
24049 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第1競走 ��
��1，700�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．9

稍重
稍重

11 ハヤブサレジェンド 牡2黒鹿54 C．ルメール 武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 494＋ 21：45．7 1．1�
58 ワンダーツー 牡2鹿 54 勝浦 正樹山口 裕介氏 田村 康仁 新ひだか 静内坂本牧場 504± 01：47．08 27．2�
46 ブロンズケイ 牡2黒鹿 54

51 ▲横山 武史畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 496± 01：47．53 39．1�
45 トーセンヴィータ 牡2青鹿 54

53 ☆木幡 初也島川 �哉氏 古賀 慎明 日高 有限会社 エ
スティファーム 522＋ 81：47．71 30．4�

813 メイショウタイシ 牡2栗 54 蛯名 正義松本 好雄氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 476－ 4 〃 アタマ 28．1�
57 リアルハニー 牝2栗 54 岩田 康誠湊 義明氏 大竹 正博 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 450－ 61：48．65 23．0	
610 ペイシャスター 牝2黒鹿54 横山 和生北所 直人氏 土田 稔 新ひだか 飯岡牧場 474－ 41：48．7クビ 132．2

814 ウインタイムリープ 牝2鹿 54 菱田 裕二�ウイン 飯田 雄三 浦河 浦河小林牧場 452＋121：49．44 130．1�
22 サムライロード 牡2黒鹿54 松田 大作�KTレーシング 栗田 徹 日高 日高大洋牧場 462± 01：49．82� 33．3
69 ア ル ド ー レ 牡2栗 54 四位 洋文安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 472＋ 81：50．22� 28．3�
33 クローバーレッド 牝2鹿 54 国分 恭介�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 山際 智 454－ 41：50．3� 121．1�
34 ピ ワ 牝2鹿 54 古川 吉洋北山 敏�氏 崎山 博樹 浦河 ヒダカフアーム 428＋ 81：52．3大差 287．3�
712 ペイシャジャン 牡2鹿 54

53 ☆城戸 義政北所 直人氏 吉田 直弘 様似 清水スタッド 482－ 4 （競走中止） 242．8�
（13頭）

711 ビビッドプルメージ 牡2青鹿54 松岡 正海 �コスモヴューファーム 水野 貴広 新冠 コスモヴューファーム 460＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，271，100円 複勝： 106，356，300円 枠連： 9，432，600円
馬連： 33，294，100円 馬単： 26，515，800円 ワイド： 26，848，900円
3連複： 47，935，200円 3連単： 92，649，000円 計： 379，303，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 110円 複 勝 � 100円 � 180円 � 320円 枠 連（1－5） 310円

馬 連 �� 450円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 230円 �� 410円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 1，470円 3 連 単 ��� 3，350円

票 数

単勝票数 差引計 362711（返還計 2063） 的中 � 279554（1番人気）
複勝票数 差引計1063563（返還計 5259） 的中 � 875144（1番人気）� 35876（3番人気）� 14796（8番人気）
枠連票数 差引計 94326（返還計 74） 的中 （1－5） 23492（1番人気）
馬連票数 差引計 332941（返還計 12672） 的中 �� 56947（1番人気）
馬単票数 差引計 265158（返還計 10218） 的中 �� 37180（1番人気）
ワイド票数 差引計 268489（返還計 13193） 的中 �� 35007（1番人気）�� 16171（6番人気）�� 5584（10番人気）
3連複票数 差引計 479352（返還計 42495） 的中 ��� 24446（4番人気）
3連単票数 差引計 926490（返還計 78717） 的中 ��� 20050（4番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―12．3―12．4―12．5―12．0―12．5―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．3―42．7―55．2―1：07．2―1：19．7―1：32．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハヤブサレジェンド �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．6．4 東京5着

2015．2．8生 牡2黒鹿 母 イチゴイチエ 母母 アイチェックユー 3戦1勝 賞金 7，700，000円
〔競走除外〕 ビビッドプルメージ号は，馬場入場後に放馬。疲労が著しいため競走除外。
〔競走中止〕 ペイシャジャン号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため1コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ペイシャレイズ号

24050 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第2競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走10時25分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
2：04．2
1：59．8

稍重
良

22 マイハートビート 牡2鹿 54 C．ルメール 三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 444－ 62：05．2 4．0�
78 サヤカチャン 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 444－ 42：05．62� 11．5�
66 ゴールドフラッグ 牡2黒鹿54 岩田 康誠合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B492－ 4 〃 クビ 2．3�
77 ユニオンローズ 牡2鹿 54 松岡 正海�山紫水明 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 452＋ 42：06．55 3．4�
11 ヒ ダ ル マ 牡2鹿 54 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 新冠 ハクツ牧場 452－ 22：06．82 28．0	
44 クリノカポネ 牡2鹿 54 藤岡 佑介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 456＋ 42：07．22� 24．1

33 パワースピネル 牝2鹿 54

53 ☆井上 敏樹田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 増本牧場 434＋ 2 〃 アタマ 26．4�
55 タガノロッソ 牡2鹿 54 中井 裕二八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 468－ 62：07．3クビ 98．3�
89 トーセンアスター 牝2黒鹿54 黛 弘人島川 �哉氏 池上 昌和 日高 有限会社 エ

スティファーム 438＋ 42：08．15 156．6
810 ドナキンバリー 牝2栗 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 438－ 42：09．16 121．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 18，687，000円 複勝： 28，340，300円 枠連： 5，645，300円
馬連： 28，506，800円 馬単： 18，272，800円 ワイド： 19，227，200円
3連複： 40，090，700円 3連単： 69，370，900円 計： 228，141，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 150円 � 160円 � 110円 枠 連（2－7） 550円

馬 連 �� 1，800円 馬 単 �� 3，150円

ワ イ ド �� 510円 �� 210円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 8，960円

票 数

単勝票数 計 186870 的中 � 39203（3番人気）
複勝票数 計 283403 的中 � 38034（3番人気）� 33364（4番人気）� 100415（1番人気）
枠連票数 計 56453 的中 （2－7） 7899（3番人気）
馬連票数 計 285068 的中 �� 12259（6番人気）
馬単票数 計 182728 的中 �� 4341（9番人気）
ワイド票数 計 192272 的中 �� 8510（6番人気）�� 27502（2番人気）�� 11878（4番人気）
3連複票数 計 400907 的中 ��� 25095（3番人気）
3連単票数 計 693709 的中 ��� 5608（29番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．5―50．8―1：03．4―1：15．8―1：28．1―1：40．4―1：52．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイハートビート �
�
父 ゼンノロブロイ �

�
母父 Intikhab デビュー 2017．8．20 札幌4着

2015．3．5生 牡2鹿 母 ト ゥ ー ピ ー 母母 Turpitude 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔発走状況〕 トーセンアスター号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 タガノロッソ号の騎手中井裕二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第２回 札幌競馬 第５日



24051 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 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

33 メモリーフェイス 牝3鹿 54 池添 謙一�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 谷川牧場 526＋ 41：46．5 1．3�
814 クリスタルバブルス 牡3黒鹿56 岩田 康誠 Him Rock Racing 加用 正 日高 タバタファーム B454＋ 2 〃 アタマ 8．4�
22 ベルメーリャ 牝3鹿 54 菱田 裕二吉田 安惠氏 森田 直行 安平 追分ファーム 542＋ 21：47．24 17．1�
58 モーリーファ 牝3黒鹿54 丸山 元気 �シルクレーシング 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：47．73 33．2�
11 ハ レ カ イ 牡3栗 56 勝浦 正樹�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋ 2 〃 クビ 7．9	
69 ア キ ラ 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星薪浦 英稔氏 吉村 圭司 新ひだか 秋田育成牧場 466－ 2 〃 ハナ 56．3

610 カ リ エ ラ 牝3栗 54 吉田 隼人�谷岡牧場 杉山 晴紀 新ひだか 谷岡牧場 460± 01：47．91� 52．7�
813 コーリンマカロン 牝3栗 54 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 480± 01：48．21� 68．4�
46 ストレンジャー 牡3黒鹿56 松田 大作�KTレーシング 奥村 武 新冠 的場牧場 466－121：48．3クビ 216．3
712 アテンソード 牡3鹿 56 酒井 学齊藤 直信氏 谷 潔 浦河 吉田 又治 432＋ 41：48．4� 306．0�
57 シ ロ イ バ ラ 牡3栗 56

53 ▲横山 武史�和田牧場 和田 正道 日高 スマイルファーム 464－181：48．5� 66．1�
711 ベルウッドデナリ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也鈴木 照雄氏 本間 忍 新ひだか 岡田スタツド 490＋ 61：48．6� 17．7�
34 エスペレラヴニール 牝3鹿 54 原田 和真藤井 亮輔氏 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム B442－ 81：48．81� 41．1�
45 ブライトゴールド 牡3栗 56 藤岡 康太山田 弘氏 宮 徹 新冠 飛渡牧場 510＋181：49．54 106．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 19，089，300円 複勝： 77，962，200円 枠連： 7，652，300円
馬連： 28，340，700円 馬単： 21，688，200円 ワイド： 22，120，400円
3連複： 42，889，500円 3連単： 74，996，800円 計： 294，739，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 170円 � 250円 枠 連（3－8） 400円

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 540円

ワ イ ド �� 230円 �� 310円 �� 950円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 2，910円

票 数

単勝票数 計 190893 的中 � 114891（1番人気）
複勝票数 計 779622 的中 � 592362（1番人気）� 38157（3番人気）� 19370（5番人気）
枠連票数 計 76523 的中 （3－8） 14791（1番人気）
馬連票数 計 283407 的中 �� 49003（2番人気）
馬単票数 計 216882 的中 �� 29807（2番人気）
ワイド票数 計 221204 的中 �� 27596（2番人気）�� 18441（3番人気）�� 5001（12番人気）
3連複票数 計 428895 的中 ��� 24425（3番人気）
3連単票数 計 749968 的中 ��� 18621（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．5―30．8―43．5―56．0―1：08．5―1：20．9―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F38．0
1
3
3（4，14）10（2，13）9（6，7，12）（1，11）8，5
3，14（4，10，13）（2，11）（12，8）（6，9）7，1－5

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

勝馬の
紹 介

メモリーフェイス �
�
父 エンパイアメーカー �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2017．2．18 京都4着

2014．4．3生 牝3鹿 母 シルカズギフト 母母 Odette 10戦1勝 賞金 19，950，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 サンレイトピック号・メイショウオオヨド号

24052 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時25分 （芝・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

12 パールズベスト 牝3青鹿54 福永 祐一谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 450－ 41：10．7 3．7�
47 デンコウアリオン 牡3鹿 56 池添 謙一田中 康弘氏 本田 優 様似 中脇 一幸 472－ 61：10．8� 3．5�
713 スマートサクソン 牝3芦 54 藤岡 佑介大川 徹氏 浅見 秀一 新冠

スマートプロジェク
トインコーポレイ
テッド株式会社 486＋ 21：11．11� 10．9�

23 ミステリーモリオン 牡3鹿 56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 新ひだか 中橋 正 470－ 41：11．31 8．7�
510 アドマイヤホルン 牝3栗 54 三浦 皇成近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 398＋ 2 〃 クビ 6．4�
48 マイネルプラヌール 牡3鹿 56 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田 正道 新冠 ビッグレッドファーム 428＋ 8 〃 ハナ 8．3	
815 マリーナプリンセス 牝3栗 54

53 ☆坂井 瑠星早川 経一氏 高橋 裕 新ひだか 岡田スタツド 432± 0 〃 ハナ 20．8

11 サンマルペンダント 牝3栗 54 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 458＋141：11．93� 18．1�
816 スマイルウィーク 牝3栗 54 岩田 康誠原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム 434－ 21：12．11 28．6�
714 ハ ナ エ ミ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 414＋ 61：12．2� 124．8�
36 ラブパレード 牝3黒鹿54 横山 和生田頭 勇貴氏 菊沢 隆徳 新ひだか 酒井 秀紀 466＋ 21：12．3� 180．0�
24 ベルウッドカペラ 牡3青鹿56 荻野 琢真鈴木 照雄氏 高橋 康之 日高 シンボリ牧場 B448－ 21：12．51� 136．1�
35 クリュティエ 牝3鹿 54 藤岡 康太 �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 456＋ 61：12．6� 20．3�
612 フレンドリーナイト 牡3栗 56

53 ▲横山 武史増山 武志氏 松山 将樹 浦河 大道牧場 B452－161：12．91� 237．1�
59 クララフトゥーラ 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹岡田 牧雄氏 高橋 義博 新冠 飛渡牧場 420－101：13．0クビ 347．9�
611 ナイスメジャー 牡3栗 56 中井 裕二鎌田 博�氏 伊藤 伸一 浦河 日の出牧場 488－ 41：16．2大差 306．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，095，700円 複勝： 30，307，700円 枠連： 9，864，200円
馬連： 38，100，300円 馬単： 19，892，400円 ワイド： 23，608，200円
3連複： 52，177，600円 3連単： 63，110，600円 計： 257，156，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 140円 � 300円 枠 連（1－4） 380円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 240円 �� 770円 �� 730円

3 連 複 ��� 2，370円 3 連 単 ��� 8，830円

票 数

単勝票数 計 200957 的中 � 43410（2番人気）
複勝票数 計 303077 的中 � 61722（1番人気）� 61439（2番人気）� 18733（6番人気）
枠連票数 計 98642 的中 （1－4） 20074（1番人気）
馬連票数 計 381003 的中 �� 53369（1番人気）
馬単票数 計 198924 的中 �� 13838（1番人気）
ワイド票数 計 236082 的中 �� 29774（1番人気）�� 7122（9番人気）�� 7487（8番人気）
3連複票数 計 521776 的中 ��� 16454（4番人気）
3連単票数 計 631106 的中 ��� 5177（11番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．5―11．9―12．0―12．3

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F36．2
3 9，15－7（2，12）10（8，14）4（1，16）13，3（5，6）－11 4 9，15，7，2（8，10，12）（3，4，14，1）（13，16）－6，5＝11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

パールズベスト �
�
父 キングズベスト �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．11．5 京都2着

2014．4．6生 牝3青鹿 母 ハシッテホシーノ 母母 ア ド マ イ ス 8戦1勝 賞金 12，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナイスメジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ハンドレッドアーツ号・ブライトンピア号
（非抽選馬） 6頭 カゼノアスリート号・カフジリバー号・クールモンスター号・シャーロック号・ファヴォーラ号・ミナミカゼ号



24053 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第5競走 ��
��1，500�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：29．1
1：29．1

良
良

66 スズカフェラリー 牝2鹿 54 福永 祐一永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 430 ―1：32．9 2．6�
55 アンブロジオ 牡2栗 54 藤岡 康太 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448 ―1：33．53� 12．2�
810 サトノテラス 牡2鹿 54 C．ルメール 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 528 ― 〃 クビ 2．2�
33 ケイツーリラ 牝2青鹿 54

51 ▲横山 武史楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 438 ―1：33．71� 41．0�
22 クルーズヴォイス 牝2鹿 54 三浦 皇成本間 茂氏 伊藤 伸一 新ひだか 矢野牧場 426 ―1：34．44 19．8�
77 ジョーダンドリーム 牝2栗 54 吉田 隼人廣崎利洋HD	 藤原 英昭 新ひだか 藤原牧場 398 ― 〃 アタマ 15．6

78 コスモダリア 牝2鹿 54 蛯名 正義田中 由子氏 二ノ宮敬宇 新冠 大栄牧場 422 ―1：34．5� 9．0�
11 ディーズフェイク 牝2青鹿54 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 468 ―1：34．71� 46．1�
89 ペイシャキャサリン 牝2鹿 54

53 ☆木幡 初也北所 直人氏 本間 忍 新冠 カミイスタット 432 ―1：34．8� 102．7
44 アルマライル 牡2青鹿54 藤岡 佑介コウトミックレーシング 伊藤 大士 新ひだか 野坂牧場 490 ―1：34．9� 80．9�
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売 得 金
単勝： 28，149，000円 複勝： 43，432，400円 枠連： 6，327，600円
馬連： 33，725，100円 馬単： 26，047，700円 ワイド： 21，433，900円
3連複： 42，748，200円 3連単： 86，453，400円 計： 288，317，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 180円 � 110円 枠 連（5－6） 1，210円

馬 連 �� 1，150円 馬 単 �� 1，620円

ワ イ ド �� 310円 �� 150円 �� 370円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 5，350円

票 数

単勝票数 計 281490 的中 � 87721（2番人気）
複勝票数 計 434324 的中 � 134045（2番人気）� 22776（4番人気）� 189020（1番人気）
枠連票数 計 63276 的中 （5－6） 4031（5番人気）
馬連票数 計 337251 的中 �� 22653（4番人気）
馬単票数 計 260477 的中 �� 12027（5番人気）
ワイド票数 計 214339 的中 �� 15268（4番人気）�� 46329（1番人気）�� 12346（5番人気）
3連複票数 計 427482 的中 ��� 43345（3番人気）
3連単票数 計 864534 的中 ��� 11711（14番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．3―19．8―32．2―44．7―57．1―1：09．4―1：21．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．8

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

勝馬の
紹 介

スズカフェラリー �
�
父 スズカフェニックス �

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2015．4．2生 牝2鹿 母 スズカフォイル 母母 アンフォイルド 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 クルーズヴォイス号の騎手松岡正海は，負傷のため三浦皇成に変更。

24054 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系3歳以上
発走12時45分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

67 ヤマニンアンプリメ 牝3鹿 53 国分 恭介土井 肇氏 中村 均 浦河 廣田 伉助 466＋14 58．7 20．1�
44 モズワッショイ 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �キャピタル・システム 牧浦 充徳 日高 目黒牧場 412＋ 2 58．8� 6．2�
33 サンデュランゴ 牝3栗 53

50 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 蛯名 利弘 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 4 〃 クビ 4．2�
79 スズカグラーテ 牝3黒鹿53 菱田 裕二永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか グランド牧場 446＋14 58．9クビ 2．8�
710 ハイデンガールズ 牝4栗 55 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 454± 0 59．22 15．2�
11 プリモガナドール 牝3栗 53 池添 謙一水谷 昌晃氏 本田 優 浦河 丸幸小林牧場 454＋ 2 59．41� 3．7	
22 � ミ ス ユ ー 牝4黒鹿55 黛 弘人
グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 460＋ 6 59．61� 47．6�
811 ボストンビリーヴ 牝7栗 55

54 ☆坂井 瑠星ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 478＋ 2 59．92 61．0�
56 � ココロノキャンバス 牝4栗 55

54 ☆井上 敏樹田頭 勇貴氏 石毛 善彦 日高 いとう牧場 410＋161：00．11 289．1
812 ラガーユミリン 牝3鹿 53

52 ☆城戸 義政奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 452＋ 21：00．31� 14．1�
68 トウカイマインド 牝6鹿 55 横山 和生内村 正則氏 的場 均 浦河 帰山 清貴 464± 01：00．5	 264．7�
55 ロイヤルフレア 牝4鹿 55 柴田 大知片山 晃氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 444－ 21：00．6	 134．4�
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売 得 金
単勝： 25，478，000円 複勝： 26，911，900円 枠連： 7，656，400円
馬連： 41，466，800円 馬単： 21，333，400円 ワイド： 24，004，400円
3連複： 50，479，000円 3連単： 73，620，800円 計： 270，950，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，010円 複 勝 � 390円 � 160円 � 170円 枠 連（4－6） 7，190円

馬 連 �� 7，270円 馬 単 �� 13，840円

ワ イ ド �� 1，770円 �� 1，590円 �� 410円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 78，490円

票 数

単勝票数 計 254780 的中 � 10140（7番人気）
複勝票数 計 269119 的中 � 13832（7番人気）� 49304（2番人気）� 44464（3番人気）
枠連票数 計 76564 的中 （4－6） 825（18番人気）
馬連票数 計 414668 的中 �� 4420（19番人気）
馬単票数 計 213334 的中 �� 1156（39番人気）
ワイド票数 計 240044 的中 �� 3295（20番人気）�� 3685（18番人気）�� 16605（5番人気）
3連複票数 計 504790 的中 ��� 4369（29番人気）
3連単票数 計 736208 的中 ��� 680（225番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．5―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．3―34．8―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンアンプリメ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．10．1 阪神中止

2014．4．5生 牝3鹿 母 ヤマニンエリプス 母母 ヤマニンペニー 8戦2勝 賞金 14，850，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ブラウンローズ号



24055 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

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

33 セイカエドミザカ 牡4栗 57 C．ルメール 久米 大氏 相沢 郁 日高 千葉飯田牧場 488＋ 61：45．7 5．1�
46 シンコーマーチャン 牡3鹿 54 丸山 元気豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 482＋ 21：45．91� 7．2�
45 マコトシャムロック 牡4青鹿57 岩田 康誠�ディアマント 松田 国英 新冠 新冠橋本牧場 496＋ 81：46．21� 2．7�
11 � ドラゴンイモン 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 初也井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 474± 0 〃 クビ 14．3�
813 オ ク ラ ホ マ 牡3栗 54 福永 祐一馬場 幸夫氏 石坂 正 安平 ノーザンファーム 506＋121：46．62� 4．8�
22 メイショウカマクラ 牡4青鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 528－ 21：47．23� 19．5	
711 クラウンロマン 牝4芦 55 横山 和生矢野まり子氏 小野 次郎 新冠 ヤマタケ牧場 456± 01：47．52 37．0

58 � ヴィレッジダンサー 牝4鹿 55 勝浦 正樹�木村牧場 伊藤 大士 日高 木村牧場 486＋ 8 〃 ハナ 12．3�
57 シルヴァーメテオ 牡3芦 54

53 ☆坂井 瑠星ライオンレースホース� 畠山 吉宏 浦河 宮内牧場 478＋ 81：47．71	 79．7
814 サンレイフローラ 牝7鹿 55

54 ☆井上 敏樹永井 宏明氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 B454－ 21：47．91	 189．6�
610 クリノゼノビア 牝3黒鹿52 菱田 裕二栗本 博晴氏 田所 秀孝 浦河 バンブー牧場 420＋ 61：48．0クビ 105．0�
69 リトルプリンス 牡3黒鹿 54

51 ▲横山 武史本間 茂氏 山内 研二 新ひだか 矢野牧場 498－ 4 〃 クビ 101．4�
712 ゴッドカリビアン 牝4鹿 55 藤岡 佑介中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B448－ 41：48．1� 19．7�
34 メイショウラクエン 牡3黒鹿 54

53 ☆城戸 義政松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 452＋ 61：49．16 30．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 22，592，900円 複勝： 30，095，800円 枠連： 10，025，700円
馬連： 36，684，700円 馬単： 18，649，700円 ワイド： 26，189，500円
3連複： 51，705，300円 3連単： 62，875，300円 計： 258，818，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 170円 � 210円 � 120円 枠 連（3－4） 580円

馬 連 �� 2，480円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 940円 �� 330円 �� 480円

3 連 複 ��� 2，270円 3 連 単 ��� 14，580円

票 数

単勝票数 計 225929 的中 � 35056（3番人気）
複勝票数 計 300958 的中 � 41074（2番人気）� 29730（4番人気）� 82626（1番人気）
枠連票数 計 100257 的中 （3－4） 13206（1番人気）
馬連票数 計 366847 的中 �� 11429（8番人気）
馬単票数 計 186497 的中 �� 3166（16番人気）
ワイド票数 計 261895 的中 �� 6519（10番人気）�� 21860（1番人気）�� 13788（4番人気）
3連複票数 計 517053 的中 ��� 17052（3番人気）
3連単票数 計 628753 的中 ��� 3125（27番人気）

ハロンタイム 7．1―11．5―12．6―12．5―12．2―12．0―12．4―12．5―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．6―31．2―43．7―55．9―1：07．9―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4F49．8―3F37．8
1
3
・（4，6）（5，9）（3，13）（1，10，11）14（2，8）12－7・（4，6）（5，9）3，13，1（11，14）2，8（12，10）－7

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

勝馬の
紹 介

セイカエドミザカ �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2015．12．26 中山11着

2013．3．13生 牡4栗 母 セイカカロブ 母母 サンデーズシス 22戦2勝 賞金 23，850，000円

24056 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第8競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走13時45分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

47 エルリストン �4黒鹿57 福永 祐一�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 474＋ 62：02．5 15．6�
59 ルナーランダー 牡4栗 57 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498± 02：02．81	 3．9�
816 グレンマクナス 牡3鹿 54 吉田 隼人 �社台レースホース藤岡 健一 千歳 社台ファーム 508＋102：02．9	 6．5�
815 アドマイヤアロマ 牝6栗 55 藤岡 佑介近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 468＋182：03．22 76．9�
48 ゴージャスガール 牝5黒鹿55 藤岡 康太飯田 正剛氏 大竹 正博 新ひだか 千代田牧場 454＋ 22：03．41
 10．2	
12 レ レ オ ー ネ 牡5鹿 57 蛯名 正義 �キャロットファーム 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 482－ 82：03．5クビ 39．8

23 ウインドオブホープ �4栗 57

56 ☆木幡 初也�木村牧場 鹿戸 雄一 日高 木村牧場 524＋ 42：03．92
 70．4�
714 アドマイヤガスト 牡5鹿 57 丸山 元気近藤 利一氏 上原 博之 安平 ノーザンファーム 522－122：04．43 148．6�
612 ナンヨープルートー 牡3鹿 54 岩田 康誠中村 德也氏 松永 幹夫 新ひだか 桜井牧場 514＋102：04．71	 11．5
36 � スウィフトハート 牡3黒鹿54 井上 俊彦平井ひろみ氏 林 和弘 日高 碧雲牧場 B478－ 42：04．9	 125．9�

（北海道） （北海道）

24 マイネルクラフト 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 岩戸 孝樹 新冠 ビッグレッドファーム B486－ 22：05．21	 7．0�

510� スカイロックゲート 牡3鹿 54 岩橋 勇二�下河辺牧場 田中 淳司 日高 下河辺牧場 B488－ 4 〃 クビ 51．6�
（北海道） （北海道）

35 ドロウアカード 牝3栗 52 四位 洋文�G1レーシング 角田 晃一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋ 62：05．3
 4．2�

611 マイネルズイーガー 牡3栗 54 黛 弘人 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 国枝 栄 新冠 ビッグレッドファーム 508± 0 〃 ハナ 22．5�

713 コールストーム 牡3鹿 54 三浦 皇成�ノースヒルズ 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 490± 02：06．47 17．0�

11 トモジャヴァリ 牡3鹿 54 勝浦 正樹吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 前谷 武志 456＋122：07．67 32．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 25，668，400円 複勝： 41，019，900円 枠連： 11，416，200円
馬連： 45，323，200円 馬単： 21，465，700円 ワイド： 31，344，000円
3連複： 61，780，000円 3連単： 74，145，200円 計： 312，162，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，560円 複 勝 � 330円 � 190円 � 180円 枠 連（4－5） 1，000円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 5，540円

ワ イ ド �� 920円 �� 1，590円 �� 470円

3 連 複 ��� 5，520円 3 連 単 ��� 36，120円

票 数

単勝票数 計 256684 的中 � 13082（7番人気）
複勝票数 計 410199 的中 � 27430（7番人気）� 62053（3番人気）� 63531（2番人気）
枠連票数 計 114162 的中 （4－5） 8791（1番人気）
馬連票数 計 453232 的中 �� 12607（10番人気）
馬単票数 計 214657 的中 �� 2903（22番人気）
ワイド票数 計 313440 的中 �� 8585（11番人気）�� 4789（22番人気）�� 18459（2番人気）
3連複票数 計 617800 的中 ��� 8393（15番人気）
3連単票数 計 741452 的中 ��� 1488（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．0―36．5―49．4―1：01．9―1：13．9―1：25．9―1：38．2―1：50．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エルリストン �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 トワイニング デビュー 2015．9．27 阪神4着

2013．2．11生 �4黒鹿 母 アスペンアベニュー 母母 マクダヴィア 12戦2勝 賞金 22，450，000円
〔騎手変更〕 マイネルズイーガー号の騎手松岡正海は，負傷のため黛弘人に変更。
〔発走状況〕 エルリストン号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。馬装整備。危険防止のため外枠から発走。発走時刻7分遅延。
〔調教再審査〕 エルリストン号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 トモジャヴァリ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ダブルフラワー号・ドルフィンマーク号・ピスカデーラ号・ビレッジソング号・マイネルサグラ号・モダンハート号
※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。



24057 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第9競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走14時15分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

33 � ストロボスコープ 牡3鹿 54 C．ルメール H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 米
Fred W. Hertrich
III & John D.
Fielding

470－ 61：45．7 1．5�
34 	 アンリキャトル 
6黒鹿57 吉田 隼人村野 康司氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 446－141：46．02 41．6�
69 スプリングフット 牡3鹿 54

53 ☆井上 敏樹島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 488－ 4 〃 ハナ 8．4�

610 アシャカリブラ 牡3黒鹿54 石川 倭吉冨 学氏 斉藤 崇史 日高 シンボリ牧場 B516＋ 61：46．1クビ 11．8�
（北海道）

58 	 セレニティフレア 牝3栗 52 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 446＋ 61：46．42 69．6�

711 メイショウナゴミ 牝5青鹿 55
54 ☆坂井 瑠星松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか グランド牧場 450＋ 61：46．82� 20．0	

22 � ホワイトドラゴン 牡3白 54 藤岡 康太窪田 康志氏 �島 一歩 米 Patchen Wilkes
Farm, LLC 510± 01：46．9 9．9


45 カゼノドリーム 牡5鹿 57 蛯名 正義深井 孟氏 中野 栄治 新ひだか 水上 習孝 B448－ 41：47．22 151．5�
11 キンイロジャッカル 牡3栗 54 岩田 康誠石瀬 浩三氏 相沢 郁 日高 出口牧場 504＋ 41：47．41� 9．3�
712 マ ス ラ オ 牡3栗 54

53 ☆木幡 初也 Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 442＋ 21：47．72 31．0�

813 ショーカノン 牝3鹿 52
49 ▲横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 日高 オリオンファーム B508＋ 81：47．8� 31．9�

46 ジュアンマリエ 牝4栗 55 原田 和真 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池上 昌弘 新ひだか 矢野牧場 B444＋ 2 〃 アタマ 143．2�

814 ブルーヘヴン 牝3黒鹿52 黛 弘人 ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B496－ 41：48．33 176．6�

57 サンマルドライヴ 牡4黒鹿57 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 日高 田端牧場 B444＋101：48．61 237．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，324，200円 複勝： 74，088，100円 枠連： 13，327，600円
馬連： 40，658，800円 馬単： 26，599，300円 ワイド： 26，738，200円
3連複： 55，881，900円 3連単： 100，133，000円 計： 363，751，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 530円 � 150円 枠 連（3－3） 2，320円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 2，770円

ワ イ ド �� 820円 �� 290円 �� 2，490円

3 連 複 ��� 4，030円 3 連 単 ��� 15，360円

票 数

単勝票数 計 263242 的中 � 140079（1番人気）
複勝票数 計 740881 的中 � 505419（1番人気）� 9933（9番人気）� 57905（2番人気）
枠連票数 計 133276 的中 （3－3） 4436（8番人気）
馬連票数 計 406588 的中 �� 14059（8番人気）
馬単票数 計 265993 的中 �� 7186（11番人気）
ワイド票数 計 267382 的中 �� 7896（8番人気）�� 27495（2番人気）�� 2455（25番人気）
3連複票数 計 558819 的中 ��� 10378（13番人気）
3連単票数 計1001330 的中 ��� 4725（49番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．5―12．0―12．1―12．2―13．3―13．3―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．3―41．3―53．4―1：05．6―1：18．9―1：32．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F40．1
1
3
14－（3，6）－1－（8，9）－（10，11）4，13－（7，12）－5，2
14＝6－（3，9）（1，8，10）4，11（5，13）2－（7，12）

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

勝馬の
紹 介

�ストロボスコープ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2016．10．16 東京6着

2014．3．25生 牡3鹿 母 Glimmering 母母 Mahrah 7戦2勝 賞金 17，150，000円
〔発走状況〕 ホワイトドラゴン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 ギンザマトリックス号・パワフルヒロコ号・バークレアヴィガ号
※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。

24058 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第10競走 ��
��1，200�札幌スポニチ賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

714 アットザシーサイド 牝4鹿 55 四位 洋文吉田 照哉氏 浅見 秀一 千歳 社台ファーム 440－ 41：09．1 3．2�
510� ベリースコール 	4黒鹿57 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 仏 Mr Franck

Benillouche 492＋121：09．73
 29．3�
611 シンフォニア 牝5栗 55 古川 吉洋安原 浩司氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 494＋ 61：09．8
 38．4�
35 カルヴァリオ 	4鹿 57 福永 祐一 �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 466＋ 61：10．01� 8．0�
816 イ キ オ イ 牡5鹿 57 三浦 皇成西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 448＋ 61：10．1
 26．3�
23 ペイシャフェリシタ 牝4黒鹿55 C．ルメール 北所 直人氏 高木 登 新ひだか 友田牧場 482＋ 2 〃 ハナ 2．8	
612 マイネルエスパス 牡5青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新ひだか 木下牧場 514＋ 41：10．2
 17．6

59 デスティニーソング 牝3鹿 53 藤岡 康太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松下 武士 新ひだか 岡田スタツド 428＋ 8 〃 クビ 14．1�
36 アズールムーン 牝3栗 53 藤岡 佑介 �シルクレーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 522＋141：10．41 12．4
47 アドマイヤクーガー 牡9栗 57 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 61：10．61 234．0�
48 イリスファルコン 牝3鹿 53 蛯名 正義菅原 広隆氏 安田 隆行 浦河 小島牧場 420＋ 4 〃 クビ 21．8�
713 トゥルームーン 牝5鹿 55 勝浦 正樹鈴木 芳夫氏 牧 光二 日高 荒井ファーム 500－ 21：11．34 159．6�
12 ロイヤルメジャー 牝3鹿 53 城戸 義政本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 452＋ 4 〃 クビ 12．8�
24 � リバティーホール 牝8鹿 55 池添 謙一吉田 好雄氏 堀井 雅広 浦河 林 孝輝 B462＋121：12．04 78．1�
815 ジュエルアラモード 牝5栗 55 丸山 元気西川 礦氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 B512＋ 4 〃 ハナ 165．6�
11 ブラックジョー 	4青鹿57 岩田 康誠山内 邦一氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 478＋ 81：13．27 72．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 36，689，600円 複勝： 54，451，500円 枠連： 20，087，100円
馬連： 83，117，700円 馬単： 37，254，400円 ワイド： 51，337，300円
3連複： 113，690，900円 3連単： 148，199，800円 計： 544，828，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 180円 � 630円 � 740円 枠 連（5－7） 1，330円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 5，520円

ワ イ ド �� 1，440円 �� 2，010円 �� 8，000円

3 連 複 ��� 28，390円 3 連 単 ��� 102，710円

票 数

単勝票数 計 366896 的中 � 90295（2番人気）
複勝票数 計 544515 的中 � 100110（2番人気）� 19569（10番人気）� 16286（11番人気）
枠連票数 計 200871 的中 （5－7） 11699（6番人気）
馬連票数 計 831177 的中 �� 16114（15番人気）
馬単票数 計 372544 的中 �� 5056（19番人気）
ワイド票数 計 513373 的中 �� 9375（13番人気）�� 6627（22番人気）�� 1616（64番人気）
3連複票数 計1136909 的中 ��� 3003（91番人気）
3連単票数 計1481998 的中 ��� 1046（338番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．3―11．6―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．2―45．8―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．2―3F34．9
3 15，13（9，12）－（2，8，14）（1，5，10）6（4，3，11）（7，16） 4 15（13，9，12）（8，14）（5，10，11，6）2（3，16）1－（4，7）

勝馬の
紹 介

アットザシーサイド �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2015．10．25 京都1着

2013．4．3生 牝4鹿 母 ルミナスハーバー 母母 タックスヘイブン 14戦3勝 賞金 104，463，000円
〔騎手変更〕 イキオイ号の騎手松岡正海は，負傷のため三浦皇成に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックジョー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 ヴァッフシュテルケ号・キッズライトオン号・クラウンアイリス号・マユキ号



24059 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第11競走
第52回農林水産省賞典

��
��1，800�札幌2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

農林水産大臣賞・北海道知事賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：48．4
1：45．9

良
良

711 ロックディスタウン 牝2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 二ノ宮敬宇 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490± 01：51．4 3．0�

814 ファストアプローチ 牡2栗 54 蛯名 正義山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 538＋ 6 〃 クビ 8．9�
57 � ダブルシャープ 牡2鹿 54 石川 倭小林 克己氏 米川 昇 新冠 村上 雅規 470± 0 〃 アタマ 17．8�

（北海道） （北海道）

11 シスターフラッグ 牝2黒鹿54 岩田 康誠小林 正和氏 西村 真幸 日高 出口牧場 496± 01：51．71� 13．0�
46 コスモインザハート 牡2鹿 54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 西園 正都 浦河 栄進牧場 478＋ 8 〃 ハナ 20．5�
610 クリノクーニング 牡2鹿 54 北村 友一栗本 博晴氏 須貝 尚介 様似 様似渡辺牧場 456－ 2 〃 ハナ 4．5	
33 � ミスマンマミーア 牝2栗 54 宮崎 光行�新生ファーム 松本 隆宏 日高 新生ファーム 458－ 2 〃 クビ 16．5


（北海道） （北海道）

69 ロードトレジャー 牡2鹿 54 三浦 皇成 �ロードホースクラブ 小島 茂之 様似 様似堀牧場 464－ 61：52．01� 29．3�
813	 マ ツ カ ゼ 牡2黒鹿54 福永 祐一ライオンレースホース� 矢作 芳人 米 Barron-

stown Stud 502＋ 41：52．1
 31．5
34 カレンシリエージョ 牝2栗 54 池添 謙一鈴木 隆司氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 460± 01：52．31� 6．5�
58 ディバインブリーズ 牡2黒鹿54 藤岡 康太杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 B490＋ 41：52．72
 52．7�
22 ヴィオトポス 牝2青鹿54 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田村 康仁 新冠 ビッグレッドファーム 434± 01：52．8
 106．7�
45 ロジャージーニアス 牡2鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 武井 亮 むかわ 上水牧場 470± 01：53．65 28．2�
712 サージュミノル 牡2黒鹿54 坂井 瑠星吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458± 01：54．23
 132．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 148，032，400円 複勝： 169，644，800円 枠連： 57，755，900円
馬連： 350，573，800円 馬単： 141，385，800円 ワイド： 180，289，100円
3連複： 526，873，400円 3連単： 732，185，400円 計： 2，306，740，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 280円 � 420円 枠 連（7－8） 1，080円

馬 連 �� 1，760円 馬 単 �� 2，670円

ワ イ ド �� 740円 �� 1，070円 �� 2，170円

3 連 複 ��� 9，330円 3 連 単 ��� 33，770円

票 数

単勝票数 計1480324 的中 � 398562（1番人気）
複勝票数 計1696448 的中 � 351598（1番人気）� 146481（4番人気）� 87025（7番人気）
枠連票数 計 577559 的中 （7－8） 41334（4番人気）
馬連票数 計3505738 的中 �� 153760（5番人気）
馬単票数 計1413858 的中 �� 39687（8番人気）
ワイド票数 計1802891 的中 �� 64636（5番人気）�� 43258（10番人気）�� 20575（30番人気）
3連複票数 計5268734 的中 ��� 42321（29番人気）
3連単票数 計7321854 的中 ��� 15716（87番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．7―37．2―49．8―1：02．4―1：14．8―1：27．1―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6
1
3
12，13（5，14）（2，6）11（1，4，10）（3，8，9）7
12（13，14）（5，6）11（2，1，4）（3，8，10）9，7

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

勝馬の
紹 介

ロックディスタウン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Storm Cat デビュー 2017．8．6 新潟1着

2015．2．15生 牝2栗 母 ストレイキャット 母母 ローミンレイチェル 2戦2勝 賞金 38，497，000円
〔騎手変更〕 ヴィオトポス号の騎手松岡正海は，負傷のため木幡初也に変更。
〔制裁〕 クリノクーニング号の騎手北村友一は，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：4番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24060 9月2日 曇 良 （29札幌2）第5日 第12競走 ��
��2，000�

ひ だ か

日 高 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

日高軽種馬共同育成公社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

23 トリコロールブルー 牡3青鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 506＋322：03．3 3．2�
816 レッドローゼス 牡3鹿 54 蛯名 正義 �東京ホースレーシング 国枝 栄 平取 坂東牧場 476＋ 4 〃 クビ 4．2�
510� ミスズダンディー 牡5鹿 57 国分 恭介永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 470－ 22：03．51 53．4�
815 スズカヴァンガード 	6栗 57 古川 吉洋永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 484± 0 〃 クビ 116．6�
48 アンドリエッテ 牝5鹿 55 福永 祐一永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 470＋ 42：03．6
 8．5	
47 ハナズレジェンド 牡4栗 57 三浦 皇成広尾レース� 矢作 芳人 浦河 カナイシスタッド 458－ 22：03．91
 4．6

35 サウンドメモリー 牡6鹿 57 藤岡 康太嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 494＋ 42：04．0
 36．6�
611 メイショウテンシャ 牡3芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 468＋ 4 〃 クビ 12．3�
714� ストーンリバー 牡3鹿 54 井上 幹太石川 幸司氏 堂山 芳則 新ひだか 森 政巳 500＋ 22：04．32 74．8

（北海道） （北海道）

59 コスモピクシス 牝4黒鹿55 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 420± 02：04．4クビ 64．1�
24 クラウンディバイダ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介�クラウン 斎藤 誠 浦河 日の出牧場 476＋ 82：04．93 12．4�
612 ラヴアンドポップ 牡4鹿 57 北村 友一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 82：05．0� 55．6�
11 フォワードカフェ 牡5黒鹿57 四位 洋文西川 恭子氏 小島 太 むかわ 上水牧場 524＋ 82：05．21 10．4�
12 ランドオザリール 牡6鹿 57 岩田 康誠 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋ 42：05．41 127．8�
36 トーセンラーク 牝5栗 55 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 浦河 中神牧場 502＋ 82：05．61 217．3�
713 エヴォリューション 牝6鹿 55 城戸 義政岡田 隆寛氏 佐藤 正雄 新ひだか 岡田牧場 494＋ 22：06．23
 218．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 51，057，300円 複勝： 71，791，000円 枠連： 27，746，600円
馬連： 108，812，600円 馬単： 46，592，500円 ワイド： 67，372，200円
3連複： 145，091，800円 3連単： 192，015，900円 計： 710，479，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 170円 � 920円 枠 連（2－8） 660円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 370円 �� 3，520円 �� 3，490円

3 連 複 ��� 15，110円 3 連 単 ��� 51，420円

票 数

単勝票数 計 510573 的中 � 124788（1番人気）
複勝票数 計 717910 的中 � 107481（3番人気）� 129085（2番人気）� 14768（10番人気）
枠連票数 計 277466 的中 （2－8） 32173（2番人気）
馬連票数 計1088126 的中 �� 97932（1番人気）
馬単票数 計 465925 的中 �� 22948（1番人気）
ワイド票数 計 673722 的中 �� 52412（1番人気）�� 4588（34番人気）�� 4631（33番人気）
3連複票数 計1450918 的中 ��� 7200（46番人気）
3連単票数 計1920159 的中 ��� 2707（177番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．5―37．3―50．2―1：02．7―1：15．0―1：26．8―1：38．8―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．5
1
3

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

2
4

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

トリコロールブルー �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Pivotal デビュー 2016．7．17 中京1着

2014．4．8生 牡3青鹿 母 ペンカナプリンセス 母母 Tiriana 6戦3勝 賞金 42，119，000円
〔騎手変更〕 サウンドメモリー号の騎手松岡正海は，負傷のため藤岡康太に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エリモジパング号
（非抽選馬） 4頭 シングンジョーカー号・タンタグローリア号・バイナリーコード号・マイネルユニブラン号
※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。



（29札幌2）第5日 9月2日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

224，400，000円
5，060，000円
17，080，000円
1，720，000円
26，350，000円
66，303，000円
4，528，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
458，134，900円
754，401，900円
186，937，500円
868，604，600円
425，697，700円
520，513，300円
1，231，343，500円
1，769，756，100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 6，215，389，500円

総入場人員 19，185名 （有料入場人員 17，016名）
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