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24013 8月24日 曇 良 （26札幌2）第2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

66 マイネルグルマン 牡2鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 中野 栄治 洞�湖 レイクヴィラファーム 488－ 21：31．2 4．2�

55 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 428－10 〃 クビ 6．4�
33 パイロキネシスト 牡2黒鹿54 勝浦 正樹平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 472± 01：31．52 16．8�
11 � ウインエアフォース 牡2黒鹿54 三浦 皇成�ウイン 西園 正都 米 Brereton

C. Jones 496－ 21：31．6	 4．4�
88 クリノテツマン 牡2栗 54 吉田 隼人栗本 博晴氏 石毛 善彦 新冠 堤 牧場 446＋ 21：31．81 36．1�
89 ミュゼバトラー 牡2栗 54 柴山 雄一髙橋 仁氏 田所 秀孝 新ひだか 友田牧場 478－ 21：32．01
 18．1	
77 ロードシャリオ 牡2鹿 54 松田 大作 �ロードホースクラブ 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 462＋121：32．21	 75．1

44 ク ラ シ コ 牡2鹿 54 戸崎 圭太林 正道氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486＋ 6 〃 アタマ 2．6�
22 ジャストフォーユー 牡2鹿 54 蛯名 正義 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 21：33．37 9．1�
（9頭）

売 得 金
単勝： 15，434，300円 複勝： 26，181，900円 枠連： 6，313，300円
馬連： 32，917，300円 馬単： 22，470，800円 ワイド： 16，325，400円
3連複： 43，137，700円 3連単： 83，945，900円 計： 246，726，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 160円 � 210円 � 320円 枠 連（5－6） 1，440円

馬 連 �� 1，240円 馬 単 �� 2，290円

ワ イ ド �� 430円 �� 950円 �� 890円

3 連 複 ��� 5，530円 3 連 単 ��� 23，970円

票 数

単勝票数 計 154343 的中 � 28881（2番人気）
複勝票数 計 261819 的中 � 49295（2番人気）� 32414（4番人気）� 17545（6番人気）
枠連票数 計 63133 的中 （5－6） 3382（5番人気）
馬連票数 計 329173 的中 �� 20455（5番人気）
馬単票数 計 224708 的中 �� 7355（10番人気）
ワイド票数 計 163254 的中 �� 10435（5番人気）�� 4241（15番人気）�� 4527（14番人気）
3連複票数 計 431377 的中 ��� 5841（22番人気）
3連単票数 計 839459 的中 ��� 2539（88番人気）

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

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マイネルグルマン 
�
父 スニッツェル 

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2014．8．2 札幌2着

2012．2．10生 牡2鹿 母 プラチナベール 母母 オーベルゲイド 2戦1勝 賞金 7，800，000円
〔制裁〕 ウインエアフォース号の騎手三浦皇成は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：4番）

24014 8月24日 曇 稍重 （26札幌2）第2日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10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
57．5
56．9

良
重

22 ネーラペルレ 牝3黒鹿54 菱田 裕二 �グリーンファーム加藤 征弘 栃木 恵比寿興業株式
会社�須野牧場 464＋ 41：00．2 25．0�

55 カガフレグランス 牝3鹿 54 秋山真一郎香川 憲次氏 飯田 雄三 安平 ノーザンファーム 464± 01：00．41� 1．8�
44 サウンドグランデ 牡3栗 56 丸山 元気増田 雄一氏 和田 正道 新ひだか 前田 宗将 490± 01：00．5� 59．1�
11 ヤマニンキュルミネ 牡3芦 56 戸崎 圭太土井 肇氏 栗田 博憲 新冠 錦岡牧場 462＋ 21：00．6クビ 9．4�
811 ハヤブサマジック 牡3鹿 56 吉田 隼人武田 修氏 吉田 直弘 浦河 ガーベラパー

クスタツド 492＋ 21：00．81� 10．8	
68 サンファーゴ 牝3栗 54

51 ▲城戸 義政加藤 信之氏 土田 稔 日高 ノースガーデン 442＋ 6 〃 アタマ 138．6

67 サ オ ト メ 牝3鹿 54 松田 大作一村 哲也氏 白井 寿昭 浦河 浦河日成牧場 420－ 61：00．9� 26．4�
56 バイザスターン 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也 �社台レースホース浅見 秀一 千歳 社台ファーム B470＋ 6 〃 クビ 7．1
33 ディアエトワール 牡3栗 56 三浦 皇成ディアレスト 奥村 武 新ひだか 山際 智 B462± 01：01．11 5．1�
812 ティアップシンガー 牝3黒鹿54 黛 弘人田中 昇氏 高木 登 浦河 高昭牧場 458＋121：01．2� 29．5�
79 サンメンフィス 牝3栗 54

51 ▲井上 敏樹坂田 行夫氏 清水 英克 浦河 永田 克之 438＋ 21：01．41� 23．9�
710 リ コ リ ッ チ 牝3鹿 54 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 日吉 正和 浦河 ヒダカフアーム 494＋ 81：01．93 268．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 16，764，500円 複勝： 40，099，400円 枠連： 8，542，700円
馬連： 29，707，200円 馬単： 21，016，100円 ワイド： 17，246，500円
3連複： 42，042，300円 3連単： 76，141，700円 計： 251，560，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，500円 複 勝 � 490円 � 110円 � 880円 枠 連（2－5） 1，840円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 5，420円

ワ イ ド �� 590円 �� 5，480円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 12，160円 3 連 単 ��� 88，890円

票 数

単勝票数 計 167645 的中 � 5353（7番人気）
複勝票数 計 400994 的中 � 9782（8番人気）� 234831（1番人気）� 4997（10番人気）
枠連票数 計 85427 的中 （2－5） 3593（6番人気）
馬連票数 計 297072 的中 �� 12542（6番人気）
馬単票数 計 210161 的中 �� 2906（17番人気）
ワイド票数 計 172465 的中 �� 8010（5番人気）�� 766（42番人気）�� 3232（14番人気）
3連複票数 計 420423 的中 ��� 2593（37番人気）
3連単票数 計 761417 的中 ��� 621（241番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．9―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．5―35．1―47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ネーラペルレ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Green Desert デビュー 2014．3．1 中山5着

2011．5．17生 牝3黒鹿 母 ポンテペルレ 母母 フ ァ ー ザ 5戦1勝 賞金 5，890，000円
〔制裁〕 ティアップシンガー号の騎手黛弘人は，3コーナー手前で内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：9番・8番・

7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。
（非抽選馬） 2頭 ジェットブラック号・ナガラブルボン号

第２回 札幌競馬 第２日



24015 8月24日 曇 稍重 （26札幌2）第2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）

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

11 スペースクルーズ 牡3栗 56 福永 祐一窪田 康志氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム B572－ 21：46．3 1．7�
33 ダブルミッション 牡3鹿 56 戸崎 圭太広尾レース� 角居 勝彦 大樹 大樹ファーム 470＋ 41：47．04 4．7�
44 テイエムトッピモン 牡3鹿 56 和田 竜二竹園 正繼氏 岩元 市三 鹿児島 テイエム牧場 448＋ 21：47．21� 138．9�
56 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 450＋ 61：47．3� 55．5�
711 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 498± 01：47．4� 5．2�
710 グリーンフラッシュ 牡3栗 56 松岡 正海山上 和良氏 西橋 豊治 新ひだか 沼田 照秋 528－ 21：48．57 47．3	
69 ゴールデンスキトマ 牡3栗 56

53 ▲井上 敏樹 N.S.R.C 小桧山 悟 新冠 サンローゼン 480－ 8 〃 ハナ 183．3

22 ミッキーナイト 牡3栗 56 三浦 皇成野田みづき氏 大久保龍志 新ひだか 矢野牧場 464＋ 41：48．6クビ 13．5�
68 パ ラ ド ー ロ 牝3栗 54 菱田 裕二 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 404－ 6 〃 クビ 48．7
57 ベストタイム 牡3栗 56 津村 明秀キャピタルクラブ 小西 一男 新冠 北星村田牧場 420－ 41：49．23� 210．7�
813 ゴッドエンペラー 牡3鹿 56

53 ▲城戸 義政中西 憲治氏 角田 晃一 新冠 森永 聡 B450－ 4 〃 クビ 11．6�
812 アグネスオピニオン 牡3黒鹿56 勝浦 正樹渡辺 孝男氏 西浦 勝一 新ひだか 三石川上牧場 476＋ 41：49．41� 34．6�
45 アドマイヤラブ 牝3鹿 54 松田 大作近藤 利一氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 440－ 81：51．3大差 189．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 19，049，200円 複勝： 34，034，300円 枠連： 9，630，600円
馬連： 32，751，100円 馬単： 25，245，500円 ワイド： 20，008，700円
3連複： 44，041，100円 3連単： 91，138，500円 計： 275，899，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 170円 � 1，760円 枠 連（1－3） 390円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 510円

ワ イ ド �� 230円 �� 2，660円 �� 4，980円

3 連 複 ��� 9，240円 3 連 単 ��� 19，830円

票 数

単勝票数 計 190492 的中 � 88365（1番人気）
複勝票数 計 340343 的中 � 151387（1番人気）� 41736（3番人気）� 2299（10番人気）
枠連票数 計 96306 的中 （1－3） 19038（1番人気）
馬連票数 計 327511 的中 �� 63095（1番人気）
馬単票数 計 252455 的中 �� 37101（1番人気）
ワイド票数 計 200087 的中 �� 27365（1番人気）�� 1701（24番人気）�� 895（35番人気）
3連複票数 計 440411 的中 ��� 3571（26番人気）
3連単票数 計 911385 的中 ��� 3332（59番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．9―30．1―42．7―55．2―1：07．8―1：20．8―1：33．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スペースクルーズ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．8．10 札幌2着

2011．3．7生 牡3栗 母 フィヨルドクルーズ 母母 ライラアラウィ 2戦1勝 賞金 6，400，000円
〔制裁〕 グリーンフラッシュ号の騎手松岡正海は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

24016 8月24日 曇 良 （26札幌2）第2日 第4競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳

発走11時20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

12 エアマチュール 牝3青鹿54 福永 祐一 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 450± 02：03．1 2．0�
611 ショウナンアトラス 牡3鹿 56

53 ▲小崎 綾也国本 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 484＋ 4 〃 クビ 6．5�

815 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 406＋ 22：03．2クビ 24．2�
816 プルママルカ 牡3栗 56 戸崎 圭太 �キャロットファーム 角居 勝彦 安平 ノーザンファーム 494－ 62：03．41� 5．2�
59 トーセンマルシェ 牝3黒鹿54 吉田 隼人島川 	哉氏 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム 478－ 4 〃 クビ 22．3

48 デ ュ エ ッ ト 牝3鹿 54 村田 一誠吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム 414－ 82：03．93 15．5�
612� アワフレイム 牝3黒鹿54 川田 将雅岡田 牧雄氏 栗田 博憲 米 Hinkle Farms 468－ 22：04．0	 6．0�
35 ペイグラブル 牝3栗 54 柴山 雄一 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 大久保洋吉 日高 白井牧場 476＋182：04．42	 74．5
11 ブ リ ー ジ ョ 牡3黒鹿56 三浦 皇成星野 壽市氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 508＋122：04．5
 44．9�
713 クリノミユキチャン 牝3鹿 54 横山 和生栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 今井 秀樹 442－ 22：04．71� 59．1�
714 リムーブアゲン 牡3青鹿 56

53 ▲井上 敏樹浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 株式会社 ミ
リオンファーム 490＋ 42：04．8	 176．8�

47 キスキスバンバン 牝3鹿 54 松田 大作市川 義美氏 安達 昭夫 日高（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 42：05．33 220．6�

23 キ ャ ン バ ス �3栗 56 四位 洋文水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 B480－ 82：06．04 92．4�
510 グローバルシップ 牝3栗 54 黛 弘人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B446－ 22：06．31
 173．7�
36 カ ノ ー プ ス 牝3芦 54 中谷 雄太岡田 牧雄氏 柴田 政人 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 22：06．51	 258．9�
24 タイセイオーシャン 牡3鹿 56 勝浦 正樹田中 成奉氏 伊藤 大士 森 笹川大晃牧場 482＋ 6 〃 クビ 92．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，714，300円 複勝： 26，330，900円 枠連： 12，025，200円
馬連： 34，083，200円 馬単： 21，935，400円 ワイド： 18，242，500円
3連複： 44，396，900円 3連単： 74，514，600円 計： 252，243，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 180円 � 300円 枠 連（1－6） 320円

馬 連 �� 740円 馬 単 �� 1，020円

ワ イ ド �� 320円 �� 630円 �� 1，410円

3 連 複 ��� 2，570円 3 連 単 ��� 7，050円

票 数

単勝票数 計 207143 的中 � 81999（1番人気）
複勝票数 計 263309 的中 � 71055（1番人気）� 35304（3番人気）� 16548（6番人気）
枠連票数 計 120252 的中 （1－6） 28399（1番人気）
馬連票数 計 340832 的中 �� 35444（2番人気）
馬単票数 計 219354 的中 �� 16114（2番人気）
ワイド票数 計 182425 的中 �� 16005（2番人気）�� 7250（5番人気）�� 3011（17番人気）
3連複票数 計 443969 的中 ��� 12926（9番人気）
3連単票数 計 745146 的中 ��� 7662（9番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．9―48．8―1：02．1―1：14．8―1：26．6―1：38．7―1：50．8

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

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

勝馬の
紹 介

エアマチュール �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2014．2．16 京都9着

2011．2．28生 牝3青鹿 母 エアジャメヴー 母母 エアデジャヴー 7戦1勝 賞金 8，910，000円
〔発走状況〕 ブリージョ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
※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 ライトパープル号



24017 8月24日 曇 良 （26札幌2）第2日 第5競走 ��
��1，800�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
1：48．4
1：45．9

良
良

33 レッツゴードンキ 牝2栗 54 戸崎 圭太廣崎 利洋氏 梅田 智之 平取 清水牧場 450 ―1：53．2 4．8�
811 ステイハッピー 牝2栗 54 蛯名 正義 �サンデーレーシング 田島 俊明 安平 追分ファーム 462 ―1：53．73 14．3�
78 � イ ッ テ ツ 牡2鹿 54 三浦 皇成林 正道氏 矢作 芳人 愛 Swordle-

stown Stud 452 ― 〃 クビ 2．0�
810 パワーウーマン 牝2栗 54 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 492 ―1：53．8� 8．1�
55 ウェスタールンド 牡2栗 54 柴山 雄一 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 478 ―1：53．9クビ 4．7�
67 エスジープログレス 牡2栗 54 勝浦 正樹窪田 滋氏 西浦 勝一 日高 山際 辰夫 458 ― 〃 ハナ 46．9	
22 インディケーション 牡2鹿 54 川田 将雅 �サンデーレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 498 ―1：54．43 11．5

11 グリーングリーン 牡2鹿 54 田中 博康北所 直人氏 大江原 哲 日高 宝寄山 忠則 508 ―1：54．61	 57．3�
44 フクノドービル 牡2鹿 54 丸山 元気福島 祐子氏 的場 均 日高 三輪牧場 480 ―1：55．02
 103．2�
66 テイケイネクサス 牡2鹿 54 黛 弘人兼松 忠男氏 蛯名 利弘 浦河 中脇 満 438 ― 〃 クビ 111．1
79 フクノシャイン 牡2鹿 54 松岡 正海福島 祐子氏 高橋 文雅 洞�湖 レイクヴィラファーム 464 ―1：56．17 62．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 24，110，600円 複勝： 24，924，800円 枠連： 8，083，200円
馬連： 35，684，800円 馬単： 26，314，200円 ワイド： 17，301，700円
3連複： 41，416，200円 3連単： 84，620，300円 計： 262，455，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 170円 � 260円 � 120円 枠 連（3－8） 1，110円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 730円 �� 320円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 15，150円

票 数

単勝票数 計 241106 的中 � 39758（3番人気）
複勝票数 計 249248 的中 � 37138（3番人気）� 18532（6番人気）� 67953（1番人気）
枠連票数 計 80832 的中 （3－8） 5597（5番人気）
馬連票数 計 356848 的中 �� 10919（9番人気）
馬単票数 計 263142 的中 �� 4717（17番人気）
ワイド票数 計 173017 的中 �� 5692（10番人気）�� 15036（2番人気）�� 6982（7番人気）
3連複票数 計 414162 的中 ��� 16536（6番人気）
3連単票数 計 846203 的中 ��� 4049（45番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―25．0―38．3―51．8―1：05．2―1：18．0―1：30．0―1：41．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．2
1
3
8（7，10）－（1，3）－11－5（4，6）－2－9・（8，10）（7，3）（11，5）1（2，6）9，4

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

勝馬の
紹 介

レッツゴードンキ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 マーベラスサンデー 初出走

2012．4．6生 牝2栗 母 マ ル ト ク 母母 エリットビーナス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24018 8月24日 曇 稍重 （26札幌2）第2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）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 パワフルラリマー 牝5栗 55 三浦 皇成友水 達也氏 武藤 善則 日高 木村牧場 484＋ 2 58．8 2．5�
811� ベストヒット 牝4栗 55

52 ▲長岡 禎仁�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 474－ 2 59．54 6．5�
68 ノボキャビア 牝3栗 52 藤田 伸二�LS.M 森 秀行 浦河 高昭牧場 470－ 2 〃 ハナ 39．6�
79 エリモフェザー 牝4栗 55 黛 弘人山本 慎一氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 428－ 2 59．6� 12．5�
33 ダ ラ ニ 牝3栗 52 福永 祐一山住 勲氏 小崎 憲 日高 チャンピオン

ズファーム 484＋ 6 59．7クビ 3．8	
55 � ノ イ 牝4鹿 55 竹之下智昭平山 靖氏 千田 輝彦 安平 ノーザンファーム 456＋10 〃 ハナ 74．2

67 オーガンディー 牝3芦 52 津村 明秀栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 430＋ 41：00．01� 42．9�
812 クリノプリムラ 牝3栗 52

49 ▲城戸 義政栗本 博晴氏 梅内 忍 日高 日西牧場 436＋16 〃 アタマ 26．8�
22 クラシックマーク 牝3栗 52 池添 謙一小田切統二氏 粕谷 昌央 新ひだか 木下牧場 434± 0 〃 クビ 14．6
11 ビットアリエス 牝3青鹿52 吉田 隼人礒川 正明氏 牧田 和弥 えりも エクセルマネジメント 438± 01：00．1� 9．1�
44 � キシュウレパード 牝4黒鹿55 柴山 雄一木村 昌三氏 安達 昭夫 日高 日西牧場 460＋ 21：00．31	 189．6�
56 � ナリタアルテミス 牝4栗 55 田中 博康�オースミ 沖 芳夫 日高 広富牧場 504＋141：01．04 11．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 18，059，600円 複勝： 25，884，400円 枠連： 8，141，500円
馬連： 35，758，600円 馬単： 22，185，800円 ワイド： 18，192，600円
3連複： 46，328，000円 3連単： 77，125，600円 計： 251，676，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 200円 � 490円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，330円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，460円 �� 1，650円

3 連 複 ��� 8，000円 3 連 単 ��� 24，460円

票 数

単勝票数 計 180596 的中 � 56905（1番人気）
複勝票数 計 258844 的中 � 76059（1番人気）� 29832（3番人気）� 9255（8番人気）
枠連票数 計 81415 的中 （7－8） 13985（1番人気）
馬連票数 計 357586 的中 �� 32202（2番人気）
馬単票数 計 221858 的中 �� 12468（3番人気）
ワイド票数 計 181926 的中 �� 15771（2番人気）�� 2982（19番人気）�� 2636（24番人気）
3連複票数 計 463280 的中 ��� 4340（28番人気）
3連単票数 計 771256 的中 ��� 2286（79番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．4―12．0―12．4

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

パワフルラリマー �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 キンググローリアス デビュー 2011．10．15 新潟4着

2009．4．25生 牝5栗 母 ルピナスレイク 母母 ユメノトビラ 23戦3勝 賞金 36，200，000円
〔発走状況〕 ビットアリエス号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 エリモフェザー号の騎手黛弘人は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：2番）

クリノプリムラ号の騎手城戸義政は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。



24019 8月24日 曇 稍重 （26札幌2）第2日 第7競走 ��1，700�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
1：41．7
1：41．7

不良
不良

710 メイショウドゥーマ 牡4黒鹿57 横山 典弘松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 480－ 41：45．0 3．5�
44 ファイトユアソング 牝3鹿 52 黛 弘人�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 430＋ 41：45．21 8．5�
11 ケンブリッジギルド 牡3栗 54 藤田 伸二中西 宏彰氏 山内 研二 新ひだか 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 464－ 21：45．94 18．9�
56 スマートダイバー 牡3栗 54 松田 大作大川 徹氏 吉田 直弘 千歳 社台ファーム 468± 0 〃 アタマ 5．3�
33 スプリングサヴァン 牝3鹿 52 福永 祐一加藤 春夫氏 上原 博之 様似 堀 弘康 440－ 4 〃 クビ 27．0	
55 キ ク タ ロ ウ 牡5鹿 57 菱田 裕二国田 正忠氏 森田 直行 浦河 杵臼牧場 460＋ 81：46．0� 50．6

812 ベールグリーン 牡4黒鹿57 丸山 元気斎藤 光政氏 根本 康広 浦河トラストスリーファーム 510＋201：46．74 13．1�
22 ハギノウィッシュ 牝5鹿 55 四位 洋文日隈 良江氏 �島 一歩 安平 ノーザンファーム 494＋ 81：46．8� 11．0�
79 クレバーカイザー 牡5鹿 57 津村 明秀 ウエスタンファーム 小西 一男 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：47．22� 98．5�
68 チ ェ ー ザ レ 牡3黒鹿54 松岡 正海丸山 担氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 512＋121：47．3� 20．1�
811 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＋ 61：47．4� 3．7�
67 ティーポイズン 牡3栗 54

51 ▲城戸 義政深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 寺越 政幸 504＋ 41：48．35 15．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 15，607，800円 複勝： 21，125，500円 枠連： 7，711，800円
馬連： 36，596，300円 馬単： 18，913，600円 ワイド： 16，768，800円
3連複： 41，419，100円 3連単： 65，669，000円 計： 223，811，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 290円 � 430円 枠 連（4－7） 1，820円

馬 連 �� 2，230円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 910円 �� 890円 �� 2，430円

3 連 複 ��� 9，380円 3 連 単 ��� 33，760円

票 数

単勝票数 計 156078 的中 � 35185（1番人気）
複勝票数 計 211255 的中 � 37797（2番人気）� 18311（5番人気）� 10920（7番人気）
枠連票数 計 77118 的中 （4－7） 3266（7番人気）
馬連票数 計 365963 的中 �� 12690（7番人気）
馬単票数 計 189136 的中 �� 4641（9番人気）
ワイド票数 計 167688 的中 �� 4801（10番人気）�� 4938（9番人気）�� 1711（29番人気）
3連複票数 計 414191 的中 ��� 3311（33番人気）
3連単票数 計 656690 的中 ��� 1410（109番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．3―43．1―55．7―1：07．6―1：19．9―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

メイショウドゥーマ �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 メジロブライト デビュー 2012．12．1 中京10着

2010．1．29生 牡4黒鹿 母 コスモスプラッシュ 母母 スプライトパッサー 23戦3勝 賞金 27，510，000円
※出走取消馬 ハプスブルク号（疾病〔感冒〕のため）
※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 ホワイトアルバム号

24020 8月24日 晴 良 （26札幌2）第2日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時40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
1：07．6
1：06．5

良
良

12 ブルジュオン 牝4黒鹿55 三浦 皇成�ノースヒルズ 萩原 清 新冠 株式会社
ノースヒルズ 440＋ 21：09．6 8．8�

23 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 474－ 81：09．7� 3．9�
48 ダイヤモンドハイ 牝3鹿 52 藤田 伸二布施 光章氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 434＋ 2 〃 クビ 6．7�
24 エ ク ス シ ア 牝3鹿 52

49 ▲小崎 綾也岡田 牧雄氏 田島 俊明 新冠 須崎牧場 410－ 41：09．91� 11．5�
35 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 468－ 4 〃 アタマ 23．4	
713 サクラヴァローレ 牡3鹿 54 秋山真一郎�さくらコマース藤岡 健一 新ひだか 伊藤 敏明 516＋ 41：10．0� 5．9

510 ユキノラムセス 牡7栗 57

54 ▲井上 敏樹井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか フジワラフアーム 480－ 6 〃 ハナ 25．4�
47 カレングランブルー 牡3栗 54 勝浦 正樹鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 448－ 41：10．21� 15．6�
36 	 エーデルシュタイン 牝5黒鹿 55

52 ▲城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 豊浦 飯原牧場 494－ 21：10．3クビ 60．9
714 サザンライツ 牡3鹿 54 丸山 元気 �サンデーレーシング 池上 昌弘 安平 追分ファーム 500± 0 〃 ハナ 7．6�
816 ホオポノポノ 牝4鹿 55 横山 典弘松岡 雅昭氏 加藤 和宏 日高 インターナショ

ナル牧場 434－ 61：10．4� 27．5�
59 メイショウカイモン 
3鹿 54 竹之下智昭松本 好雄氏 小島 太 浦河 本巣 敦 458－ 41：10．71� 115．1�
815 ベイビーイッツユー 牝4栗 55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 日高 白井牧場 454＋10 〃 ハナ 68．4�
612 フューチャステップ 牡4鹿 57 松岡 正海嶋田 賢氏 池江 泰寿 日高 シンコーファーム B476＋101：10．91� 68．2�
11 ファインスマッシュ 牝4鹿 55 荻野 琢真�須野牧場 五十嵐忠男 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 454＋ 4 〃 ハナ 27．0�
611 スパイスシャワー 牝3鹿 52 戸崎 圭太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 460± 01：11．53� 13．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 20，517，700円 複勝： 31，323，300円 枠連： 16，275，500円
馬連： 48，150，200円 馬単： 24，284，400円 ワイド： 24，349，400円
3連複： 61，590，300円 3連単： 91，091，600円 計： 317，582，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 880円 複 勝 � 230円 � 170円 � 200円 枠 連（1－2） 1，060円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 4，030円

ワ イ ド �� 520円 �� 930円 �� 470円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 16，480円

票 数

単勝票数 計 205177 的中 � 18456（5番人気）
複勝票数 計 313233 的中 � 32578（4番人気）� 55117（1番人気）� 39142（2番人気）
枠連票数 計 162755 的中 （1－2） 11849（4番人気）
馬連票数 計 481502 的中 �� 25699（2番人気）
馬単票数 計 242844 的中 �� 4519（8番人気）
ワイド票数 計 243494 的中 �� 12236（2番人気）�� 6334（7番人気）�� 13753（1番人気）
3連複票数 計 615903 的中 ��� 15723（1番人気）
3連単票数 計 910916 的中 ��� 4005（9番人気）

ハロンタイム 12．1―11．2―11．4―11．7―11．6―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．3―34．7―46．4―58．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブルジュオン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 タマモクロス デビュー 2012．10．8 東京4着

2010．5．3生 牝4黒鹿 母 ラ テ ィ ー ル 母母 ソルティーレディー 15戦3勝 賞金 25，500，000円
〔発走状況〕 メイショウカイモン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔制裁〕 メイショウカイモン号の騎手竹之下智昭は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 シゲルウシュウ号・シュウギン号



24021 8月24日 晴 良 （26札幌2）第2日 第9競走 ��
��2，000�

し れ と こ

知 床 特 別
発走14時15分 （芝・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，000，000円 4，000，000円 2，500，000円 1，500，000円 1，000，000円
付 加 賞 427，000円 122，000円 61，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

612� クリノサンタクルス 牡4鹿 57 柴山 雄一栗本 博晴氏 高市 圭二 日高 川島 良一 474＋102：02．7 12．9�
714 ギブアンドテイク 牡3栗 54 柴田 善臣嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 490＋ 42：03．01	 9．8�
815 ヴ ィ ジ ャ イ 牡6鹿 57 福永 祐一金子真人ホール

ディングス� 松田 国英 安平 ノーザンファーム 508－ 62：03．1
 18．4�
12 � マヤノラムダ 牡4栗 57 長岡 禎仁田所 英子氏 梅内 忍 新ひだか 前川 隆則 486－ 2 〃 ハナ 109．3�
11 マイネルストラーノ 牡4青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 466＋ 62：03．2
 2．9�
59 ネコタイショウ 牡4鹿 57 蛯名 正義桐谷 茂氏 堀井 雅広 浦河 大道牧場 446－ 2 〃 クビ 14．6	
713 カッパドキア 牡4黒鹿57 松田 大作寺田千代乃氏 昆 貢 浦河 辻 牧場 472－ 22：03．3クビ 7．2

35 トーセンツリー 牡4芦 57 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 468－14 〃 クビ 13．9�
47 ローザズカレッジ 牡4黒鹿57 藤岡 康太 サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464－ 62：03．4クビ 13．0�
816 ジューヴルエール 牡4黒鹿57 吉田 隼人有限会社シルク池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B480＋ 22：03．5	 27．5�
611 ピースオブウィーク 牡4黒鹿57 N．ローウィラー ザ・チャンピオンズ 伊藤 大士 新ひだか 前川 正美 520＋ 22：03．6	 42．3�

（豪）

36 ドラゴンレジェンド 牡4栗 57 三浦 皇成窪田 芳郎氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 480－ 22：03．81
 9．3�
24 ブリリアントダンス 牡4鹿 57 戸崎 圭太鈴木 芳夫氏 栗田 徹 新ひだか 岡田スタツド B486－ 22：03．9
 26．6�
48 アルマセクレタ 牡3鹿 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 日高 日高大洋牧場 494＋ 22：04．0	 114．4�
510 モンプレジール 牡4鹿 57 田中 博康平田 修氏 大江原 哲 日高 佐々木 康治 468＋22 〃 アタマ 71．3�
23 マイネルヴェルト 牡3芦 54 松岡 正海 �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 466＋ 62：04．53 10．8�
（16頭）

売 得 金
単勝： 27，020，200円 複勝： 42，262，800円 枠連： 18，432，200円
馬連： 64，418，800円 馬単： 32，266，000円 ワイド： 33，074，000円
3連複： 86，459，100円 3連単： 124，327，300円 計： 428，260，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 320円 � 370円 � 510円 枠 連（6－7） 2，070円

馬 連 �� 7，870円 馬 単 �� 15，590円

ワ イ ド �� 2，350円 �� 3，220円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 41，040円 3 連 単 ��� 259，760円

票 数

単勝票数 計 270202 的中 � 16646（6番人気）
複勝票数 計 422628 的中 � 36764（3番人気）� 30148（7番人気）� 20645（10番人気）
枠連票数 計 184322 的中 （6－7） 6868（8番人気）
馬連票数 計 644188 的中 �� 6342（35番人気）
馬単票数 計 322660 的中 �� 1552（70番人気）
ワイド票数 計 330740 的中 �� 3647（32番人気）�� 2640（45番人気）�� 2721（44番人気）
3連複票数 計 864591 的中 ��� 1580（141番人気）
3連単票数 計1243273 的中 ��� 347（867番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．8―49．8―1：02．7―1：14．9―1：27．1―1：38．9―1：50．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．8―3F35．6
1
3

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

�クリノサンタクルス �
�
父 マイネルラヴ �

�
母父 Blushing John

2010．5．16生 牡4鹿 母 ニシノフォルテ 母母 Sainte Colere 10戦1勝 賞金 17，697，000円
初出走 JRA

※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） 4頭 ハギノブシドウ号・マイネルカーミン号・マイネルゾンネ号・ヤマニンシバルリー号
※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。

24022 8月24日 晴 良 （26札幌2）第2日 第10競走
美しき女帝

��
��1，700�エアグルーヴカップ

発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下，25．8．17以降26．8．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

69 カーティスバローズ 牡4鹿 56 蛯名 正義猪熊 広次氏 中竹 和也 浦河 大北牧場 494－ 21：44．8 2．9�
68 ナンヨーカノン 牝4青鹿52 小崎 綾也中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：44．9� 15．7�
33 ハイパーチャージ �4鹿 56 戸崎 圭太池谷 誠一氏 萩原 清 新ひだか グランド牧場 496＋ 61：45．0クビ 2．2�
812 メイショウスミトモ 牡3鹿 53 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 464－ 41：45．1� 19．6�
45 キングブレイク 牡5栗 56 藤岡 康太宮田 守氏 羽月 友彦 浦河 バンブー牧場 508－141：45．2	 23．4�
57 アドマイヤキュート 牝5黒鹿52 四位 洋文近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 442± 01：45．41
 14．9�
22 カリスマサンタイム 牡4黒鹿54 小林 徹弥畔柳 年言氏 崎山 博樹 厚真 阿部 栄乃進 502± 01：45．5	 61．7	
711 アテンファースト 牡4栗 56 池添 謙一玉置 潔氏 田中 章博 浦河 多田 善弘 476－ 41：45．92	 6．4

813 スパークオンアイス 牝5鹿 51 長岡 禎仁西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 466－101：46．11 204．1�
710 コクリュウノマイ �3青鹿52 菱田 裕二髙樽さゆり氏 栗田 徹 浦河 山本牧場 B480＋ 6 〃 クビ 70．1�
11 ブルーイングリーン 牡5栗 54 三浦 皇成青芝商事 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：46．84 84．4�
56 ネイティヴコード 牝3鹿 50 横山 和生岡田 牧雄氏 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B488－ 41：47．22	 31．6�
44 ヴァルディヴィア 牡6鹿 53 柴田 善臣 �社台レースホース二ノ宮敬宇 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 512＋ 41：47．41	 105．9�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，402，000円 複勝： 42，010，100円 枠連： 16，972，600円
馬連： 76，918，300円 馬単： 44，909，800円 ワイド： 32，416，600円
3連複： 98，708，600円 3連単： 174，773，600円 計： 515，111，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 210円 � 110円 枠 連（6－6） 2，010円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，490円

ワ イ ド �� 510円 �� 170円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，000円 3 連 単 ��� 7，210円

票 数

単勝票数 計 284020 的中 � 77149（2番人気）
複勝票数 計 420101 的中 � 107909（2番人気）� 31105（5番人気）� 124777（1番人気）
枠連票数 計 169726 的中 （6－6） 6523（9番人気）
馬連票数 計 769183 的中 �� 32493（7番人気）
馬単票数 計 449098 的中 �� 13477（9番人気）
ワイド票数 計 324166 的中 �� 13742（6番人気）�� 64259（1番人気）�� 14651（4番人気）
3連複票数 計 987086 的中 ��� 73371（2番人気）
3連単票数 計1747736 的中 ��� 17555（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．6―29．7―42．6―54．9―1：07．2―1：19．4―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カーティスバローズ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 Dixieland Band デビュー 2013．2．10 東京3着

2010．3．10生 牡4鹿 母 ベルベットスマイル 母母 Velvet Touch 18戦4勝 賞金 59，750，000円
〔制裁〕 ネイティヴコード号の騎手横山和生は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。
※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 アポロパレス号・サンライズサルーテ号・ニシノデンジャラス号・ハヤブサフィーバー号・フォンテーヌブロー号・

マイネルマルシェ号・マヤノカデンツァ号・ロゼッタストーン号



24023 8月24日 晴 良 （26札幌2）第2日 第11競走
JRA60周年記念 サマー2000シリーズ

��
��2，000�第50回札 幌 記 念（ＧⅡ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，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

札幌市長賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 65，000，000円 26，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 6，500，000円
付 加 賞 994，000円 284，000円 142，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

58 ハープスター 牝3鹿 52 川田 将雅 �キャロットファーム 松田 博資 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：59．1 3．7�
45 ゴールドシップ 牡5芦 57 横山 典弘小林 英一氏 須貝 尚介 日高 出口牧場 B502－ 21：59．2� 1．8�
610 ホエールキャプチャ 牝6芦 55 蛯名 正義嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 千代田牧場 474－ 62：00．05 55．7�
711 ラブイズブーシェ 牡5黒鹿57 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 浦河 小池 博幸 454－ 62：00．1� 21．5�
57 エアソミュール 牡5黒鹿57 戸崎 圭太 �ラッキーフィールド角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494－ 2 〃 ハナ 20．1	
33 タマモベストプレイ 牡4栗 57 和田 竜二タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 476－ 62：00．31	 118．1

22 トウカイパラダイス 牡7黒鹿57 柴山 雄一内村 正則氏 田所 秀孝 平取 びらとり牧場 510－122：00．51 96．9�
11 ロ ゴ タ イ プ 牡4黒鹿57 村田 一誠吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 492 2：00．71
 8．6�
814 ナカヤマナイト 牡6栗 57 柴田 善臣和泉 信一氏 二ノ宮敬宇 日高 沖田牧場 496＋162：00．91
 60．1
813 スーパームーン 牡5青鹿57 N．ローウィラー 山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 508＋ 22：01．1� 72．4�

（豪）

46 トウケイヘイロー 牡5鹿 57 四位 洋文木村 信彦氏 清水 久詞 浦河 中村 和夫 498－ 62：01．73
 7．5�
34 ムーンリットレイク 牡6鹿 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 460－ 22：02．01� 158．3�
712 ル ル ー シ ュ 牡6黒鹿57 福永 祐一山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 502－102：02．95 73．9�
69 アドマイヤフライト 牡5鹿 57 藤岡 康太近藤 利一氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 530－102：03．0クビ 93．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 310，332，500円 複勝： 356，614，400円 枠連： 138，909，400円
馬連： 970，881，000円 馬単： 501，137，200円 ワイド： 321，325，300円
3連複： 1，140，857，100円 3連単： 2，823，692，000円 計： 6，563，748，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 140円 � 110円 � 690円 枠 連（4－5） 270円

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 220円 �� 2，510円 �� 1，530円

3 連 複 ��� 5，310円 3 連 単 ��� 19，780円

票 数

単勝票数 計3103325 的中 � 663819（2番人気）
複勝票数 計3566144 的中 � 627525（2番人気）� 1270103（1番人気）� 69303（10番人気）
枠連票数 計1389094 的中 （4－5） 395340（1番人気）
馬連票数 計9708810 的中 �� 1955311（1番人気）
馬単票数 計5011372 的中 �� 413615（2番人気）
ワイド票数 計3213253 的中 �� 472627（1番人気）�� 28259（24番人気）�� 47178（18番人気）
3連複票数 計11408571 的中 ��� 161088（14番人気）
3連単票数 計28236920 的中 ��� 103481（51番人気）

ハロンタイム 12．6―10．7―11．6―11．6―11．9―12．1―12．3―12．3―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．3―34．9―46．5―58．4―1：10．5―1：22．8―1：35．1―1：47．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハープスター �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 ファルブラヴ デビュー 2013．7．14 中京1着

2011．4．24生 牝3鹿 母 ヒストリックスター 母母 ベ ガ 7戦5勝 賞金 329，248，000円
※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。

24024 8月24日 晴 良 （26札幌2）第2日 第12競走 ��
��1，200�お お ぞ ら 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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

47 コナブリュワーズ 牝4黒鹿55 秋山真一郎 �サンデーレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 470－ 41：09．6 10．4�
23 ヴァイサーリッター 牡3芦 54 黛 弘人 �グリーンファーム尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：09．7� 18．6�
35 ラインハート 牝3鹿 52 横山 典弘 P.S．スライ氏 須貝 尚介 平取 坂東牧場 B448－ 61：09．8クビ 6．3�
58 ストークアンドレイ 牝4芦 55 三浦 皇成本間 茂氏 山内 研二 新冠 オリエント牧場 472－10 〃 クビ 7．9�
712 ファントムロード 牡6鹿 57 N．ローウィラー �ターフ・スポート堀 宣行 浦河 酒井牧場 484－ 21：10．01	 5．6	

（豪）

59 ダンツカナリー 牝4青鹿55 藤田 伸二山元 哲二氏 本田 優 様似 富田 恭司 456－ 61：10．1� 2．9

34 タンブルブルータス 牡5鹿 57 川田 将雅ポリッシュホースメイト和田 正道 新冠 樋渡 信義 492－ 21：10．31	 18．9�
814 モーニングコール 牝4鹿 55 福永 祐一飯田 正剛氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 432－ 21：10．4クビ 7．2�
46 スイートドーナッツ 牡4黒鹿57 戸崎 圭太岡 浩二氏 鈴木 孝志 日高 シンボリ牧場 B452－ 2 〃 クビ 21．4
610 クランドールゲラン 牡5黒鹿57 吉田 隼人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 野中 賢二 日高 白井牧場 488－ 41：10．71� 71．2�
815 エスジーブルーム 牝5鹿 55 田中 博康窪田 滋氏 中内田充正 浦河 辻 牧場 B482－ 61：10．8
 120．8�
611 ブルーピアス 牝5栗 55 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 水丸牧場 472＋181：10．9� 54．1�
11 � カ ク シ ア ジ 牝3鹿 52 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 下河辺牧場 416± 0 〃 クビ 65．2�
22 ウォーターサムデイ 牡8鹿 57 菱田 裕二山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 本巣牧場 476－101：11．11	 157．7�

（14頭）
713 ベストブルーム 牡7鹿 57 柴山 雄一横瀬 兼二氏 岩戸 孝樹 千歳 社台ファーム B456－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 42，631，900円 複勝： 62，913，700円 枠連： 30，048，400円
馬連： 115，305，100円 馬単： 55，787，200円 ワイド： 49，792，500円
3連複： 143，478，600円 3連単： 239，102，100円 計： 739，059，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 310円 � 450円 � 250円 枠 連（2－4） 5，300円

馬 連 �� 6，790円 馬 単 �� 13，380円

ワ イ ド �� 1，920円 �� 1，110円 �� 1，660円

3 連 複 ��� 13，180円 3 連 単 ��� 95，400円

票 数

単勝票数 差引計 426319（返還計 2793） 的中 � 32732（6番人気）
複勝票数 差引計 629137（返還計 6327） 的中 � 52889（6番人気）� 33553（7番人気）� 71031（4番人気）
枠連票数 差引計 300484（返還計 1167） 的中 （2－4） 4386（15番人気）
馬連票数 差引計1153051（返還計 23119） 的中 �� 13148（23番人気）
馬単票数 差引計 557872（返還計 12182） 的中 �� 3127（46番人気）
ワイド票数 差引計 497925（返還計 14895） 的中 �� 6586（23番人気）�� 11756（14番人気）�� 7703（18番人気）
3連複票数 差引計1434786（返還計 55787） 的中 ��� 8160（41番人気）
3連単票数 差引計2391021（返還計 96255） 的中 ��� 1817（298番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．5―11．7―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．3―46．0―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．3
3 11（3，9）－（5，7，10，14）8（1，12）2（4，6，15） 4 ・（11，3，9）（5，7，14）（8，10，12）－（1，6）（2，15）4

勝馬の
紹 介

コナブリュワーズ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2012．6．16 函館2着

2010．3．22生 牝4黒鹿 母 アンブロワーズ 母母 フサイチミニヨン 12戦3勝 賞金 37，565，000円
〔競走除外〕 ベストブルーム号は，馬場入場後に疾病〔右肩跛行〕を発症したため競走除外。
※出走取消馬 プリンセスムーン号（疾病〔右肩跛行〕のため）
※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 サクラキングオー号
※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。

３レース目



（26札幌2）第2日 8月24日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 158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

288，930，000円
7，800，000円
2，970，000円
26，630，000円
58，220，500円
4，346，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
558，644，600円
733，705，500円
281，086，400円
1，513，171，900円
816，466，000円
585，044，000円
1，833，875，000円
4，006，142，200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 10，328，135，600円

総入場人員 46，097名 （有料入場人員 42，821名）
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