，700円
3連複： 62，365，100円 3連単： 86，622，300円 計： 319，831，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，240円 複 勝 � 360円 � 150円 � 170円 枠 連（7－8） 1，210円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 7，120円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，440円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，730円 3 連 単 ��� 33，000円

票 数

単勝票数 計 226983 的中 � 8080（7番人気）
複勝票数 計 363022 的中 � 19605（7番人気）� 78277（1番人気）� 57542（2番人気）
枠連票数 計 155535 的中 （7－8） 9920（3番人気）
馬連票数 計 442579 的中 �� 13003（10番人気）
馬単票数 計 259525 的中 �� 2731（25番人気）
ワイド票数 計 260797 的中 �� 8211（8番人気）�� 4310（16番人気）�� 20511（1番人気）
3連複票数 計 623651 的中 ��� 12514（6番人気）
3連単票数 計 866223 的中 ��� 1903（82番人気）

ハロンタイム 12．6―10．6―11．9―12．4―12．8―13．2―13．0―12．5―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．2―35．1―47．5―1：00．3―1：13．5―1：26．5―1：39．0―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．6―3F37．6
1
3
10，6－4－（11，13）5－（2，14）（8，12）3，16，7，15，1，9・（10，6）5（4，11）（2，13，14）8（3，16，12）（7，15）9，1

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

勝馬の
紹 介

ハッピーセーラー �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 Danzig デビュー 2013．7．21 福島9着

2011．2．25生 牝3鹿 母 ブライドウッド 母母 Braiswick 17戦1勝 賞金 15，600，000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 エイシンルフィー号・クリノミユキチャン号・シャイニーパティオ号・ミキノブルーグラス号

24066 9月7日 晴 良 （26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 7，300，000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

710 アイナマーリエ 牝3鹿 53
50 ▲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± 0 59．6 22．0�

55 ノボキャビア 牝3栗 53 藤田 伸二�LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 472＋ 2 59．7� 15．7�
68 ディアゴッホ 牡3栗 55 柴山 雄一ディアレスト 高橋 裕 浦河 市正牧場 520＋ 8 59．91� 3．8�
33 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± 01：00．0� 20．4�
812 ピンクプリンセス 牝3芦 53

50 ▲小崎 綾也木村 久子氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 B500－ 41：00．1� 5．0�
811 サクラドラジェ 牝3黒鹿53 松田 大作�さくらコマース羽月 友彦 新ひだか 山田牧場 472＋201：00．31� 41．6	
22 コウヨウチャンス 牝4栗 55 古川 吉洋寺内 正光氏 古賀 慎明 浦河 谷川牧場 454＋10 〃 ハナ 32．2

56 	 アイディンビュー 牝4鹿 55 横山 和生米井 勝氏 的場 均 新ひだか 三木田牧場 478＋241：00．51� 163．7�
79 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 510＋ 81：00．71� 6．3�
11 サビーナクレスタ 
3鹿 55 丸田 恭介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 新ひだか 岡田スタツド 470－ 21：00．8� 67．4
44 サクラエルカミーノ 牡3鹿 55 三浦 皇成�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡スタット B476＋121：00．9� 11．2�
67 サトノプレシャス 牡4栗 57 福永 祐一里見 治氏 安田 隆行 日高 下河辺牧場 484± 01：01．11� 3．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 21，391，400円 複勝： 27，332，600円 枠連： 10，876，800円
馬連： 37，125，900円 馬単： 22，030，100円 ワイド： 19，372，400円
3連複： 44，907，600円 3連単： 71，694，600円 計： 254，731，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，200円 複 勝 � 420円 � 300円 � 150円 枠 連（5－7） 3，410円

馬 連 �� 12，490円 馬 単 �� 25，450円

ワ イ ド �� 4，170円 �� 1，360円 �� 1，310円

3 連 複 ��� 14，940円 3 連 単 ��� 117，590円

票 数

単勝票数 計 213914 的中 � 7769（8番人気）
複勝票数 計 273326 的中 � 13984（8番人気）� 21060（6番人気）� 59705（1番人気）
枠連票数 計 108768 的中 （5－7） 2466（11番人気）
馬連票数 計 371259 的中 �� 2303（36番人気）
馬単票数 計 220301 的中 �� 649（75番人気）
ワイド票数 計 193724 的中 �� 1166（40番人気）�� 3714（18番人気）�� 3860（15番人気）
3連複票数 計 449076 的中 ��� 2254（50番人気）
3連単票数 計 716946 的中 ��� 442（378番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．5―12．2―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―34．6―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイナマーリエ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2013．6．15 東京6着

2011．4．3生 牝3鹿 母 フジノバイオレット 母母 タケノコーリー 12戦2勝 賞金 14，150，000円
〔その他〕 サトノプレシャス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サトノプレシャス号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成26年10月7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 スイフトフォンテン号・マリナーズコンパス号



24067 9月7日 晴 良 （26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 7，300，000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
1：07．6
1：06．5

良
良

48 タカミツスズラン 牝3鹿 53 勝浦 正樹高橋 光雄氏 高橋 裕 日高 新井 弘幸 462＋ 41：10．3 10．2�
59 エクスパーシヴ 牝4鹿 55 菱田 裕二前原 敏行氏 牧浦 充徳 日高 長谷川牧場 472＋ 41：10．61� 28．5�
713 スーパーアース 牝4黒鹿55 黛 弘人岡田 牧雄氏 菊川 正達 様似 様似共栄牧場 460＋ 41：10．7� 20．9�
816 ケイアイヴァーゲ 牡4鹿 57 吉田 隼人亀田 和弘氏 白井 寿昭 浦河 日進牧場 454＋181：10．8� 16．4�
36 メイショウライナー 牡4鹿 57 藤岡 康太松本 好�氏 高橋 義忠 浦河 小島牧場 478＋ 4 〃 クビ 4．2�
47 ボンセジュール 牝3栗 53 秋山真一郎 	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 406－ 41：10．9	 20．1

23 ヒルノクオリア 牡4鹿 57 四位 洋文	ヒルノ 昆 貢 浦河 笠松牧場 466± 0 〃 アタマ 10．8�
35 プライマリーコード 牝3芦 53

50 ▲小崎 綾也 �キャロットファーム 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 464＋10 〃 クビ 7．9
24 シ ュ ウ ギ ン 牝4鹿 55 柴山 雄一山住 勲氏 高木 登 新ひだか 有限会社 レキ

シントンファーム 448－ 21：11．0� 33．0�
815 スマートレパード 
4栃栗57 福永 祐一大川 徹氏 安田 隆行 新ひだか 飛野牧場 492＋ 21：11．1クビ 3．2�
611 ホオポノポノ 牝4鹿 55

52 ▲城戸 義政松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ
ナル牧場 438± 0 〃 ハナ 30．1�

510 ユキノラムセス 牡7栗 57 池添 謙一井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 480－ 41：11．2� 38．5�
11 ウェイトアンドシー 牡3黒鹿55 松岡 正海岡田 牧雄氏 新開 幸一 浦河 高村牧場 496＋101：11．41� 16．2�
714� エーデルシュタイン 牝5黒鹿55 三浦 皇成岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 498＋ 4 〃 ハナ 56．1�
612 タオルチャン 牝4栗 55 水口 優也加藤 信之氏 土田 稔 浦河 岡本牧場 440＋141：11．5クビ 219．1�
12 エ ク ス シ ア 牝3鹿 53

50 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 410± 0 〃 クビ 36．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，288，900円 複勝： 31，505，100円 枠連： 15，197，300円
馬連： 39，595，700円 馬単： 21，790，800円 ワイド： 23，009，500円
3連複： 51，459，300円 3連単： 72，414，600円 計： 276，261，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 240円 � 720円 � 480円 枠 連（4－5） 4，590円

馬 連 �� 16，760円 馬 単 �� 28，520円

ワ イ ド �� 4，500円 �� 1，660円 �� 6，830円

3 連 複 ��� 66，880円 3 連 単 ��� 369，720円

票 数

単勝票数 計 212889 的中 � 16670（4番人気）
複勝票数 計 315051 的中 � 41029（3番人気）� 10207（12番人気）� 16283（6番人気）
枠連票数 計 151973 的中 （4－5） 2563（20番人気）
馬連票数 計 395957 的中 �� 1830（61番人気）
馬単票数 計 217908 的中 �� 573（102番人気）
ワイド票数 計 230095 的中 �� 1308（60番人気）�� 3647（15番人気）�� 858（74番人気）
3連複票数 計 514593 的中 ��� 577（227番人気）
3連単票数 計 724146 的中 ��� 142（1224番人気）

ハロンタイム 12．5―10．6―11．4―12．1―11．9―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．1―34．5―46．6―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タカミツスズラン �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マイネルラヴ デビュー 2013．8．3 函館1着

2011．6．29生 牝3鹿 母 イーサンラヴ 母母 アイティーシャイン 9戦2勝 賞金 19，030，000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 ビービーブレイン号・マイネルグリプス号

24068 9月7日 晴 良 （26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 7，300，000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

711 ハヤブサペコチャン 牝4栗 55 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B466－ 21：47．0 2．1�
44 ダブルファンタジー 牝4栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 高橋 文雅 浦河 辻 牧場 490－ 4 〃 アタマ 15．1�
813 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 522＋ 2 〃 ハナ 6．1�
710 コスモソーク 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 日高 旭 牧場 546± 01：47．1� 17．1�
69 ニホンピロバロン 牡4栗 57 秋山真一郎小林百太郎氏 田所 秀孝 新ひだか 福岡 清 480＋ 61：47．2� 13．2�
68 イノセンテス 牡3鹿 54

51 ▲小崎 綾也小河 一	氏 野中 賢二 平取 清水牧場 466－ 2 〃 ハナ 16．2

11 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 528－ 41：47．3� 54．7�
45 � ホクレアポパイ �5黒鹿57 柴山 雄一萱場 博史氏 水野 貴広 新ひだか 岡田牧場 418－ 41：47．51� 139．8�
22 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 558＋101：47．6� 4．2
812 フィールザロマンス 牝4黒鹿55 花田 大昂坂田 行夫氏 土田 稔 むかわ 平岡牧場 460± 01：47．81	 64．8�
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 B478＋ 21：48．11
 282．5�
33 ワンダーブラザウン 牡4栗 57 藤田 伸二山本 信行氏 松永 幹夫 浦河 大島牧場 476＋101：48．31 23．9�
57 ジューヴルエール 牡4黒鹿57 藤岡 康太有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B480± 01：48．62 26．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 22，500，000円 複勝： 29，316，100円 枠連： 10，985，300円
馬連： 41，301，600円 馬単： 24，458，700円 ワイド： 20，499，600円
3連複： 51，183，700円 3連単： 85，542，400円 計： 285，787，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 240円 � 180円 枠 連（4－7） 1，160円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 2，020円

ワ イ ド �� 450円 �� 290円 �� 1，160円

3 連 複 ��� 2，410円 3 連 単 ��� 10，650円

票 数

単勝票数 計 225000 的中 � 84120（1番人気）
複勝票数 計 293161 的中 � 75052（1番人気）� 24851（5番人気）� 38545（3番人気）
枠連票数 計 109853 的中 （4－7） 7337（4番人気）
馬連票数 計 413016 的中 �� 22033（4番人気）
馬単票数 計 244587 的中 �� 9079（6番人気）
ワイド票数 計 204996 的中 �� 11506（4番人気）�� 20118（1番人気）�� 4025（15番人気）
3連複票数 計 511837 的中 ��� 15914（5番人気）
3連単票数 計 855424 的中 ��� 5820（17番人気）

ハロンタイム 7．0―11．3―12．5―12．6―12．4―12．2―12．5―12．9―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．8―43．4―55．8―1：08．0―1：20．5―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサペコチャン �
�
父 アグネスタキオン �

�
母父 Miswaki デビュー 2012．6．24 函館3着

2010．1．26生 牝4栗 母 アイチェックユー 母母 Joan’s Gift 23戦3勝 賞金 46，100，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の9頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スペクタキュラー号
（非抽選馬） 8頭 カウンターハッセキ号・キセキノチャンス号・クリノプリムラ号・ショウナンアポロン号・ショウナンアンカー号・

デスティニーシチー号・モエレベローチェ号・リライブナカヤマ号



24069 9月7日 晴 良 （26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 7，300，000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
1：45．7
1：43．9

良
良

45 ガリバルディ 牡3鹿 54 福永 祐一 �社台レースホース藤原 英昭 千歳 社台ファーム 490－ 21：50．2 1．4�
11 シングンジョーカー 牡3黒鹿54 藤田 伸二伊坂 重憲氏 高市 圭二 新冠 ヒカル牧場 466＋ 41：50．41� 6．2�
610	 ノアミラクル 牡4鹿 57 松田 大作佐山 公男氏 天間 昭一 日高 細川牧場 452－121：51．03
 66．8�
712 ピサノベッテル 牝5黒鹿 55

52 ▲小崎 綾也市川 義美氏 安達 昭夫 新ひだか フジワラフアーム 458－ 21：51．1
 15．5�
46 ウインリバティ 牝3黒鹿52 松岡 正海�ウイン 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 448＋ 61：51．2
 8．6	
58 ヴィンセンツイヤー 牡3栗 54 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 480＋12 〃 クビ 242．6

33 レッドルシアン 牝3栗 52 三浦 皇成 �東京ホースレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 442＋221：51．41� 21．1�
814 マ デ ュ ー ロ 牡4鹿 57 四位 洋文多田 信尊氏 藤沢 和雄 日高 増尾牧場 492－ 21：51．5
 34．1�
22 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 440＋ 6 〃 アタマ 31．5
57 ハプスブルク 牡4鹿 57

54 ▲長岡 禎仁片山 博志氏 佐藤 吉勝 新ひだか 片岡牧場 466＋141：51．6
 172．2�
34 コスモレヴァータ 牡3鹿 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 小野 次郎 新冠 長浜 秀昭 458＋101：51．7
 112．1�
711 ヤマニンシバルリー 牡6青鹿57 藤岡 康太土井 肇氏 河内 洋 新冠 錦岡牧場 484－ 4 〃 クビ 58．2�
813 ライフトップガン 牡4鹿 57 池添 謙一谷岡 正次氏 角田 晃一 新ひだか 谷岡 正次 476－ 81：51．8� 19．9�
69 �	 アンカジャポニカ 牝4黒鹿 55

52 ▲井上 敏樹岡田 牧雄氏 栗田 徹 愛 Tinnakill, M. Sad-
lier & A. Byrne 444± 01：52．22
 255．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，630，100円 複勝： 79，603，400円 枠連： 14，832，700円
馬連： 53，521，100円 馬単： 38，721，100円 ワイド： 28，872，800円
3連複： 70，629，300円 3連単： 153，586，600円 計： 468，397，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 180円 � 760円 枠 連（1－4） 370円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，340円 �� 4，210円

3 連 複 ��� 6，710円 3 連 単 ��� 15，070円

票 数

単勝票数 計 286301 的中 � 159436（1番人気）
複勝票数 計 796034 的中 � 549964（1番人気）� 49550（3番人気）� 7410（9番人気）
枠連票数 計 148327 的中 （1－4） 30285（1番人気）
馬連票数 計 535211 的中 �� 89467（1番人気）
馬単票数 計 387211 的中 �� 47432（2番人気）
ワイド票数 計 288728 的中 �� 34485（2番人気）�� 5052（18番人気）�� 1545（35番人気）
3連複票数 計 706293 的中 ��� 7887（22番人気）
3連単票数 計1535866 的中 ��� 7385（46番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―12．3―12．3―12．4―12．6―12．3―12．0―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．8―49．1―1：01．5―1：14．1―1：26．4―1：38．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ガリバルディ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Zafonic デビュー 2013．8．3 新潟2着

2011．2．7生 牡3鹿 母 シ ェ ン ク 母母 Buckwig 7戦2勝 賞金 33，722，000円

24070 9月7日 晴 良 （26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 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
1：09．5
1：07．8

良
良

815 ペイシャオブロー 牡2鹿 54 丹内 祐次北所 直人氏 菅原 泰夫 平取 二風谷ファーム 486＋ 41：10．8 67．7�
814 ヤマカツエース 牡2栗 54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 480± 0 〃 クビ 9．4�
58 トロピカルガーデン 牝2鹿 54 三浦 皇成田頭 勇貴氏 武藤 善則 新ひだか 金 宏二 466＋ 41：10．9� 26．8�
34 	 サダムリスペクト 牡2鹿 54 阪野 学大西美生子氏 堂山 芳則 新ひだか 神垣 道弘 426－ 61：11．21� 33．8�

（北海道） （北海道）

35 シンフォニア 牝2栗 54 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 478＋ 21：11．41
 1．8�
11 	 ブライトギャル 牝2栗 54 佐々木国明泉 俊二氏 若松 平 日高 木村牧場 440＋ 41：11．5� 46．7�

（北海道） （北海道）

712 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 452－ 61：11．6クビ 29．1	
23 	 ティーズアライズ 牝2栗 54 松井 伸也立山 伸二氏 小野 望 浦河 杵臼牧場 436＋ 2 〃 クビ 109．2


（北海道） （北海道）

611 リターンストローク 牡2鹿 54 吉田 隼人 �スピードファーム和田 正道 新ひだか 土田 和男 496＋ 21：11．91� 17．0�
22 	 ウ ー ル ー ズ 牝2鹿 54 井上 俊彦村田 繁實氏 林 和弘 新冠 村田牧場 418－ 41：12．22 252．6

（北海道） （北海道）

47 � イ ズ モ 牡2栗 54 福永 祐一田畑 利彦氏 矢作 芳人 米 Clearsky
Farms 464＋ 21：12．3クビ 8．6�

46 	 アオジャシン 牡2芦 54 服部 茂史�下河辺牧場 田中 淳司 日高 下河辺牧場 458＋ 21：12．62 68．0�
（北海道） （北海道）

610 ハタノガイスト 牡2鹿 54 柴山 雄一 �グッドラック・ファーム 小島 太 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 420＋121：13．45 9．3�

713 ココロノママニ 牝2黒鹿54 松岡 正海�ミルファーム 高市 圭二 新ひだか 泊 寿幸 416－ 41：13．72 34．0�
59 タマモクラリティー 牝2鹿 54 藤岡 康太タマモ� 中竹 和也 新ひだか 曾我 博 444＋ 61：14．01� 8．5�

（15頭）

売 得 金
単勝： 32，243，600円 複勝： 36，972，200円 枠連： 16，521，200円
馬連： 62，695，800円 馬単： 40，991，900円 ワイド： 30，891，900円
3連複： 77，073，700円 3連単： 142，146，600円 計： 439，536，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，770円 複 勝 � 1，250円 � 300円 � 570円 枠 連（8－8） 16，800円

馬 連 �� 17，160円 馬 単 �� 45，880円

ワ イ ド �� 4，410円 �� 9，580円 �� 1，950円

3 連 複 ��� 92，190円 3 連 単 ��� 691，650円

票 数

単勝票数 計 322436 的中 � 3805（12番人気）
複勝票数 計 369722 的中 � 7022（12番人気）� 36631（4番人気）� 16819（8番人気）
枠連票数 計 165212 的中 （8－8） 762（28番人気）
馬連票数 計 626958 的中 �� 2830（43番人気）
馬単票数 計 409919 的中 �� 670（95番人気）
ワイド票数 計 308919 的中 �� 1798（45番人気）�� 821（65番人気）�� 4152（20番人気）
3連複票数 計 770737 的中 ��� 627（179番人気）
3連単票数 計1421466 的中 ��� 149（1098番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．6―12．1―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―34．2―46．3―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャオブロー �
�
父 ルールオブロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2014．7．12 函館7着

2012．3．12生 牡2鹿 母 ダンスレッスン 母母 スーパーアイドル 4戦2勝 賞金 20，329，000円
〔制裁〕 サダムリスペクト号の騎手阪野学は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番・11番・3番・7

番）
ヤマカツエース号の騎手池添謙一は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金30，000円。

〔その他〕 タマモクラリティー号は，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。
※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7日 晴 良 （26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，25．8．31以降26．8．31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 22，000，000円 8，800，000円 5，500，000円 3，300，000円 2，200，000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
2：38．8
2：37．3

良
良

69 タマモベストプレイ 牡4栗 55 津村 明秀タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 476± 02：43．2 3．8�
610 サトノシュレン 牡6黒鹿53 秋山真一郎里見 治氏 村山 明 浦河 昭和牧場 486－ 4 〃 クビ 17．3�
712� サクラボールド 牡7栗 53 横山 和生�さくらコマース菊沢 隆徳 新ひだか 谷岡牧場 468－ 22：43．52 11．4�
45 マイネルジェイド 牡4鹿 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 コスモヴューファーム 452＋ 22：43．6クビ 25．8�
58 マイネルサンオペラ 牡4栗 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 尾関 知人 日高 春木 昭雄 480＋10 〃 ハナ 24．2�
814 サイレントメロディ 牡7青 56 吉田 隼人 	社台レースホース国枝 栄 千歳 社台ファーム 496＋ 62：43．81� 15．5

33 サイモントルナーレ 牡8栗 52 丸田 恭介澤田 昭紀氏 田中 清隆 日高 ヤナガワ牧場 462＋ 22：43．9クビ 50．4�
46 モ ビ ー ル 牡6鹿 52 勝浦 正樹吉田 照哉氏 武市 康男 千歳 社台ファーム 472－ 4 〃 ハナ 6．8�
34 スズカデヴィアス 牡3黒鹿50 小崎 綾也永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 492＋ 22：44．0	 5．7
11 ミッキーパンプキン 牡8鹿 54 三浦 皇成野田みづき氏 牧田 和弥 追分 追分ファーム 452± 0 〃 クビ 27．7�
813 フラアンジェリコ 牡6栗 54 柴山 雄一 	サンデーレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 506± 0 〃 ハナ 25．0�
57 フミノヤマビコ 牡7鹿 51 長岡 禎仁谷 二氏 西浦 勝一 浦河 斉藤英牧場 B486－ 62：44．1� 61．8�
22 
 シャドウパーティー 牡5鹿 53 福永 祐一飯塚 知一氏 堀 宣行 愛 Lodge

Park Stud 494－ 42：44．52� 6．0�
711 アドマイヤバラード 牡5栗 53 四位 洋文近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 530＋ 22：44．6クビ 9．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，079，700円 複勝： 71，018，200円 枠連： 42，789，700円
馬連： 193，657，400円 馬単： 84，476，600円 ワイド： 74，192，100円
3連複： 270，647，600円 3連単： 410，967，700円 計： 1，195，829，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 170円 � 510円 � 280円 枠 連（6－6） 4，990円

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 7，450円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 930円 �� 3，950円

3 連 複 ��� 18，600円 3 連 単 ��� 81，470円

票 数

単勝票数 計 480797 的中 � 99281（1番人気）
複勝票数 計 710182 的中 � 131704（1番人気）� 29799（9番人気）� 63725（5番人気）
枠連票数 計 427897 的中 （6－6） 6636（21番人気）
馬連票数 計1936574 的中 �� 28897（19番人気）
馬単票数 計 844766 的中 �� 8501（27番人気）
ワイド票数 計 741921 的中 �� 10319（21番人気）�� 21250（10番人気）�� 4697（52番人気）
3連複票数 計2706476 的中 ��� 10910（72番人気）
3連単票数 計4109677 的中 ��� 3657（269番人気）

ハロンタイム 13．0―11．6―12．4―13．0―12．8―13．7―13．3―12．3―12．2―11．9―12．2―12．1―12．7

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�
13．0―24．6―37．0―50．0―1：02．8―1：16．5―1：29．8―1：42．1―1：54．3―2：06．2―2：18．4―2：30．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→�」 上り4F48．9―3F37．0
1
�
10－14－9，11（1，4，13）5（2，6，7）（3，12）－8
10，14，9，1（3，11）（2，4，5，13）12（8，6，7）

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

勝馬の
紹 介

タマモベストプレイ �
�
父 フ ジ キ セ キ �

�
母父 ノーザンテースト デビュー 2012．10．20 京都1着

2010．2．28生 牡4栗 母 ホットプレイ 母母 ダイナホツト 17戦4勝 賞金 148，019，000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 エーシングングン号

24072 9月7日 晴 良 （26札幌2）第6日 第12競走
ウインズ釧路開設30周年記念

��
��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 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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

812 サンバビーン 牝4鹿 55 城戸 義政岡田 隆寛氏 石栗 龍彦 新ひだか 岡田牧場 488＋ 41：45．4 20．3�
68 トミケンユークアイ �5黒鹿57 古川 吉洋冨樫 賢二氏 水野 貴広 浦河 バンブー牧場 482＋ 21：45．61 5．2�
33 シグナルプロシード 牡4鹿 57 勝浦 正樹髙樽さゆり氏 高橋 義忠 新ひだか 元道牧場 522＋ 81：46．02	 4．4�
57 アーサーバローズ 牡5栗 57 菱田 裕二猪熊 広次氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 472－ 61：46．42	 73．8�
44 セフティーエムアイ 牡3鹿 54 藤岡 康太池田 實氏 小野 幸治 日高 沖田牧場 476＋ 61：46．71
 7．2�
11 スワンボート 牡4鹿 57 丹内 祐次田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 浦河 オンワード牧場 464－ 61：46．91 35．2�
711 メイショウオオカゼ 牡4黒鹿57 丸山 元気松本 好雄氏 南井 克巳 浦河（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 21：47．0
 12．1	
813 イーグルカザン 牡6鹿 57 中谷 雄太山田 裕仁氏 伊藤 大士 様似 山本 和彦 516－ 41：47．21� 74．0

22 メイショウドゥーマ 牡4黒鹿57 松田 大作松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 2 〃 ハナ 8．7�
710� フォンテーヌブロー 牡6黒鹿57 吉田 隼人村野 康司氏 畠山 吉宏 新ひだか 岡田スタツド 506＋ 8 〃 ハナ 124．5
56 ハヤブサフィーバー 牡5栗 57 丸田 恭介武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B494± 0 〃 ハナ 41．3�
45 カネコメオスター 牡3栗 54 小崎 綾也髙岡 義雄氏 矢野 英一 新ひだか 藤沢牧場 490± 01：48．47 48．2�
69 ワイルドドラゴン 牡4鹿 57 福永 祐一窪田 康志氏 二ノ宮敬宇 千歳 社台ファーム 526＋ 81：49．35 2．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，837，900円 複勝： 55，301，300円 枠連： 23，512，300円
馬連： 102，407，000円 馬単： 50，239，300円 ワイド： 45，667，500円
3連複： 125，396，500円 3連単： 215，234，200円 計： 655，596，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 510円 � 180円 � 180円 枠 連（6－8） 1，610円

馬 連 �� 5，100円 馬 単 �� 14，830円

ワ イ ド �� 1，560円 �� 2，290円 �� 520円

3 連 複 ��� 9，890円 3 連 単 ��� 78，490円

票 数

単勝票数 計 378379 的中 � 14870（7番人気）
複勝票数 計 553013 的中 � 21340（7番人気）� 91523（2番人気）� 88723（3番人気）
枠連票数 計 235123 的中 （6－8） 11278（7番人気）
馬連票数 計1024070 的中 �� 15546（16番人気）
馬単票数 計 502393 的中 �� 2540（40番人気）
ワイド票数 計 456675 的中 �� 7316（17番人気）�� 4892（21番人気）�� 24059（5番人気）
3連複票数 計1253965 的中 ��� 9500（30番人気）
3連単票数 計2152342 的中 ��� 1988（232番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．1―30．8―43．7―56．0―1：07．6―1：19．8―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンバビーン �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ティッカネン デビュー 2012．11．18 京都10着

2010．5．5生 牝4鹿 母 カーリービッド 母母 カーフィリィ 11戦3勝 賞金 29，515，000円
［他本会外：1戦1勝］

※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 マイネルマルシェ号
（非抽選馬） 4頭 アルセーヌシチー号・コクリュウノマイ号・メイショウスミトモ号・ロゼッタストーン号

３レース目



（26札幌2）第6日 9月7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 169頭 本 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

199，040，000円
6，000，000円
1，390，000円
18，160，000円
61，551，000円
4，394，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
309，335，100円
544，178，500円
187，252，700円
704，370，400円
396，867，200円
347，197，500円
932，177，600円
1，527，995，200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 4，949，374，200円

総入場人員 32，268名 （有料入場人員 ）



平成26年度 第2回札幌競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 936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

1，285，000，000円
6，240，000円
48，140，000円
11，060，000円
116，080，000円
341，035，500円
25，084，000円
8，985，600円

勝馬投票券売得金
2，087，932，300円
3，346，989，600円
1，147，028，800円
5，110，095，700円
2，853，987，400円
2，258，482，600円
6，602，711，700円
12，143，489，100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 35，550，717，200円

総入場延人員 141，637名 （有料入場延人員 100，409名）
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