
24061 9月3日 晴 良 （29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

813 ドラゴンハート 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 438－ 61：31．8 3．1�

712 トーセンクロノス 牡2鹿 54 福永 祐一島川 �哉氏 小笠 倫弘 新ひだか 片岡 博 418± 0 〃 アタマ 4．6�
69 ジュリーハーツ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介林 正道氏 池上 昌和 浦河 �川 啓一 484＋101：32．86 19．3�
711 ハピネスメーカー 牝2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 422± 01：32．9� 10．0�
45 オ モ ウ ツ ボ 牝2鹿 54

53 ☆坂井 瑠星鹽田 久義氏 浅野洋一郎 えりも 能登 浩 474＋ 81：33．0� 10．6	
57 カシノデジール 牝2鹿 54

51 ▲横山 武史柏木 務氏 二本柳俊一 日高 藤本ファーム 438－ 21：33．21� 7．2

34 フェアリーソング 牝2鹿 54 菱田 裕二髙橋 正雄氏 加藤 征弘 むかわ 市川牧場 422± 01：33．3� 221．1�
11 トラストロン 牝2黒鹿54 吉田 隼人菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 森永 聡 424－ 61：33．4クビ 30．7�
33 キングスキャット 牡2鹿 54 古川 吉洋 スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 502＋16 〃 クビ 13．3�
814 ネオブラスト 牡2黒鹿54 藤岡 康太杉山 忠国氏 岡田 稲男 新ひだか 明治牧場 428－ 2 〃 ハナ 52．0�
610 マリームーン 牝2栃栗54 蛯名 正義多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 474＋121：34．03� 8．7�
22 デルママンハッタン 牡2栗 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 青木 孝文 千歳 社台ファーム 446± 01：34．42� 92．8�
46 ア フ オ ラ カ 牝2栗 54 勝浦 正樹 �ローレルレーシング 加用 正 日高 タバタファーム 450－101：34．5� 105．7�
58 ソルトテラス 牡2鹿 54 池添 謙一 スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 416－ 41：35．77 123．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，748，200円 複勝： 30，865，800円 枠連： 9，799，600円
馬連： 38，633，800円 馬単： 19，234，000円 ワイド： 26，105，800円
3連複： 55，122，200円 3連単： 64，387，900円 計： 261，897，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 150円 � 320円 枠 連（7－8） 400円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，130円

ワ イ ド �� 310円 �� 800円 �� 1，170円

3 連 複 ��� 3，040円 3 連 単 ��� 10，750円

票 数

単勝票数 計 177482 的中 � 47023（1番人気）
複勝票数 計 308658 的中 � 68342（1番人気）� 56706（2番人気）� 17981（8番人気）
枠連票数 計 97996 的中 （7－8） 18614（1番人気）
馬連票数 計 386338 的中 �� 44847（1番人気）
馬単票数 計 192340 的中 �� 12745（1番人気）
ワイド票数 計 261058 的中 �� 24148（1番人気）�� 7981（10番人気）�� 5269（15番人気）
3連複票数 計 551222 的中 ��� 13564（9番人気）
3連単票数 計 643879 的中 ��� 4341（20番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．2―11．9―12．4―12．7―12．7―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．1―17．9―29．1―41．0―53．4―1：06．1―1：18．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．8―3F38．4

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

勝馬の
紹 介

ドラゴンハート �
�
父 オウケンブルースリ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．8．19 札幌3着

2015．3．30生 牡2栗 母 アルフィルク 母母 タイキポーラ 2戦1勝 賞金 6，800，000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 レディオブザレイク号

24062 9月3日 晴 良 （29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

510 タイセイアベニール 牡2鹿 54 C．ルメール 田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 458＋ 41：12．0 2．4�
35 ネオヴォイス 牝2鹿 54 古川 吉洋山内 邦一氏 安達 昭夫 新冠 森永 聡 438＋ 21：12．31� 40．2�
816 ミトノアミーゴ 牡2栗 54 藤岡 佑介ロイヤルパーク 崎山 博樹 浦河 ディアレスト

クラブ 440± 01：12．4クビ 7．7�
714 ハガキノハナ 牝2黒鹿54 五十嵐冬樹本杉 芳郎氏 小桧山 悟 新ひだか グランド牧場 410－ 6 〃 クビ 31．0�

（北海道）

47 ノーモアサイレンス 牝2青鹿 54
51 ▲横山 武史岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 424＋101：12．5� 2．8�

611 エウプロシュネ 牝2鹿 54 国分 恭介�高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 高橋フアーム 432＋ 21：12．71� 143．5	
713 ニシノオトコマサリ 牝2青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 404± 01：13．12� 13．8

23 クオーレカルド 牝2黒鹿 54

53 ☆坂井 瑠星岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 萩澤 國男 438＋ 61：13．2� 23．9�
48 トーセンスピネル 牝2黒鹿54 黛 弘人島川 �哉氏 奥平 雅士 日高 有限会社 エ

スティファーム B426－ 21：13．3クビ 278．1
612 ニュートリック 牡2青鹿54 横山 和生�Basic 小野 次郎 青森 大西興産 452± 01：13．51	 373．4�
11 ドナジェイダ 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 初也小川眞査雄氏 作田 誠二 新ひだか 下屋敷牧場 390－121：13．71� 99．6�
24 ミ テ ル テ 牝2鹿 54 荻野 琢真山田 裕仁氏 伊藤 大士 日高 モリナガファーム 452＋ 21：13．8� 223．4�
59 アクアリブラ 牝2鹿 54 池添 謙一大塚 亮一氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 420－ 61：14．01� 21．9�
36 パ ス ポ ー ト 牝2黒鹿54 杉原 誠人�ミルファーム 高市 圭二 浦河 ミルファーム 432± 01：14．85 253．9�
815 マロンスライム 牡2栗 54

53 ☆城戸 義政田頭 勇貴氏 石毛 善彦 青森 諏訪牧場 428＋101：14．9� 387．6�
12 レベルスリー 牡2栗 54 丸山 元気山口 裕介氏 松永 康利 日高 日西牧場 446－ 21：15．0� 14．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 19，245，200円 複勝： 27，539，300円 枠連： 8，366，800円
馬連： 32，600，900円 馬単： 19，443，200円 ワイド： 22，261，200円
3連複： 44，665，600円 3連単： 65，081，500円 計： 239，203，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 130円 � 540円 � 240円 枠 連（3－5） 3，270円

馬 連 �� 3，470円 馬 単 �� 5，620円

ワ イ ド �� 930円 �� 430円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 8，860円 3 連 単 ��� 41，940円

票 数

単勝票数 計 192452 的中 � 64683（1番人気）
複勝票数 計 275393 的中 � 83632（1番人気）� 9023（9番人気）� 25919（4番人気）
枠連票数 計 83668 的中 （3－5） 1981（12番人気）
馬連票数 計 326009 的中 �� 7268（13番人気）
馬単票数 計 194432 的中 �� 2593（19番人気）
ワイド票数 計 222612 的中 �� 6032（10番人気）�� 14378（2番人気）�� 1692（27番人気）
3連複票数 計 446656 的中 ��� 3778（27番人気）
3連単票数 計 650815 的中 ��� 1125（115番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．7―12．5―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．9―47．4―59．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．8―3F37．1
3 7（2，8，16）（10，14）1（3，5，9）（15，11）（6，4）（13，12） 4 7（8，16）（2，10，14，5）－1（3，11）（6，15，9，12）（13，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

タイセイアベニール �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．6．25 函館2着

2015．4．20生 牡2鹿 母 ハロードリーム 母母 ハローサンライズ 5戦1勝 賞金 12，300，000円
〔制裁〕 タイセイアベニール号の騎手C．ルメールは，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番）
※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 ダンツコンフォート号
※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。

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3日 晴 良 （29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 アイアムエメラルド 牝3栗 54 菱田 裕二堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 高昭牧場 B456－ 6 59．9 9．4�
33 クラシカルレディ 牝3黒鹿54 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 牧田 和弥 新ひだか 幌村牧場 426＋ 2 〃 クビ 7．9�
56 サンモントレー 牝3栗 54 中井 裕二 �加藤ステーブル 菊川 正達 日高 有限会社

ケイズ 430－ 81：00．32� 23．1�
22 サ ン コ ロ ナ 牝3栗 54

51 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 412＋101：00．4� 3．0�

11 サンレイハリケーン 牝3栗 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 440＋ 21：00．61� 13．8�
67 ザウォルドルフ 牡3黒鹿56 藤岡 康太大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 472± 0 〃 アタマ 2．1	
79 ビーハッピー 牡3鹿 56 杉原 誠人
ミルファーム 伊藤 正徳 様似 富田 恭司 472＋101：01．13 238．6�
55 ディーエスファニー 牡3鹿 56 勝浦 正樹秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444± 01：01．63 20．6�
44 コントロヴェント 牝3鹿 54 黛 弘人�G1レーシング 奥平 雅士 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 406－ 61：01．81� 68．7
811 トミケンリディカ 牝3鹿 54 横山 和生冨樫 賢二氏 大和田 成 新冠 スカイビーチステーブル 416＋ 81：01．9クビ 37．7�
812 ビ タ ー レ 牡3黒鹿 56

55 ☆坂井 瑠星 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか グローリーファーム 442＋ 61：02．96 38．7�

710 レヴリミット 牡3鹿 56 原田 和真 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 502－101：03．32� 338．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 24，935，300円 複勝： 35，401，100円 枠連： 10，084，200円
馬連： 35，623，200円 馬単： 22，799，100円 ワイド： 25，207，400円
3連複： 48，764，000円 3連単： 81，318，700円 計： 284，133，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 430円 � 220円 � 580円 枠 連（3－6） 600円

馬 連 �� 4，000円 馬 単 �� 6，990円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 3，040円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 20，470円 3 連 単 ��� 99，080円

票 数

単勝票数 計 249353 的中 � 21078（4番人気）
複勝票数 計 354011 的中 � 20225（5番人気）� 49234（3番人気）� 14244（7番人気）
枠連票数 計 100842 的中 （3－6） 12940（2番人気）
馬連票数 計 356232 的中 �� 6898（12番人気）
馬単票数 計 227991 的中 �� 2443（23番人気）
ワイド票数 計 252074 的中 �� 4905（14番人気）�� 2105（28番人気）�� 3564（18番人気）
3連複票数 計 487640 的中 ��� 1786（53番人気）
3連単票数 計 813187 的中 ��� 595（241番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―11．9―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．8―24．1―36．0―47．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アイアムエメラルド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 デ ヒ ア デビュー 2016．12．3 中山5着

2014．3．4生 牝3栗 母 アイアムアドーター 母母 アイアムザウィナー 5戦1勝 賞金 7，000，000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 マイアミトロピカル号

24064 9月3日 晴 良 （29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

610 ヒミノブリランテ 牡3栗 56
55 ☆坂井 瑠星佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 478＋ 21：47．9 14．5�
712 シンゼンムサシ 牡3黒鹿56 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 446＋ 4 〃 アタマ 2．3�
11 マヤノオラティオ 牝3黒鹿54 丹内 祐次田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 B464＋ 2 〃 クビ 5．1�
711 ガクチカキッズ 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 武史菊地 祐司氏 大江原 哲 安平 追分ファーム 464± 01：48．21� 9．8�
34 タガノビッググッド 牡3鹿 56 菱田 裕二八木 良司氏 牧浦 充徳 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460± 01：48．41 21．6�
46 ヒ ス イ 牝3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 谷原 義明 新冠 有限会社 大

作ステーブル B492＋ 81：48．5� 34．3	
45 ヴィトンリード 牡3鹿 56 藤岡 佑介杉山 一穂氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 494＋ 4 〃 アタマ 66．7

33 サウンドベティ 牝3鹿 54 勝浦 正樹増田 雄一氏 水野 貴広 新冠 新冠伊藤牧場 B428＋ 21：48．71 10．9�
58 スマイルプリティ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也臼倉 勲氏 本間 忍 日高 浜本牧場 464＋ 41：49．33� 6．3�
813 キョウエイハッチ 牡3鹿 56 丸山 元気田中 晴夫氏 武藤 善則 新冠 坂元牧場 B466± 01：50．15 87．1
57 リネンスカッシュ 牝3栗 54 五十嵐冬樹戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 沖田 博志 476－ 6 〃 アタマ 12．2�

（北海道）

22 ハナノバード 牝3鹿 54 国分 恭介華山 龍一氏 作田 誠二 浦河 宮内牧場 460＋ 21：50．31 113．7�
69 トモジャヴェール 牡3芦 56 横山 和生吉冨 朝美氏 鈴木 伸尋 新ひだか 小倉 光博 B496－ 81：50．61� 59．7�
814 スウィートグロリア 牝3鹿 54 服部 茂史 �グリーンファーム矢野 英一 安平 ノーザンファーム B464＋ 21：51．98 97．0�

（北海道）

（14頭）

売 得 金
単勝： 21，173，300円 複勝： 32，809，300円 枠連： 11，408，800円
馬連： 38，051，400円 馬単： 19，637，200円 ワイド： 26，050，300円
3連複： 54，414，900円 3連単： 68，604，600円 計： 272，149，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 310円 � 130円 � 170円 枠 連（6－7） 1，130円

馬 連 �� 1，600円 馬 単 �� 4，370円

ワ イ ド �� 520円 �� 1，160円 �� 300円

3 連 複 ��� 2，730円 3 連 単 ��� 20，880円

票 数

単勝票数 計 211733 的中 � 11629（7番人気）
複勝票数 計 328093 的中 � 19580（6番人気）� 89689（1番人気）� 49769（2番人気）
枠連票数 計 114088 的中 （6－7） 7791（5番人気）
馬連票数 計 380514 的中 �� 18419（5番人気）
馬単票数 計 196372 的中 �� 3368（15番人気）
ワイド票数 計 260503 的中 �� 12689（5番人気）�� 5160（15番人気）�� 24732（1番人気）
3連複票数 計 544149 的中 ��� 14907（7番人気）
3連単票数 計 686046 的中 ��� 2381（60番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．9―12．2―12．5―12．6―12．8―13．3―14．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．0―42．2―54．7―1：07．3―1：20．1―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．2―3F40．6
1
3
・（1，9）－13－11（7，6，12，14）－2－（8，10）（4，3）5
1（12，3）（13，9）（11，10）6（5，14）－（2，8）7，4

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

勝馬の
紹 介

ヒミノブリランテ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 ダンスオブライフ デビュー 2017．4．9 阪神8着

2014．4．30生 牡3栗 母 タイキメビウス 母母 タイキミステリー 8戦1勝 賞金 7，800，000円
〔騎手変更〕 ヒスイ号の騎手松岡正海は，負傷のため杉原誠人に変更。
※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。
（非抽選馬） 5頭 グランティエラ号・サウンドラブリー号・ソートアフター号・ナチュラルシンジュ号・ローズクイーン号
※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。



24065 9月3日 晴 良 （29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

36 ブリシンガメン 牝3栗 54 C．ルメール 吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 446± 02：05．7 3．0�
12 シンボリブーケ 牝3鹿 54 蛯名 正義シンボリ牧場 荒川 義之 日高 シンボリ牧場 466－ 4 〃 アタマ 4．2�
816 メイショウユーコン 牝3黒鹿54 四位 洋文松本 好雄氏 小島 太 様似 猿倉牧場 446＋ 82：06．12� 21．4�
611 レッドラフィーネ 牝3芦 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 432－ 22：06．2� 8．4�
47 サワヤカフェスタ 牝3栗 54 原田 和真 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 渡辺 薫彦 むかわ 新井牧場 406＋ 62：06．41� 20．3�
35 コスモヴァーズ 牡3青鹿56 黛 弘人 	ビッグレッドファーム 森田 直行 新冠 ビッグレッドファーム 438－ 22：06．82� 25．4

612 リンネルクロス 牝3黒鹿54 丸山 元気飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 404＋ 8 〃 ハナ 26．3�
510 キ ク ノ デ ア 牝3青鹿54 池添 謙一菊池 五郎氏 松田 国英 新ひだか 矢野牧場 406－ 42：07．01� 8．1�
48 キャッチヒストリー 牡3栗 56 勝浦 正樹嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 岡田牧場 500＋ 62：07．21� 151．6
11 カパルチャルシュ 牝3芦 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新冠 ビッグレッドファーム 460＋ 82：07．3	 28．5�
815 アフロディーテ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史近藤 英子氏 寺島 良 登別 青藍牧場 414－ 82：07．4クビ 135．4�
24 アドマイヤマンバイ 牡3青鹿56 福永 祐一近藤 利一氏 梅田 智之 浦河 笠松牧場 550＋ 22：07．82� 4．8�
23 ヴォワルドール 牝3栗 54 杉原 誠人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 450＋142：08．33 251．2�
713 ヤマニンカプシーヌ 牝3黒鹿54 横山 和生土井 肇氏 松永 幹夫 新冠 錦岡牧場 458＋ 42：08．51 309．3�
59 アイアイハッピー 牡3鹿 56

55 ☆坂井 瑠星齊藤 敬氏 浅野洋一郎 新ひだか 見上牧場 462－ 22：10．8大差 272．8�
（15頭）

714 フジワンキララ 牝3芦 54 吉田 隼人�富士開発 鹿戸 雄一 新冠 パカパカ
ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 23，085，700円 複勝： 30，880，200円 枠連： 10，045，600円
馬連： 42，632，300円 馬単： 23，511，100円 ワイド： 29，277，600円
3連複： 62，708，800円 3連単： 84，707，900円 計： 306，849，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 140円 � 350円 枠 連（1－3） 530円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 980円

ワ イ ド �� 240円 �� 980円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 11，020円

票 数

単勝票数 差引計 230857（返還計 255） 的中 � 61400（1番人気）
複勝票数 差引計 308802（返還計 245） 的中 � 69547（1番人気）� 63927（2番人気）� 15755（6番人気）
枠連票数 差引計 100456（返還計 10） 的中 （1－3） 14481（1番人気）
馬連票数 差引計 426323（返還計 1089） 的中 �� 54867（1番人気）
馬単票数 差引計 235111（返還計 422） 的中 �� 17983（1番人気）
ワイド票数 差引計 292776（返還計 747） 的中 �� 36566（1番人気）�� 6903（12番人気）�� 7826（10番人気）
3連複票数 差引計 627088（返還計 1841） 的中 ��� 16631（6番人気）
3連単票数 差引計 847079（返還計 2581） 的中 ��� 5571（24番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―25．0―38．0―50．9―1：03．7―1：16．1―1：28．5―1：41．1―1：53．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．2
1
3
12，13（3，6，15）1（2，10）16（5，4）－（7，9）11－8
12（3，13）（6，15）（1，2，10）16（5，4，11）7－8＝9

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

勝馬の
紹 介

ブリシンガメン �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Tejano Run デビュー 2016．6．11 阪神9着

2014．3．9生 牝3栗 母 ディオニージア 母母 Essie’s Maid 15戦1勝 賞金 10，850，000円
〔出走取消〕 フジワンキララ号は，疾病〔感冒〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイアイハッピー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月3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 ヴァンヴィーノ号・ピエナアラシ号・ピオニエ号・マジックバラード号

24066 9月3日 晴 良 （29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

811 ユキノカトレア 牝5鹿 55 古川 吉洋北所 直人氏 坂口 正則 日高 川端 正博 486＋ 2 59．5 4．4�
710 タイセイラビッシュ 牡5鹿 57 丸山 元気田中 成奉氏 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 484－ 8 59．71� 6．5�
33 ト キ ワ 牝5鹿 55 池添 謙一田畑 利彦氏 西村 真幸 新ひだか 上村 清志 478＋ 4 〃 クビ 7．5�
68 シゲルヒョウ 牡3鹿 55 桑村 真明森中 蕃氏 伊藤 圭三 新ひだか 伊藤 敏明 B484＋ 41：00．02 4．5�

（北海道）

22 スズカオーショウ 牡6栗 57 五十嵐冬樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 浦河 駿河牧場 B510－ 21：00．32 22．1�
（北海道）

79 セイウンアワード 牡5鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B530－ 21：00．4クビ 38．1�
56 ブ ラ ン シ ュ 牝3青鹿 53

50 ▲横山 武史	Basic 根本 康広 平取 協栄組合 434＋ 81：00．93 4．3

812 ジャンダラリン 牝3鹿 53

52 ☆木幡 初也岡 浩二氏 宮本 博 日高 アイズスタッド株式会社 468＋121：01．0� 35．3�
67 トライデントミノル 牡3栗 55 蛯名 正義吉岡 實氏 中舘 英二 新ひだか フジワラフアーム 450＋ 41：01．21� 13．0�
55 ジ ュ ラ ー レ 牝4鹿 55

54 ☆坂井 瑠星 	ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 杉山 晴紀 新ひだか 松田牧場 414± 01：01．41� 66．1

11 ジャスティンラヴ 牝3黒鹿53 藤岡 康太前原 敏行氏 牧浦 充徳 新ひだか チャンピオンズファーム 408± 01：01．71� 15．6�
44 スマートダフネ 牝3栗 53 福永 祐一大川 徹氏 小崎 憲 浦河 桑田牧場 B450－ 21：01．91� 27．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，203，400円 複勝： 24，800，700円 枠連： 7，557，500円
馬連： 33，692，200円 馬単： 17，232，500円 ワイド： 21，366，400円
3連複： 44，669，200円 3連単： 60，504，300円 計： 229，026，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 210円 � 180円 � 240円 枠 連（7－8） 1，390円

馬 連 �� 1，630円 馬 単 �� 2，880円

ワ イ ド �� 630円 �� 630円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 19，550円

票 数

単勝票数 計 192034 的中 � 34251（2番人気）
複勝票数 計 248007 的中 � 30649（4番人気）� 39852（2番人気）� 24369（5番人気）
枠連票数 計 75575 的中 （7－8） 4201（7番人気）
馬連票数 計 336922 的中 �� 16007（8番人気）
馬単票数 計 172325 的中 �� 4480（9番人気）
ワイド票数 計 213664 的中 �� 8812（8番人気）�� 8889（7番人気）�� 5148（10番人気）
3連複票数 計 446692 的中 ��� 8779（10番人気）
3連単票数 計 605043 的中 ��� 2243（53番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．6―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．2―34．8―46．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．3
3 4（10，11）（2，3）8，6，12（1，5，9）7 4 ・（10，11）（4，3）2，8－（6，12，9）1，7－5

勝馬の
紹 介

ユキノカトレア �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 タバスコキャット デビュー 2014．10．5 阪神1着

2012．5．11生 牝5鹿 母 ユキノチャンプ 母母 サラトガビューティ 17戦3勝 賞金 38，100，000円
〔騎手変更〕 トライデントミノル号の騎手松岡正海は，負傷のため蛯名正義に変更。
〔制裁〕 ジュラーレ号の騎手坂井瑠星は，3コーナーで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：9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） 2頭 サクセスライン号・ライフトップガン号
※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3日 晴 良 （29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

24 コロラトゥーレ 牝3鹿 53 福永 祐一廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 440＋ 21：10．6 3．5�
47 メイショウギガース 牡3青鹿55 池添 謙一松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 472＋ 61：10．81� 15．6�
12 タカミツサクラ 牝3鹿 53 丸山 元気タカミツ� 高橋 裕 日高 木村牧場 442＋ 21：11．01� 7．4�
815 サンマルバロン 	5栗 57 小島 太一相馬 勇氏 小島 太 日高 三城牧場 470＋ 2 〃 クビ 14．0�
59 ヴィーナスフローラ 牝3栗 53 藤岡 康太大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480± 0 〃 アタマ 11．3�
816
 エアオブザドラゴン 牡4鹿 57

56 ☆木幡 初也岡田 牧雄氏 大江原 哲 英 Cheveley Park
Stud Ltd 506± 01：11．1� 45．2	

48 
 ジングルベルロック 牝4青鹿55 菱田 裕二吉田 和美氏 高野 友和 仏 Mme Elisa-
beth Vidal 466＋18 〃 アタマ 34．6


11 サクラヴィオーラ 牝6栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 488＋ 41：11．31� 26．4�
23 � ムーンドロップ 牡6鹿 57 横山 和生�Basic 小野 次郎 平取 二風谷ファーム 448－ 61：11．51� 88．0�
612 ゲンパチケンシン 牡3芦 55 吉田 隼人平野 武志氏 加用 正 浦河 宮内牧場 466± 01：11．6� 8．1
714 ユトリチャン 牝3鹿 53

50 ▲横山 武史田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 424＋ 8 〃 ハナ 16．7�
611 マ カ レ ア 牝4黒鹿55 C．ルメール �キャロットファーム 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 418± 0 〃 アタマ 4．6�
36 ル ノ ー ト ル 	4青鹿57 服部 茂史吉田 照哉氏 和田正一郎 千歳 社台ファーム 472＋12 〃 ハナ 29．9�

（北海道）

713� ツキミチャン 牝6青鹿55 酒井 学瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 日高 ヤナガワ牧場 446± 01：12．13 75．9�
35 ア オ ア ラ シ 牝3黒鹿 53

52 ☆坂井 瑠星松田 整二氏 松下 武士 平取 びらとり牧場 440－ 81：12．52� 24．2�
510 パッションチカ 牝3鹿 53 国分 恭介冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 432－ 21：13．98 44．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 29，604，900円 複勝： 41，950，700円 枠連： 14，421，700円
馬連： 54，222，600円 馬単： 24，308，200円 ワイド： 38，248，700円
3連複： 76，804，900円 3連単： 92，481，200円 計： 372，042，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 150円 � 330円 � 270円 枠 連（2－4） 1，700円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 850円 �� 600円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 24，420円

票 数

単勝票数 計 296049 的中 � 67020（1番人気）
複勝票数 計 419507 的中 � 88689（1番人気）� 28259（6番人気）� 36915（4番人気）
枠連票数 計 144217 的中 （2－4） 6570（6番人気）
馬連票数 計 542226 的中 �� 23100（5番人気）
馬単票数 計 243082 的中 �� 7411（4番人気）
ワイド票数 計 382487 的中 �� 11620（6番人気）�� 17113（3番人気）�� 4773（22番人気）
3連複票数 計 768049 的中 ��� 9985（8番人気）
3連単票数 計 924812 的中 ��� 2745（42番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．1―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．7―46．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コロラトゥーレ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2016．8．27 札幌4着

2014．2．27生 牝3鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 9戦2勝 賞金 24，544，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 パッションチカ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月3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 ウインペイザージュ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24068 9月3日 晴 良 （29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

22 キングラディウス 牡4栗 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B466－ 61：45．6 2．3�
69 アドマイヤカロ 牡6栗 57 藤岡 康太近藤 利一氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 544－ 41：46．02� 7．4�
34 アルセナーレ 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �ロードホースクラブ 新開 幸一 新ひだか ケイアイファーム 524＋ 81：46．64 9．2�
712 フィルムフランセ 牝3鹿 52

49 ▲横山 武史吉田 照哉氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 494＋ 61：47．23� 10．6�
45 テ ィ ー コ ア 牡3栗 54 蛯名 正義深見 富朗氏 牧田 和弥 日高 いとう牧場 B504－ 2 〃 ハナ 24．7�
814� ホープライズ 牡3栗 54 服部 茂史伏木田達之氏 田中 淳司 浦河 伏木田牧場 468± 01：47．51� 62．0	

（北海道） （北海道）

11 ミュゼリバイアサン 牡4鹿 57
56 ☆木幡 初也菊地 祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか 水上 習孝 B512＋ 41：47．92� 31．7


57 カシノカーム 牡6芦 57 原田 和真柏木 務氏 和田 雄二 青森 一山育成牧場 B478－ 4 〃 クビ 63．9�
610 キタノユーリン 牝3鹿 52 福永 祐一北所 直人氏 坂口 正則 新冠 村上 欽哉 482＋101：48．0� 26．0�
58 スズカガルチ 牡3栗 54

53 ☆城戸 義政永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B512＋ 41：48．21 20．3
33 	 ペンタプリズム 牝5青鹿55 黛 弘人吉川 朋宏氏 堀井 雅広 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：48．4� 269．8�
813 ライトブリンガー 牡4栗 57

56 ☆坂井 瑠星�日進牧場 佐々木晶三 浦河 日進牧場 B476＋ 61：48．61
 25．5�
46 エンドレスコール 牝3黒鹿52 菱田 裕二 �キャロットファーム 橋口 慎介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472－ 4 〃 ハナ 55．1�
711 レッドゼノン 牡3黒鹿54 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 杵臼牧場 B454－ 41：49．34 4．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，192，300円 複勝： 31，568，200円 枠連： 11，910，000円
馬連： 42，029，300円 馬単： 20，853，900円 ワイド： 27，219，500円
3連複： 57，086，800円 3連単： 78，583，200円 計： 291，443，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 140円 � 180円 � 230円 枠 連（2－6） 870円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 400円 �� 460円 �� 850円

3 連 複 ��� 2，300円 3 連 単 ��� 9，680円

票 数

単勝票数 計 221923 的中 � 74408（1番人気）
複勝票数 計 315682 的中 � 74043（1番人気）� 41939（3番人気）� 29883（4番人気）
枠連票数 計 119100 的中 （2－6） 10553（3番人気）
馬連票数 計 420293 的中 �� 32620（2番人気）
馬単票数 計 208539 的中 �� 10246（3番人気）
ワイド票数 計 272195 的中 �� 18266（2番人気）�� 15399（3番人気）�� 7624（9番人気）
3連複票数 計 570868 的中 ��� 18614（4番人気）
3連単票数 計 785832 的中 ��� 5885（14番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．1―42．6―54．8―1：06．8―1：19．4―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

キングラディウス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2015．7．4 中京12着

2013．1．23生 牡4栗 母 アドマイヤカグラ 母母 シーズライクリオ 26戦3勝 賞金 37，396，000円
〔騎手変更〕 ティーコア号の騎手松岡正海は，負傷のため蛯名正義に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 エレクトリイオネ号
※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。



24069 9月3日 晴 良 （29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

22 コ ー カ ス 牡3鹿 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 504＋ 41：50．6 3．5�

34 � トリニティプレイス 牝6鹿 55 藤岡 康太�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 444＋12 〃 クビ 56．6�
11 ピックミータッチ �4鹿 57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：50．7� 2．6�
46 ティーエスクライ 牝5芦 55 菱田 裕二田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 454＋ 2 〃 クビ 14．6�
610 パラノーマル 牝4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 436＋ 61：51．02 108．9	
69 エクストラファイン 牝5黒鹿55 荻野 琢真 �グリーンファーム矢野 英一 千歳 社台ファーム 462± 01：51．21 7．8

711 アルマレイモミ 牝4鹿 55 福永 祐一コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 須崎牧場 B450－ 21：51．41 10．2�
814 グ リ ト ニ ル 牡3鹿 54

53 ☆坂井 瑠星杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 430＋ 61：51．93 66．9�
45 アドマイヤアルパマ 牝3鹿 52 池添 謙一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 430＋ 81：52．0� 7．0
813� ウ ェ イ ト 牡4黒鹿57 黛 弘人 �コスモヴューファーム 青木 孝文 平取 協栄組合 502－ 21：52．1	 17．0�
33 スパーキングジョイ 牡4栗 57 藤岡 佑介幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 500＋121：53．16 47．7�
57 コトブキファルコン 牡3栗 54 原田 和真尾上 松壽氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 512－ 41：53．63 104．8�
58 ヒマワリノヤクソク 牝3栗 52 古川 吉洋山口 敦広氏 斉藤 崇史 新ひだか オギオギ牧場 468 1：54．98 64．1�
712 ディアパヴォーネ 牝3黒鹿52 蛯名 正義ディアレストクラブ� 二ノ宮敬宇 新冠 武田牧場 414＋ 41：55．0	 159．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，635，300円 複勝： 43，424，300円 枠連： 14，470，000円
馬連： 59，312，100円 馬単： 30，432，900円 ワイド： 37，627，500円
3連複： 79，126，500円 3連単： 121，363，500円 計： 418，392，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 630円 � 140円 枠 連（2－3） 3，650円

馬 連 �� 5，630円 馬 単 �� 10，300円

ワ イ ド �� 1，820円 �� 270円 �� 2，530円

3 連 複 ��� 6，570円 3 連 単 ��� 38，200円

票 数

単勝票数 計 326353 的中 � 73000（2番人気）
複勝票数 計 434243 的中 � 71961（2番人気）� 11872（8番人気）� 102470（1番人気）
枠連票数 計 144700 的中 （2－3） 3069（15番人気）
馬連票数 計 593121 的中 �� 8162（19番人気）
馬単票数 計 304329 的中 �� 2214（34番人気）
ワイド票数 計 376275 的中 �� 4799（23番人気）�� 42897（1番人気）�� 3415（27番人気）
3連複票数 計 791265 的中 ��� 9020（24番人気）
3連単票数 計1213635 的中 ��� 2303（122番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．1―37．3―49．3―1：01．2―1：13．1―1：25．7―1：37．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F37．5
1
3
8，9（4，5，13）（7，11）14（2，6，12）－（1，10）3・（8，9）（4，13，11）5（6，14）（7，10）1（12，2）3

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

勝馬の
紹 介

コ ー カ ス �
�
父 ストリートセンス �

�
母父 Diktat デビュー 2016．9．24 阪神1着

2014．4．2生 牡3鹿 母 トークショウ 母母 High Hawk 7戦2勝 賞金 21，936，000円
〔制裁〕 パラノーマル号の騎手丹内祐次は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：14番・11番・13番）
〔その他〕 ヒマワリノヤクソク号は，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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ディアパヴォーネ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月3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。
（非抽選馬） 1頭 プログレスシチー号

24070 9月3日 晴 良 （29札幌2）第6日 第10競走 ��
��1，200�す ず ら ん 賞

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

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 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

610� リュウノユキナ 牡2芦 54 五十嵐冬樹蓑島 竜一氏 桑原 義光 新ひだか 藤川フアーム 468－ 81：10．8 55．3�
（北海道） （北海道）

47 	 モルトアレグロ 牝2青鹿54 吉田 隼人吉田 千津氏 武井 亮 米
Town And Country
Horse Farms, LLC &
Frank & Kim Taylor

470＋ 21：11．11
 6．3�
34 � ハッピーグリン 牡2栗 54 服部 茂史会田 裕一氏 田中 淳司 千歳 社台ファーム 450＋ 41：11．52� 4．5�

（北海道） （北海道）

11 オジョーノキセキ 牝2鹿 54 藤岡 佑介前原 敏行氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 496＋ 2 〃 クビ 7．4�
46 オーヴァーライト 牡2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 手塚 貴久 新冠 須崎牧場 478＋101：11．71� 4．6�
814 ウインジェルベーラ 牝2栗 55 福永 祐一	ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 21：11．8
 3．8

712� デ ニ ス ト ン 牡2鹿 54 伊藤 千尋和田 博美氏 田中 正二 新ひだか 加野牧場 486± 0 〃 ハナ 177．0�

（北海道） （北海道）

22 � ディーエスソアラー 牡2栗 54 宮崎 光行秋谷 壽之氏 松本 隆宏 新冠 オリエント牧場 496－ 21：12．33 127．6�
（北海道） （北海道）

713 ト ラ ン プ 牡2鹿 54 藤岡 康太大塚 亮一氏 高橋 裕 新冠 ハクツ牧場 434＋ 21：12．4� 40．3
59 � ヨシノファルコン 牝2黒鹿54 桑村 真明中村 吉�氏 松本 隆宏 日高 若林 順一 438－ 41：12．82� 189．1�

（北海道） （北海道）

815 サフランブーケ 牝2鹿 54 古川 吉洋海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 434＋ 41：12．9� 12．1�
35 � ソイカウボーイ 牡2栗 54 岩橋 勇二日吉 伸人氏 田中 淳司 浦河 伏木田牧場 454－ 21：13．11 26．3�

（北海道） （北海道）

58 ラヴバインド 牝2鹿 54 丹内 祐次 �コスモヴューファーム 飯田 雄三 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 21：14．48 92．0�
23 サンダベンポート 牝2鹿 54 中井 裕二加藤 信之氏 中野 栄治 むかわ 真壁 信一 426－ 81：14．5� 154．8�
611 レディオブザレイク 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 石毛 善彦 新冠 オリエント牧場 454＋ 41：15．03 398．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 40，087，900円 複勝： 46，573，700円 枠連： 23，097，000円
馬連： 74，280，800円 馬単： 37，074，200円 ワイド： 40，318，700円
3連複： 102，526，300円 3連単： 139，945，600円 計： 503，904，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，530円 複 勝 � 670円 � 210円 � 200円 枠 連（4－6） 4，690円

馬 連 �� 14，590円 馬 単 �� 41，750円

ワ イ ド �� 3，450円 �� 2，080円 �� 690円

3 連 複 ��� 17，550円 3 連 単 ��� 190，350円

票 数

単勝票数 計 400879 的中 � 6152（9番人気）
複勝票数 計 465737 的中 � 14458（9番人気）� 62663（4番人気）� 67320（2番人気）
枠連票数 計 230970 的中 （4－6） 3813（12番人気）
馬連票数 計 742808 的中 �� 3945（32番人気）
馬単票数 計 370742 的中 �� 666（75番人気）
ワイド票数 計 403187 的中 �� 2903（30番人気）�� 4877（21番人気）�� 15976（8番人気）
3連複票数 計1025263 的中 ��� 4379（51番人気）
3連単票数 計1399456 的中 ��� 533（429番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．4―12．1―12．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．2―46．3―58．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�リュウノユキナ �
�
父 ヴァーミリアン �

�
母父 ク ロ フ ネ （1戦1勝 賞金 16，329，000円）

2015．5．16生 牡2芦 母 ネ オ カ ラ ー 母母 ナ ギ サ
〔騎手変更〕 ウインジェルベーラ号の騎手松岡正海は，負傷のため福永祐一に変更。
〔発走状況〕 ソイカウボーイ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔制裁〕 レディオブザレイク号の騎手杉原誠人は，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：8番）
〔調教再審査〕 ソイカウボーイ号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ラヴバインド号は，発走後まもなく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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サンダベンポート号・レディオブザレイク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年10月3日まで平地競走に出走できない。
※レディオブザレイク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※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3日 晴 良 （29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，28．9．3以降29．8．27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

711 プレストウィック 牡6芦 54 C．ルメール �シルクレーシング 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 526－ 22：44．2 5．2�
46 アングライフェン 牡5鹿 55 古川 吉洋前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476－ 2 〃 アタマ 9．7�
814 バロンドゥフォール �7鹿 53 丸山 元気窪田 康志氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 476＋ 42：44．41� 16．9�
69 マイネルサージュ 牡5鹿 55 木幡 初也 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 洞	湖 レイクヴィラファーム 502－ 4 〃 アタマ 16．7�
22 タマモベストプレイ 牡7栗 57 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 484＋ 82：44．61� 6．2	
57 プロレタリアト 牝6鹿 51 杉原 誠人田原 邦男氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム B448＋142：44．81� 60．0

610 タッチングスピーチ 牝5鹿 55 福永 祐一 �サンデーレーシング 石坂 正 安平 ノーザンファーム B482＋142：44．9
 9．4�
34 パリカラノテガミ 牡6鹿 53 菱田 裕二嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 458＋ 42：45．32� 42．6�
45 ラブラドライト �8鹿 53 酒井 学吉田 勝己氏 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム B502－ 22：45．51� 4．8
58 ヒラボクディープ 牡7黒鹿56 蛯名 正義�平田牧場 国枝 栄 日高 下河辺牧場 512－ 42：45．81
 49．2�
11 サラトガスピリット 牡5栗 54 四位 洋文平井 裕氏 友道 康夫 日高 白井牧場 508± 02：46．54 7．6�
33 � ト ラ ス ト 牡3芦 53 丹内 祐次岡田 繁幸氏 中村 均 新冠 中本牧場 480＋ 82：47．03 6．9�
813 ジェベルムーサ 牡7鹿 56 池添 謙一 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 568＋ 62：47．1� 40．2�
712 カ ム フ ィ ー 牡8黒鹿53 勝浦 正樹清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 470－ 22：47．73� 133．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 67，077，800円 複勝： 84，261，100円 枠連： 45，823，900円
馬連： 230，696，700円 馬単： 89，940，100円 ワイド： 103，874，200円
3連複： 342，122，600円 3連単： 473，151，700円 計： 1，436，948，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 280円 � 350円 枠 連（4－7） 800円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，460円 �� 1，970円

3 連 複 ��� 11，200円 3 連 単 ��� 55，370円

票 数

単勝票数 計 670778 的中 � 101326（2番人気）
複勝票数 計 842611 的中 � 113628（3番人気）� 77087（5番人気）� 57496（7番人気）
枠連票数 計 458239 的中 （4－7） 43889（1番人気）
馬連票数 計2306967 的中 �� 60913（13番人気）
馬単票数 計 899401 的中 �� 14541（16番人気）
ワイド票数 計1038742 的中 �� 20819（15番人気）�� 18376（19番人気）�� 13443（30番人気）
3連複票数 計3421226 的中 ��� 22890（42番人気）
3連単票数 計4731517 的中 ��� 6195（185番人気）

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

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�
13．6―26．1―39．0―51．5―1：03．7―1：17．0―1：29．7―1：42．0―1：54．1―2：06．5―2：19．2―2：31．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プレストウィック �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Linamix デビュー 2013．7．21 函館4着

2011．4．24生 牡6芦 母 フ ー ラ ク サ 母母 Housatonic 32戦6勝 賞金 127，965，000円
〔騎手変更〕 マイネルサージュ号の騎手松岡正海は，負傷のため木幡初也に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 8頭 ケンホファヴァルト号・デルマサリーチャン号・ハツガツオ号・メイショウバッハ号・リッジマン号・

リッチーリッチー号・ワトソンクリック号・ワールドレーヴ号

24072 9月3日 晴 良 （29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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

712 ヴォカツィオーネ 牝3栗 52 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 434＋ 21：45．8 51．4�

33 キチロクステージ 牡4鹿 57 二本柳 壮山本 正美氏 二本柳俊一 新冠 競優牧場 478＋ 21：45．9� 18．6�
57 ケルティックソード 牡4栗 57 C．ルメール 吉田 晴哉氏 須貝 尚介 浦河 笠松牧場 B486＋ 2 〃 ハナ 1．9�
34 ディアコンチェルト 牡5黒鹿57 蛯名 正義ディアレストクラブ� 高木 登 新ひだか 八田ファーム 464± 01：46．22 12．9�
11 リヴァイアサン 牡3鹿 54 福永 祐一星野 祐介氏 相沢 郁 青森 ユーコー牧場 B508± 01：46．4	 11．3�
610 ランドハイパワー 牡4鹿 57 国分 恭介木村 昌三氏 安達 昭夫 浦河 高昭牧場 498＋ 41：46．5� 40．5	
711 ディアドナテロ 牡5黒鹿57 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 池上 昌弘 新冠 武田牧場 B486＋ 6 〃 クビ 7．2

69 ア グ ネ ッ タ 牝4鹿 55 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 B462＋ 41：46．6クビ 105．1�
45 スマイルフォース 牡5鹿 57 藤岡 康太上茶谷 一氏 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 462＋ 41：47．02� 40．7�
58 テイエムジョウネツ 牝5黒鹿55 四位 洋文竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 456＋ 81：47．21� 13．5
814 ヴ ァ ッ ハ ウ 牡5鹿 57 桑村 真明�ラ・メール 勢司 和浩 新冠 赤石 久夫 508± 01：47．83� 193．5�

（北海道）

46 ウエスタンオウジ 
7鹿 57 横山 和生西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 482－101：47．9� 255．8�
22 � ディープオーパス 牡4芦 57 吉田 隼人深見 敏男氏 藤岡 健一 米 Richard

Shultz B494＋ 41：48．11� 6．0�
813 ミスズスター 牡4鹿 57 池添 謙一永井 啓弍氏 加藤 敬二 新ひだか 山際セントラルスタッド 458± 01：49．37 17．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 64，003，800円 複勝： 81，580，300円 枠連： 28，573，000円
馬連： 129，602，400円 馬単： 64，848，800円 ワイド： 78，137，000円
3連複： 177，453，000円 3連単： 297，345，300円 計： 921，543，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，140円 複 勝 � 850円 � 360円 � 140円 枠 連（3－7） 1，880円

馬 連 �� 24，020円 馬 単 �� 67，270円

ワ イ ド �� 4，660円 �� 1，770円 �� 750円

3 連 複 ��� 19，320円 3 連 単 ��� 212，180円

票 数

単勝票数 計 640038 的中 � 9948（11番人気）
複勝票数 計 815803 的中 � 18019（11番人気）� 48388（7番人気）� 228315（1番人気）
枠連票数 計 285730 的中 （3－7） 11771（8番人気）
馬連票数 計1296024 的中 �� 4181（52番人気）
馬単票数 計 648488 的中 �� 723（108番人気）
ワイド票数 計 781370 的中 �� 4158（44番人気）�� 11245（19番人気）�� 28058（7番人気）
3連複票数 計1774530 的中 ��� 6886（63番人気）
3連単票数 計2973453 的中 ��� 1016（550番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．8―31．7―44．3―56．6―1：08．6―1：20．8―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．2
1
3
9，10（1，11）（7，12）6，3（4，13）（5，14）8，2
9（10，11）（1，7，12）（5，3，6）2（4，13）14，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴォカツィオーネ �
�
父 カジノドライヴ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2016．9．17 阪神7着

2014．3．30生 牝3栗 母 アントワープ 母母 フランダース 8戦2勝 賞金 23，572，000円
［他本会外：2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14頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）14頭 ウェイトアンドシー号・サトノプライム号・チャイマックス号・テイエムコンドル号・デグニティクローズ号・

ドリームリヴァール号・ノースランドボーイ号・ピントゥリッキオ号・ベストセラーアスク号・ポッドクヒオ号・
ボンナヴァン号・マイネルボルソー号・ラユロット号・レッツゴースター号

※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。

１レース目 ４レース目



（29札幌2）第6日 9月3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 170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
5，060，000円
14，340，000円
1，360，000円
23，120，000円
67，293，000円
4，420，000円
1，632，000円

勝馬投票券売得金
380，993，100円
511，654，700円
195，558，100円
811，377，700円
389，315，200円
475，694，300円
1，145，464，800円
1，627，475，400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 5，537，533，300円

総入場人員 27，699名 （有料入場人員 ）



平成29年度 第2回札幌競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 952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
26，570，000円
94，210，000円
11，490，000円
163，170，000円
73，830，000円
383，753，000円
51，976，000円
9，139，200円

勝馬投票券売得金
2，807，574，600円
4，116，586，600円
1，272，741，200円
5，829，461，700円
2，835，825，800円
3，346，255，500円
8，380，006，700円
12，792，052，400円
528，992，100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
5 重 勝
計 41，909，496，600円

総入場延人員 122，763名 （有料入場延人員 84，325名）
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