
24049 9月1日 曇 重 （30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

711 フクノワイルド 牡2鹿 54
53 ☆加藤 祥太佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 480－ 81：46．8 6．6�

57 ロマンティコ 牡2鹿 54 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新冠 若林牧場 528＋181：46．9� 2．7�
58 モーンストルム 牝2鹿 54 五十嵐冬樹 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新ひだか グランド牧場 442＋ 21：47．11 4．6�

（北海道）

69 タイトロープウィン 牝2栗 54 勝浦 正樹浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 416＋ 61：47．73� 59．3�
610 ハクナマタタ 牡2鹿 54 M．デムーロ�グランド牧場 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 478± 01：48．02 3．1	
34 グレートデー 牡2黒鹿54 藤岡 康太 �スピードファーム田中 博康 新冠 スピードフアーム 480－ 61：48．53 15．7

11 ハイロードシチー 牡2黒鹿54 国分 恭介 �友駿ホースクラブ 岡田 稲男 新ひだか 千代田牧場 486－ 61：49．03 173．1�
22 サンレイファイト 牡2栗 54 城戸 義政永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 444－ 41：49．74 253．0�
46 アミュリオン 牡2栗 54 丹内 祐次吉澤 克己氏 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 444＋ 81：49．8� 194．1
814 デルマシャンティ 牡2芦 54 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 494＋ 21：49．9� 129．9�
813 コパノマーティン 牡2黒鹿54 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 468－ 61：50．53� 39．6�
712 ウサギノワルツ 牡2栗 54 松田 大作桐谷 茂氏 石毛 善彦 新ひだか 原 弘之 484＋ 81：50．6� 294．5�
33 アイメイドイット 牝2栗 54 松岡 正海 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新冠 ビッグレッドファーム 398－ 21：50．91� 63．3�
（13頭）

45 ダイスアキャスト 牡2芦 54 藤岡 佑介�G1レーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 462－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，914，500円 複勝： 33，910，400円 枠連： 8，384，300円
馬連： 30，728，300円 馬単： 16，794，900円 ワイド： 24，702，700円
3連複： 39，255，200円 3連単： 49，782，200円 計： 227，472，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 170円 � 130円 � 130円 枠 連（5－7） 800円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 410円 �� 370円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 8，290円

票 数

単勝票数 差引計 239145（返還計 36216） 的中 � 29975（4番人気）
複勝票数 差引計 339104（返還計 46416） 的中 � 40906（4番人気）� 77057（2番人気）� 68154（3番人気）
枠連票数 差引計 83843（返還計 149） 的中 （5－7） 8028（3番人気）
馬連票数 差引計 307283（返還計109727） 的中 �� 23345（5番人気）
馬単票数 差引計 167949（返還計 60736） 的中 �� 5854（11番人気）
ワイド票数 差引計 247027（返還計 80936） 的中 �� 14608（6番人気）�� 16737（5番人気）�� 22011（3番人気）
3連複票数 差引計 392552（返還計248279） 的中 ��� 24500（4番人気）
3連単票数 差引計 497822（返還計306953） 的中 ��� 4351（27番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．7―31．3―44．0―56．2―1：08．4―1：20．7―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フクノワイルド �
�
父 エスポワールシチー �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2018．7．29 札幌3着

2016．4．13生 牡2鹿 母 ローレルアイ 母母 ミスメイバン 2戦1勝 賞金 6，800，000円
〔競走除外〕 ダイスアキャスト号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。

24050 9月1日 晴 稍重 （30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� 基準タイム

中央レコード
2：04．2
1：59．8

稍重
良

36 ヘ リ オ ス 牡2黒鹿54 C．ルメール �KTレーシング 友道 康夫 浦河 桑田牧場 466－ 62：06．9 2．2�
24 マコトジュズマル 牡2栗 54 M．デムーロ�ディアマント �島 一歩 安平 ノーザンファーム 472± 02：07．0� 3．7�
48 タイセイアヴァンセ 牝2黒鹿54 菱田 裕二田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 414＋ 22：07．1クビ 241．7�
59 レッドエンヴィー 牡2鹿 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B472± 02：07．31	 7．0�
12 フライクーゲル 牡2鹿 54 池添 謙一水上 行雄氏 黒岩 陽一 浦河 笠松牧場 456＋ 8 〃 クビ 10．8�
611 トーセンジェロニモ 牡2栗 54

52 △菊沢 一樹島川 	哉氏 菊沢 隆徳 新冠 秋田牧場 478＋ 62：07．51 89．2

35 シ バ ハ マ 牡2鹿 54 黛 弘人 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム 496＋ 82：08．13
 116．6�
47 ブラックウォーリア 牡2鹿 54 岩田 康誠佐藤 範夫氏 西村 真幸 浦河 酒井牧場 492－ 42：08．2� 8．3
713 アスカエンペラー 牡2鹿 54 蛯名 正義上野 武氏 本間 忍 新ひだか 木村 秀則 464－ 82：08．51� 232．1�
11 マサハヤブリュッヘ 牡2芦 54 五十嵐冬樹中村 政夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 448－ 62：08．71	 248．3�

（北海道）

815 ロードリバーサル 牡2鹿 54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 22：08．8
 17．7�
612 モ ン グ ラ ン 牡2黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 西浦 勝一 浦河 ディアレスト

クラブ 504± 02：08．9クビ 206．1�
510 フ ク ヒ コ 牡2青鹿54 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 浦河 上山牧場 464－ 8 〃 クビ 536．3�
23 ブラックルシアン 牡2鹿 54 丸山 元気�Basic 根本 康広 新冠 松浦牧場 498＋182：09．0クビ 52．4�
714 トーセンベリーニ 牡2鹿 54 柴山 雄一島川 	哉氏 武 幸四郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 460－ 82：09．1� 272．3�
816 シゲルクロダイヤ 牡2鹿 54 古川 吉洋森中 蕃氏 谷 潔 新冠 川島牧場 498＋ 62：09．2
 277．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，821，200円 複勝： 29，429，400円 枠連： 6，957，600円
馬連： 31，499，400円 馬単： 17，402，100円 ワイド： 23，921，700円
3連複： 45，560，700円 3連単： 56，254，900円 計： 237，847，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 140円 � 1，800円 枠 連（2－3） 320円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 700円

ワ イ ド �� 200円 �� 6，550円 �� 6，610円

3 連 複 ��� 17，700円 3 連 単 ��� 49，370円

票 数

単勝票数 計 268212 的中 � 100115（1番人気）
複勝票数 計 294294 的中 � 86399（1番人気）� 57442（2番人気）� 2288（11番人気）
枠連票数 計 69576 的中 （2－3） 16478（1番人気）
馬連票数 計 314994 的中 �� 63884（1番人気）
馬単票数 計 174021 的中 �� 18622（1番人気）
ワイド票数 計 239217 的中 �� 40197（1番人気）�� 787（36番人気）�� 780（37番人気）
3連複票数 計 455607 的中 ��� 1930（41番人気）
3連単票数 計 562549 的中 ��� 826（132番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．2―24．9―37．8―50．8―1：03．8―1：15．7―1：28．2―1：41．0―1：53．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．7
1
3
7，8（4，10）（3，15）（2，6）（5，16）9（11，12）（1，14）13
9（7，8）（4，10，15）（6，16）（2，3）（11，5，12）－（13，14）1

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

勝馬の
紹 介

ヘ リ オ ス �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2018．8．18 札幌2着

2016．2．23生 牡2黒鹿 母 アンジュシュエット 母母 ショウナンガッド 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒッチコック号
（非抽選馬） 1頭 イマジンラヴ号
※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５日



24051 9月1日 晴 重 （30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
1：40．9
1：40．9

重
重

58 エ ナ グ リ ン 牡3栗 56
54 △横山 武史宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 464＋ 21：46．9 6．7�

46 ダノンテアトロ 牡3鹿 56 岩田 康誠�ダノックス 高橋 康之 新ひだか ケイアイファーム 458－ 2 〃 クビ 2．0�
34 サンライズソル 牡3黒鹿56 M．デムーロ松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 498＋ 81：47．0クビ 3．1�
57 マ ト ラ ッ セ 牡3鹿 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 476＋ 41：47．32 29．8�
22 オテンバランナー 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 川島 正広 428± 01：47．4クビ 7．5�
33 ブレイクスピアー 牡3青鹿56 国分 恭介前田 葉子氏 中村 均 新ひだか 田中 裕之 486＋ 2 〃 クビ 13．3	
712 ヴォーティブ 牝3栗 54 松田 大作佐々木主浩氏 中尾 秀正 安平 ノーザンファーム 510－ 41：48．03� 115．5

69 モカチョウサン 牝3栗 54 松岡 正海�チョウサン 松永 康利 平取 坂東牧場 438＋ 21：49．7大差 42．0�
11 ラングドック 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也新木 鈴子氏 加藤 和宏 日高 ナカノファーム B440－ 21：49．8クビ 196．8�
813 チャーミングホープ 牝3鹿 54 菱田 裕二川島 吉男氏 浜田多実雄 浦河 大道牧場 442＋ 2 〃 同着 212．4
45 シーザライト 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 504＋101：50．65 134．7�
610 ク グ ロ フ 牡3黒鹿56 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 武 英智 新ひだか 田中 裕之 B486－ 41：51．02� 149．1�
814 ショウナンランツァ 牡3黒鹿56 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 洞�湖 レイクヴィラファーム 526－ 41：51．21� 124．4�

（13頭）
711 ミッキーガーデン 牡3鹿 56 丸山 元気野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 440－ 2 （競走除外）

売 得 金
単勝： 23，374，400円 複勝： 33，096，400円 枠連： 8，706，200円
馬連： 29，985，700円 馬単： 16，847，700円 ワイド： 24，299，400円
3連複： 40，566，200円 3連単： 55，523，400円 計： 232，399，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 130円 � 110円 � 120円 枠 連（4－5） 550円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 250円 �� 350円 �� 170円

3 連 複 ��� 630円 3 連 単 ��� 5，850円

票 数

単勝票数 差引計 233744（返還計 2977） 的中 � 27586（3番人気）
複勝票数 差引計 330964（返還計 6895） 的中 � 45842（3番人気）� 122299（1番人気）� 63282（2番人気）
枠連票数 差引計 87062（返還計 123） 的中 （4－5） 12211（2番人気）
馬連票数 差引計 299857（返還計 15772） 的中 �� 35903（2番人気）
馬単票数 差引計 168477（返還計 8999） 的中 �� 7581（6番人気）
ワイド票数 差引計 242994（返還計 19309） 的中 �� 23350（2番人気）�� 15310（5番人気）�� 41600（1番人気）
3連複票数 差引計 405662（返還計 47928） 的中 ��� 47989（1番人気）
3連単票数 差引計 555234（返還計 61334） 的中 ��� 6878（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．2―42．6―55．0―1：07．6―1：20．4―1：33．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．3
1
3
・（1，2）－（3，5，6，9）－（10，12）－8－14（4，13）7・（1，2）6（3，9）（12，8）10（5，4）7，14，13

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エ ナ グ リ ン �
�
父 ローエングリン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．10．22 東京13着

2015．2．19生 牡3栗 母 ハッピーダイアリー 母母 ハピネスイン 11戦1勝 賞金 13，350，000円
〔競走除外〕 ミッキーガーデン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の17頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）13頭 ヴィヤンシーコ号・オーミティグリス号・グヴィアズダ号・コスモビッグハート号・コパノマーボー号・

スズカローレル号・ディアアルム号・デンコウスティール号・ハローダーリン号・ペイシャスター号・
ポップスフラッシュ号・メスカル号・ヤマニンラボーナ号

（非抽選馬） 4頭 オテンバキッズ号・クリノペーテルス号・プリヒストリー号・メイショウタンゴ号

24052 9月1日 晴 稍重 （30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
1：07．5
1：06．5

良
良

611 デンセツノマジョ 牝3黒鹿54 横山 典弘國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 460＋ 41：11．3 5．2�
816 ア ス ト ル ム 牡3栗 56 吉田 隼人 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 466＋ 6 〃 クビ 27．6�
12 ダイメイスズ 牝3鹿 54 M．デムーロ宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 438± 01：11．4クビ 3．1�
815 サトノルーリー 牝3黒鹿54 藤岡 康太 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 洞�湖 レイクヴィラファーム 400＋ 8 〃 ハナ 19．8�
48 タカミツリリー 牝3鹿 54 勝浦 正樹�アラキファーム 高橋 裕 新冠 アラキフアーム 448± 0 〃 クビ 14．4	
59 ナイトレイド 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B508－ 21：11．5� 61．6

23 エイシンテースティ 牝3栗 54 C．ルメール�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 440＋10 〃 アタマ 4．2�
36 ヤマニンヌヌース 牝3鹿 54 藤岡 佑介土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 436－121：11．6クビ 44．7�
714 ノーモアサイレンス 牝3青鹿54 柴山 雄一岡田 牧雄氏 粕谷 昌央 新ひだか 筒井 征文 428＋ 6 〃 アタマ 254．4
35 ファーベライト 牝3黒鹿54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 高木 登 浦河 ディアレスト

クラブ 476± 0 〃 ハナ 10．6�
713 アルレーサー 牡3鹿 56 古川 吉洋�エーティー 昆 貢 浦河 杵臼牧場 450＋ 4 〃 ハナ 40．0�
47 ホウオウサンドラ 牝3栗 54 菱田 裕二小笹 芳央氏 宮 徹 日高 森永牧場 470＋ 81：11．8� 22．9�
612 マヤノフロスティ 牡3芦 56 丹内 祐次田所 英子氏 牧 光二 日高 天羽牧場 494－ 41：11．9� 139．8�
510 スキップガール 牝3鹿 54 荻野 琢真�富田牧場 寺島 良 浦河 富田牧場 460－ 41：12．21� 21．5�
24 ショウナンガレオン 牡3芦 56 池添 謙一国本 哲秀氏 大竹 正博 新ひだか 棚川 光男 498± 01：12．41� 10．4�
11 アザミジョウ 牝3青 54 五十嵐冬樹河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 434＋ 81：13．35 442．0�

（北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，847，000円 複勝： 42，699，000円 枠連： 11，619，400円
馬連： 42，958，000円 馬単： 19，454，000円 ワイド： 36，566，400円
3連複： 64，620，600円 3連単： 75，222，000円 計： 321，986，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 190円 � 510円 � 150円 枠 連（6－8） 3，070円

馬 連 �� 8，600円 馬 単 �� 14，120円

ワ イ ド �� 2，380円 �� 360円 �� 1，600円

3 連 複 ��� 7，700円 3 連 単 ��� 60，790円

票 数

単勝票数 計 288470 的中 � 43722（3番人気）
複勝票数 計 426990 的中 � 60194（3番人気）� 15784（10番人気）� 93755（1番人気）
枠連票数 計 116194 的中 （6－8） 2930（13番人気）
馬連票数 計 429580 的中 �� 3868（29番人気）
馬単票数 計 194540 的中 �� 1033（53番人気）
ワイド票数 計 365664 的中 �� 3663（28番人気）�� 29572（2番人気）�� 5531（18番人気）
3連複票数 計 646206 的中 ��� 6291（21番人気）
3連単票数 計 752220 的中 ��� 897（167番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―12．2―12．1―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―46．5―58．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．3―3F37．0
3 12，9，15（5，16）（4，6，8）（3，11）（7，13）（10，14）1，2 4 ・（12，9）15（5，16）8（4，6）（3，11，2）（7，13，14）－10－1

勝馬の
紹 介

デンセツノマジョ �
�
父 オンファイア �

�
母父 フサイチコンコルド デビュー 2018．1．8 京都5着

2015．5．14生 牝3黒鹿 母 アドマイヤダッシュ 母母 シンコウエンジェル 8戦1勝 賞金 11，350，000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 サウンドガバーナ号・ニシノフリヒメ号・ミスベル号
※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。



24053 9月1日 晴 稍重 （30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10分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：29．1
1：29．1

良
良

55 レースガーデン 牝2芦 54 M．デムーロ 金子真人ホールディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456 ―1：31．6 2．9�
44 エールヴォア 牝2黒鹿54 藤岡 佑介佐伯由加理氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 502 ―1：31．81� 5．3�
11 フィリアーノ 牡2芦 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 452 ―1：32．11� 3．0�
22 ハ ー シ ェ ル 牡2黒鹿54 池添 謙一ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460 ―1：32．2	 4．0�
66 トーセンコハク 牝2栗 54

53 ☆木幡 初也島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 472 ― 〃 クビ 30．0	

88 トライゲッター 牡2黒鹿54 松岡 正海畑佐 博氏 牧田 和弥 浦河 中島牧場 492 ―1：32．3� 48．4

33 コ ル ネ ッ ト 牝2鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 400 ―1：34．1大差 40．2�
77 デルマシャンゼリゼ 牝2鹿 54

52 △横山 武史浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 468 ―1：34．73	 135．1
89 ブラックテキーラ 牡2栗 54 勝浦 正樹黒澤 尚氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 482 ―1：38．3大差 182．1�

（9頭）

売 得 金
単勝： 34，938，100円 複勝： 31，074，700円 枠連： 5，196，600円
馬連： 32，850，700円 馬単： 22，361，800円 ワイド： 22，104，200円
3連複： 40，876，400円 3連単： 89，184，200円 計： 278，586，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 110円 � 130円 � 110円 枠 連（4－5） 790円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 280円 �� 170円 �� 240円

3 連 複 ��� 620円 3 連 単 ��� 3，660円

票 数

単勝票数 計 349381 的中 � 98653（1番人気）
複勝票数 計 310747 的中 � 79012（1番人気）� 55207（4番人気）� 71518（2番人気）
枠連票数 計 51966 的中 （4－5） 5064（4番人気）
馬連票数 計 328507 的中 �� 28075（5番人気）
馬単票数 計 223618 的中 �� 10716（7番人気）
ワイド票数 計 221042 的中 �� 18280（5番人気）�� 37038（1番人気）�� 22372（4番人気）
3連複票数 計 408764 的中 ��� 49439（2番人気）
3連単票数 計 891842 的中 ��� 17624（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．9―30．9―43．0―55．3―1：07．5―1：19．4

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

勝馬の
紹 介

レースガーデン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ 初出走

2016．5．11生 牝2芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックテキーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月1日まで平地

競走に出走できない。

24054 9月1日 晴 稍重 （30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40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

44 ニシノオリーブ 牝3青 53 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 新ひだか 本桐牧場 448＋ 4 59．1 7．8�
79 ク ー リ ュ 牝4鹿 55 横山 典弘ライオンレースホース� 石毛 善彦 日高 Shall Farm 476＋10 59．31� 2．0�
710 エイスノート 牝3黒鹿53 藤岡 康太 �ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 480＋18 59．4クビ 11．1�
68 アイアムキャツアイ 牝4黒鹿55 四位 洋文堀 紘一氏 奥平 雅士 平取 坂東牧場 436－ 6 59．61� 10．0�
55 リリープリンセス 牝3黒鹿53 池添 謙一村上龍太郎氏 安田 隆行 新ひだか 岡田牧場 B460± 0 59．7クビ 4．5�
56 ア プ ロ ー ズ 牝3鹿 53

51 △横山 武史 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 454＋10 59．91 82．4	

67 アテンフラワー 牝3青鹿 53
52 ☆加藤 祥太河村 
平氏 牧浦 充徳 浦河 吉田 又治 466－ 41：00．0� 34．1�

11 スリーランディア 牝4鹿 55 岩田 康誠永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 426＋ 61：00．1� 7．2�

811 ナムラストロベリー 牝3鹿 53
51 △菊沢 一樹奈村 睦弘氏 谷原 義明 新ひだか 八田ファーム 454＋ 41：00．2� 29．6

812 ペプチドプラム 牝3黒鹿53 国分 恭介沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 446± 01：00．3� 110．0�
22 サ ル タ ー ト 牝4栗 55 西村 太一 �サンデーレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 450± 01：00．5� 117．0�
33 � モリデンテキーラ 牝3青鹿 53

52 ☆井上 敏樹森田 芳男氏 小桧山 悟 新冠 森田 芳男 434＋261：01．56 318．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 26，755，900円 複勝： 32，755，900円 枠連： 8，203，000円
馬連： 35，037，000円 馬単： 20，419，900円 ワイド： 27，055，800円
3連複： 47，242，100円 3連単： 76，049，300円 計： 273，518，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 180円 � 110円 � 290円 枠 連（4－7） 640円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 2，090円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，010円 �� 460円

3 連 複 ��� 2，240円 3 連 単 ��� 14，670円

票 数

単勝票数 計 267559 的中 � 27147（4番人気）
複勝票数 計 327559 的中 � 40285（3番人気）� 110216（1番人気）� 19151（6番人気）
枠連票数 計 82030 的中 （4－7） 9807（3番人気）
馬連票数 計 350370 的中 �� 38909（2番人気）
馬単票数 計 204199 的中 �� 7310（8番人気）
ワイド票数 計 270558 的中 �� 27882（2番人気）�� 6082（12番人気）�� 14944（5番人気）
3連複票数 計 472421 的中 ��� 15749（8番人気）
3連単票数 計 760493 的中 ��� 3757（46番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．7―11．9―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．1―23．0―34．7―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノオリーブ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 バ ゴ デビュー 2017．7．22 福島8着

2015．3．4生 牝3青 母 ニシノキミヨ 母母 ナ ド ラ 13戦2勝 賞金 19，700，000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 ネオヴォイス号



24055 9月1日 晴 稍重 （30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 7，500，000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

58 ボードウォーク 牝3鹿 52 黛 弘人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 矢作 芳人 新ひだか 橋本牧場 B446＋ 41：45．7 3．3�

610 ブロンズケイ 牡3黒鹿 54
52 △横山 武史畑佐 博氏 角田 晃一 新冠 細川農場 504＋ 41：46．12� 14．8�

57 � レーヌミラクル 牝5鹿 55 吉田 隼人酒井 喜生氏 久保田貴士 日高 千葉飯田牧場 482－ 8 〃 ハナ 6．1�
34 シネマソングス 牝3黒鹿52 丸山 元気 �グリーンファーム小笠 倫弘 浦河 有限会社

吉田ファーム 426－ 41：46．2クビ 12．0�
813 スズカハイライト 牡3鹿 54 川島 信二永井 啓弍氏 谷 潔 新冠 村上牧場 448＋ 61：46．3� 33．6�
69 マイネルネッツ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 赤石 久夫 486＋ 21：46．51	 12．0	
711 カ ガ ス タ ー 牡3鹿 54 柴山 雄一香川 憲次氏 高市 圭二 日高 広富牧場 442± 01：46．81� 32．4

712 ワイルドゲーム 牡5鹿 57 長岡 禎仁合同会社小林英一

ホールディングス 石栗 龍彦 新ひだか 水丸牧場 B484＋ 41：46．9クビ 157．2�
814 ウインランブル 牡5鹿 57 国分 恭介�ウイン 中村 均 平取 スガタ牧場 474－ 21：47．11� 205．9�
11 ティモシーブルー 牡4鹿 57 松田 大作中野 義一氏 中尾 秀正 浦河 信成牧場 490＋ 21：47．41� 32．3
46 アントーニオ 牡3栗 54 C．ルメールゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋181：47．82� 5．6�
33 デ ュ ナ ミ ス 牝4黒鹿55 勝浦 正樹ゴドルフィン 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B522＋ 81：47．9� 39．1�
22 サージュミノル 牡3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 456＋ 61：49．28 4．0�
45 サ ノ ヘ ッ ド 牡4黒鹿57 小崎 綾也佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 B514＋ 61：52．8大差 250．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 24，583，900円 複勝： 33，266，600円 枠連： 9，423，400円
馬連： 38，019，000円 馬単： 18，312，600円 ワイド： 31，070，400円
3連複： 53，699，900円 3連単： 65，248，000円 計： 273，623，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 330円 � 190円 枠 連（5－6） 650円

馬 連 �� 1，860円 馬 単 �� 3，020円

ワ イ ド �� 710円 �� 420円 �� 1，400円

3 連 複 ��� 3，710円 3 連 単 ��� 17，640円

票 数

単勝票数 計 245839 的中 � 57891（1番人気）
複勝票数 計 332666 的中 � 70856（1番人気）� 20481（6番人気）� 46532（3番人気）
枠連票数 計 94234 的中 （5－6） 11193（2番人気）
馬連票数 計 380190 的中 �� 15824（7番人気）
馬単票数 計 183126 的中 �� 4534（10番人気）
ワイド票数 計 310704 的中 �� 11131（7番人気）�� 20423（2番人気）�� 5335（16番人気）
3連複票数 計 536999 的中 ��� 10833（8番人気）
3連単票数 計 652480 的中 ��� 2681（40番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．4―43．0―55．4―1：07．6―1：20．0―1：32．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ボードウォーク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2017．10．28 東京9着

2015．5．3生 牝3鹿 母 ハーマジェスティ 母母 リザーブシート 12戦2勝 賞金 29，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノヘッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年10月1日まで平地競走に

出走できない。

24056 9月1日 晴 良 （30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 7，500，000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

59 リュヌルージュ 牝3鹿 52 M．デムーロ窪田 康志氏 斉藤 崇史 平取 坂東牧場 452＋ 22：03．1 3．3�
47 モンテグロッソ 牡3青鹿54 C．ルメールゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 508＋ 82：03．41� 2．5�
48 ダ ン サ ー ル 牝3黒鹿52 藤岡 康太�G1レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 524－ 22：03．5	 3．3�
714 ウインラナキラ 牝3鹿 52 菱田 裕二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 416± 02：03．92	 20．0�
36 ステイキングダム 牡5鹿 57 小崎 綾也 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 422－ 4 〃 アタマ 57．7	
510 ディバインブリーズ 牡3黒鹿54 丸山 元気杉山 忠国氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 476－ 42：04．11
 28．9

713 ブリシンガメン 牝4栗 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 奥村 豊 千歳 社台ファーム 454＋102：04．42 115．6�
816 ブラゾンダムール 牡3黒鹿54 横山 典弘�G1レーシング 松永 幹夫 安平 追分ファーム 470＋ 22：04．5クビ 34．6�
12 ショウナンサニー 牡4鹿 57 池添 謙一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 464± 0 〃 クビ 160．3
815 トータルソッカー 牡4栗 57 黛 弘人渡邊 隆氏 伊藤 正徳 新ひだか 真歌田中牧場 498± 02：04．6クビ 28．4�
611 メイショウテンシャ 牡4芦 57 四位 洋文松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 468± 0 〃 クビ 15．3�
612 プティットクルール 牝4黒鹿55 国分 恭介首藤 徳氏 宮 徹 新ひだか 田原橋本牧場 460－ 62：04．7	 280．8�
24 キョウワベルナルド 牡4鹿 57 松岡 正海�協和牧場 佐々木晶三 新冠 協和牧場 458＋ 42：04．8� 189．2�
11 スパークルメノウ 牡4黒鹿 57

55 △横山 武史島川 �哉氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 472＋ 82：04．9� 232．6�
23 スリーパスポート 牡5黒鹿 57

54 ▲三津谷隼人永井商事� 南井 克巳 むかわ 新井牧場 480－ 82：05．0� 287．0�
35 � ホワイトソニック 牡4芦 57

56 ☆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 452－ 42：06．38 218．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 32，402，400円 複勝： 37，012，100円 枠連： 13，371，700円
馬連： 46，646，600円 馬単： 21，579，300円 ワイド： 33，688，500円
3連複： 62，241，600円 3連単： 83，733，000円 計： 330，675，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 120円 � 120円 � 130円 枠 連（4－5） 220円

馬 連 �� 360円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 190円 �� 220円 �� 220円

3 連 複 ��� 410円 3 連 単 ��� 2，320円

票 数

単勝票数 計 324024 的中 � 76697（3番人気）
複勝票数 計 370121 的中 � 75269（2番人気）� 87658（1番人気）� 68859（3番人気）
枠連票数 計 133717 的中 （4－5） 46513（1番人気）
馬連票数 計 466466 的中 �� 100151（1番人気）
馬単票数 計 215793 的中 �� 18774（3番人気）
ワイド票数 計 336885 的中 �� 48843（1番人気）�� 36748（3番人気）�� 38223（2番人気）
3連複票数 計 622416 的中 ��� 111702（1番人気）
3連単票数 計 837330 的中 ��� 26117（3番人気）

ハロンタイム 12．8―11．6―12．5―12．4―12．6―12．1―12．2―12．3―12．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．4―36．9―49．3―1：01．9―1：14．0―1：26．2―1：38．5―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．1―3F36．9
1
3
12，13，15（9，16）10（3，7）－8－（5，6，14）－（4，11）（1，2）・（12，13）15（9，10，16）7，3，8（6，14）11（5，4，2）1

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

勝馬の
紹 介

リュヌルージュ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2017．11．19 京都5着

2015．3．10生 牝3鹿 母 ムーンハウリング 母母 アスカシーズ 8戦2勝 賞金 26，426，000円
〔制裁〕 リュヌルージュ号の騎手M．デムーロは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：15番・16番・8

番）
※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） 2頭 ディーグランデ号・トミケンボハテル号
（非抽選馬） 2頭 トーセンフェイム号・メモリーゴールデン号



24057 9月1日 晴 稍重 （30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

57 フ ラ ン ド ル �5鹿 57 C．ルメール 寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B490＋ 21：46．1 2．5�
58 セイリスペクト 牡3黒鹿54 国分 恭介金田 成基氏 中村 均 日高 庄野牧場 B480± 01：46．31	 3．6�
22 カフェアトラス 牡3鹿 54

53 ☆木幡 初也西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 512＋ 4 〃 ハナ 6．8�
11 ミ ュ ゼ ッ ト 牝3栗 52 吉田 隼人ゴドルフィン 久保田貴士 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 448± 01：47．47 11．1�
33 リュミエールドール 牝4鹿 55 丸山 元気 �社台レースホース浜田多実雄 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋ 8 〃 ハナ 18．8�
712 ユノディエール 牡4鹿 57 古川 吉洋	KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 446＋12 〃 アタマ 46．0

69 アルマアノン 牝3青鹿52 小崎 綾也コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 452＋ 2 〃 クビ 31．6�
814 クールデザイン 牝4鹿 55 藤岡 康太 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 454＋ 61：48．03
 7．0�
45 トウシンタイガー �5鹿 57

54 ▲三津谷隼人	サトー 山内 研二 千歳 社台ファーム 502＋ 41：48．1クビ 130．7
46 ブラックイメル 牝3黒鹿 52

50 △横山 武史杉澤 真吾氏 小野 次郎 新ひだか 木田牧場 470＋ 41：48．31 21．6�
711 フレッシビレ 牝3栗 52 丹内 祐次�グランド牧場 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 508＋201：48．51
 149．7�
813 メイクグローリー 牡4栗 57 松田 大作ライオンレースホース	 武 英智 浦河 絵笛牧場 466＋ 21：48．71	 46．5�
610 スズノアリュール 牡3鹿 54 黛 弘人新木 鈴子氏 矢作 芳人 浦河 ヒダカフアーム 482－ 41：48．9� 123．1�
34 � ピエスドール 牝4鹿 55

54 ☆加藤 祥太田畑 憲士氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 442＋ 21：50．9大差 113．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，736，400円 複勝： 38，905，600円 枠連： 13，760，400円
馬連： 49，219，500円 馬単： 24，576，500円 ワイド： 37，246，500円
3連複： 67，159，100円 3連単： 94，056，900円 計： 355，660，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（5－5） 390円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 190円 �� 370円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，540円

票 数

単勝票数 計 307364 的中 � 96264（1番人気）
複勝票数 計 389056 的中 � 112933（1番人気）� 70851（2番人気）� 48073（3番人気）
枠連票数 計 137604 的中 （5－5） 27249（1番人気）
馬連票数 計 492195 的中 �� 89992（1番人気）
馬単票数 計 245765 的中 �� 25051（1番人気）
ワイド票数 計 372465 的中 �� 58485（1番人気）�� 23433（3番人気）�� 20909（4番人気）
3連複票数 計 671591 的中 ��� 47484（1番人気）
3連単票数 計 940569 的中 ��� 19257（2番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．5―31．2―43．8―56．4―1：08．7―1：21．3―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フ ラ ン ド ル �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2016．1．30 京都2着

2013．2．3生 �5鹿 母 ソニックグルーヴ 母母 エアグルーヴ 20戦3勝 賞金 42，220，000円
※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） 3頭 アドマイヤプリヴ号・サンヘレナ号・フクキタル号
（非抽選馬） 2頭 ボナパルト号・メイショウフレイヤ号

24058 9月1日 晴 良 （30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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

714 リ ナ ー テ 牝4黒鹿55 藤岡 康太 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：10．4 13．9�
815 プ レ ト リ ア �3鹿 55 吉田 隼人多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 444＋ 2 〃 ハナ 14．1�
816 シンボリバーグ 牝4芦 55 蛯名 正義シンボリ牧場 藤沢 和雄 日高 シンボリ牧場 496＋101：10．61	 10．8�
35 タイセイソニック 牡3黒鹿55 藤岡 佑介田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 462＋ 8 〃 クビ 16．2�
36 サラデコラシオン 牝4栗 55 池添 謙一川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 440± 01：10．81 30．2�
713 スワーヴアーサー 牡5鹿 57 C．ルメール	NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム 500＋ 8 〃 アタマ 2．0

23 コロラトゥーレ 牝4鹿 55 岩田 康誠廣崎利洋HD	 梅田 智之 日高 Shall Farm 444－ 6 〃 クビ 7．5�
611 アロンザモナ 牝4鹿 55 石川裕紀人ディアレストクラブ	 西浦 勝一 新ひだか 広田牧場 478＋ 41：11．11
 379．6�
48 ア リ ア 牝3栗 53 丸山 元気樋口 稔氏 沖 芳夫 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492＋ 41：11．2� 4．8
612� レヴァンテライオン 牡4黒鹿57 五十嵐冬樹ライオンレースホース	 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

B486－ 6 〃 ハナ 45．8�
（北海道）

510 キングキングキング 牡3黒鹿55 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 482＋ 41：11．3
 28．1�
59 パッションチカ 牝4鹿 55 国分 恭介冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 446± 01：11．4クビ 75．5�
47 シンフォニア 牝6栗 55 小崎 綾也安原 浩司氏 戸田 博文 浦河 辻 牧場 492－ 21：11．5� 185．2�
24 ウォーターバオバブ 牡5栗 57 柴山 雄一山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 498＋181：11．71� 385．4�
11 � カフジオリオン 牡6鹿 57 古川 吉洋加藤 守氏 中竹 和也 米 Lester Kwok &

Dr. Naoya Yoshida 490＋101：11．8クビ 184．4�
12 レッドカーペット 牡5栗 57 加藤 祥太 	泉新キャピタル 高野 友和 安平 ノーザンファーム 520＋ 21：12．01	 338．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，454，600円 複勝： 60，246，900円 枠連： 20，577，900円
馬連： 82，994，400円 馬単： 39，246，900円 ワイド： 57，762，300円
3連複： 113，771，900円 3連単： 155，365，700円 計： 577，420，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，390円 複 勝 � 380円 � 380円 � 370円 枠 連（7－8） 590円

馬 連 �� 6，280円 馬 単 �� 14，130円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 1，980円 �� 2，050円

3 連 複 ��� 19，900円 3 連 単 ��� 98，720円

票 数

単勝票数 計 474546 的中 � 27165（5番人気）
複勝票数 計 602469 的中 � 42063（5番人気）� 41703（7番人気）� 43106（4番人気）
枠連票数 計 205779 的中 （7－8） 26780（2番人気）
馬連票数 計 829944 的中 �� 10229（20番人気）
馬単票数 計 392469 的中 �� 2082（44番人気）
ワイド票数 計 577623 的中 �� 7951（21番人気）�� 7497（22番人気）�� 7252（23番人気）
3連複票数 計1137719 的中 ��� 4287（61番人気）
3連単票数 計1553657 的中 ��� 1141（277番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．9―12．0―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ナ ー テ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Orpen デビュー 2016．10．10 京都1着

2014．1．31生 牝4黒鹿 母 マ ル ペ ン サ 母母 Marsella 12戦4勝 賞金 43，007，000円
〔制裁〕 レヴァンテライオン号の騎手五十嵐冬樹は，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：9番・8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 ヴァッフシュテルケ号・ショウナンアエラ号
※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。



24059 9月1日 晴 良 （30札幌2）第5日 第11競走
第53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 490，000円 140，000円 70，000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
1：45．6

良
良

33 ニシノデイジー 牡2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 高木 登 浦河 谷川牧場 474－ 21：50．1 28．2�
814� ナ イ マ マ 牡2鹿 54 五十嵐冬樹岡田 繁幸氏 田部 和則 日高 道見牧場 442＋ 6 〃 クビ 8．0�

（北海道） （北海道）

11 クラージュゲリエ 牡2鹿 54 M．デムーロ �キャロットファーム 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462－ 61：50．2クビ 2．5�
22 エメラルファイト 牡2芦 54 石川裕紀人高橋 勉氏 相沢 郁 浦河 金成吉田牧場 446± 01：50．41� 70．4�
45 アフランシール 牝2鹿 54 岩田 康誠前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484＋101：50．93 6．4�
711 クリスタルバローズ 牡2鹿 54 藤岡 康太猪熊 広次氏 奥村 武 新冠 シンユウフアーム 464＋ 41：51．43 101．0	
610 ウィクトーリア 牝2鹿 54 田辺 裕信 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 462± 0 〃 ハナ 2．9

69 ラブミーファイン 牝2鹿 54 池添 謙一小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか チャンピオンズファーム 434－ 61：51．72 14．7�
58 ダディーズマインド 牡2鹿 54 丸山 元気田島 大史氏 青木 孝文 新冠 スカイビーチステーブル 472± 01：52．02 78．5�
712 トーセンギムレット 牡2鹿 54 松岡 正海島川 哉氏 萱野 浩二 日高 有限会社 エ

スティファーム 512＋ 41：52．74 73．2�
57 ナンヨーイザヨイ 牡2黒鹿54 藤岡 佑介中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 61：53．12	 40．4�
813 テイエムバリバリ 牡2黒鹿54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 村上 雅規 446－ 61：53．84 264．2�
46 セントセシリア 牝2栗 54 川島 信二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 400＋141：54．01� 312．9�
34 ラバストーン 牡2鹿 54 加藤 祥太田頭 勇貴氏 大江原 哲 浦河 杵臼牧場 454－ 41：54．74 454．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 166，440，700円 複勝： 159，713，600円 枠連： 49，734，400円
馬連： 333，063，600円 馬単： 144，289，900円 ワイド： 184，181，600円
3連複： 498，284，900円 3連単： 800，001，100円 計： 2，335，709，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 340円 � 190円 � 140円 枠 連（3－8） 7，260円

馬 連 �� 8，770円 馬 単 �� 23，600円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 870円 �� 470円

3 連 複 ��� 6，320円 3 連 単 ��� 87，570円

票 数

単勝票数 計1664407 的中 � 49971（6番人気）
複勝票数 計1597136 的中 � 91395（6番人気）� 203857（4番人気）� 397833（1番人気）
枠連票数 計 497344 的中 （3－8） 5308（21番人気）
馬連票数 計3330636 的中 �� 29401（23番人気）
馬単票数 計1442899 的中 �� 4585（48番人気）
ワイド票数 計1841816 的中 �� 24324（18番人気）�� 53687（9番人気）�� 107236（5番人気）
3連複票数 計4982849 的中 ��� 59052（18番人気）
3連単票数 計8000011 的中 ��� 6623（231番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．1―36．0―48．2―1：00．4―1：12．5―1：24．8―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ニシノデイジー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．7．8 函館2着

2016．4．18生 牡2鹿 母 ニシノヒナギク 母母 ニシノミライ 3戦2勝 賞金 39，290，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 トーラスジェミニ号・ハクサンタイヨウ号
※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。

24060 9月1日 晴 良 （30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

714 カリビアンゴールド 牝4黒鹿55 藤岡 康太ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 460－ 62：03．6 4．5�

12 ジ ェ シ ー 牡3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 中内田充正 平取 坂東牧場 474＋ 22：03．81	 3．8�
815
 ダブルシャープ 牡3鹿 54 池添 謙一天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 雅規 480＋14 〃 クビ 11．5�
816 ニシノカブケ 牡6栗 57 柴山 雄一西山 茂行氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 502＋ 42：04．01 41．5�
35 シャリオヴァルト �5鹿 57 蛯名 正義前田 幸治氏 尾関 知人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 464＋ 4 〃 ハナ 49．3�
612 メイショウホウトウ 牡7青鹿57 加藤 祥太松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 498＋ 22：04．1クビ 227．3	
36 アドマイヤメテオ �7青鹿57 横山 典弘近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450－ 22：04．2� 87．6

48 エルリストン �5黒鹿57 丸山 元気�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 476＋ 22：04．3� 7．0�
611 ベイビーステップ 牡4鹿 57 小崎 綾也大塚 亮一氏 菊川 正達 浦河 杵臼牧場 492± 02：04．93 167．5
510 オールドクラシック 牡5青鹿57 五十嵐冬樹�リーヴァ 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム B476－ 22：05．21� 314．1�

（北海道）

23 シトロプシス 牝5鹿 55 勝浦 正樹 �社台レースホース畠山 吉宏 千歳 社台ファーム 458－ 62：05．52 334．8�
24 
 フィールドシャルム 牡5鹿 57 横山 武史岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 490＋ 42：05．81 416．4�
713 ファストアプローチ 牡3栗 54 M．デムーロ山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 550＋10 〃 アタマ 2．7�
59 � アメリカンワールド 牡3栗 54 藤岡 佑介吉澤 克己氏 藤岡 健一 米 St. Elias

Stables, LLC 474－ 42：06．22 16．6�
47 サヤカチャン 牝3鹿 52 松岡 正海瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 新ひだか 棚川 光男 454± 02：06．62 25．2�
11 キングラディウス 牡5栗 57 丹内 祐次菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B474－ 22：06．7� 241．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 59，026，100円 複勝： 70，981，300円 枠連： 28，825，600円
馬連： 104，361，600円 馬単： 44，498，300円 ワイド： 69，758，500円
3連複： 140，113，700円 3連単： 183，342，500円 計： 700，907，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 150円 � 180円 � 300円 枠 連（1－7） 400円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 2，460円

ワ イ ド �� 440円 �� 740円 �� 920円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 18，950円

票 数

単勝票数 計 590261 的中 � 103402（3番人気）
複勝票数 計 709813 的中 � 146840（2番人気）� 108271（3番人気）� 48650（5番人気）
枠連票数 計 288256 的中 （1－7） 55485（1番人気）
馬連票数 計1043616 的中 �� 66597（4番人気）
馬単票数 計 444983 的中 �� 13532（9番人気）
ワイド票数 計 697585 的中 �� 43141（3番人気）�� 23830（8番人気）�� 18725（10番人気）
3連複票数 計1401137 的中 ��� 29855（9番人気）
3連単票数 計1833425 的中 ��� 7012（53番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―36．4―49．4―1：02．0―1：14．3―1：26．4―1：38．4―1：50．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．2
1
3
7，4，13（6，8）14（1，2，15）（9，10，12）11（5，16）3
7（13，8）14（4，6，2，15）（10，16）（1，9）（11，12，5）－3

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

勝馬の
紹 介

カリビアンゴールド �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Cape Cross デビュー 2016．9．10 中山1着

2014．2．9生 牝4黒鹿 母 サバナパディーダ 母母 Capriola 16戦3勝 賞金 73，434，000円
〔制裁〕 メイショウホウトウ号の騎手加藤祥太は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番・9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。



（30札幌2）第5日 9月1日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 169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
5，180，000円
20，990，000円
1，720，000円
25，930，000円
71，201，000円
4，632，000円
1，622，400円

勝馬投票券売得金
525，295，200円
603，091，900円
184，760，500円
857，363，800円
405，783，900円
572，358，000円
1，213，392，300円
1，783，763，200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 6，145，808，800円

総入場人員 18，640名 （有料入場人員 16，555名）
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