
24061 8月30日 雨 重 （2札幌2） 第6日 第1競走 ��
��1，500�2歳未勝利

発走10時00分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量

本 賞 3，550，000
3，550，000

円
円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：29．1
1：29．1

良
良

34 フ ラ リ オ ナ 牝2青鹿54 吉田 隼人大冨 智弘氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 412－ 21：33．1 5．2�
57 ル ー ス 牝2栗 54 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 492＋ 2 〃 同着 12．1�
33 ワンダーフェンリル 牡2鹿 54 大野 拓弥山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 藤春 修二 498－ 81：33．95 7．5�
813 トーセンガーリー 牝2栗 54 石川裕紀人島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 452＋ 81：34．11� 21．0�
711 ルコルセール 牡2鹿 54 藤岡 佑介�G1レーシング 堀 宣行 安平 追分ファーム B496± 0 〃 アタマ 12．5	
11 ヴァーチャリティ 牝2鹿 54 松田 大作
桑田牧場 庄野 靖志 浦河 桑田牧場 466＋181：34．2クビ 2．7�
22 セイウンオードリー 牡2鹿 54

53 ☆団野 大成西山 茂行氏 深山 雅史 むかわ 宇南山牧場 504＋ 41：34．51� 9．9�
610 サトミノヒカリ 牝2黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹田代 洋己氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 452＋10 〃 クビ 143．4

814 スプリングムーン 牝2鹿 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 416－ 21：35．13� 164．5�
712 カーラミーア 牝2黒鹿54 横山 和生 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 440＋10 〃 ハナ 25．2�
45 アドマイヤレビン 牡2鹿 54 横山 武史近藤 旬子氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 476＋ 21：35．31� 7．9�
69 マイスクワッド 牝2青鹿54 勝浦 正樹
辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B370＋ 41：35．83 182．1�
46 ブラックライフ 牝2青鹿54 坂井 瑠星清水 義德氏 吉田 直弘 日高 広富牧場 424± 01：37．6大差 94．0�

（13頭）
58 ロジモーリス 牝2鹿 54 C．ルメール 久米田正明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 34，541，400円 複勝： 48，502，600円 枠連： 10，215，400円
馬連： 48，674，800円 馬単： 21，960，900円 ワイド： 46，044，700円
3連複： 77，123，500円 3連単： 80，085，900円 計： 367，149，200円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

270円
540円 複 勝 �

�
180円
370円 � 210円 枠 連（3－5） 1，420円

馬 連 �� 3，630円 馬 単 ��
��

3，020円
3，640円

ワ イ ド �� 1，200円 ��
��

800円
1，470円

3 連 複 ��� 7，270円 3 連 単 ���
���

22，290円
22，590円

票 数

単勝票数 差引計 345414（返還計 9218） 的中 � 56284（2番人気）� 24212（6番人気）
複勝票数 差引計 485026（返還計 7073） 的中 � 79691（2番人気）� 28761（6番人気）� 62298（3番人気）
枠連票数 差引計 102154（返還計 225） 的中 （3－5） 5554（8番人気）
馬連票数 差引計 486748（返還計 20007） 的中 �� 10381（15番人気）
馬単票数 差引計 219609（返還計 13706） 的中 �� 2729（23番人気）�� 2256（32番人気）
ワイド票数 差引計 460447（返還計 18671） 的中 �� 9830（15番人気）�� 15271（9番人気）�� 7910（23番人気）
3連複票数 差引計 771235（返還計 51972） 的中 ��� 7950（28番人気）
3連単票数 差引計 800859（返還計 70943） 的中 ��� 1302（156番人気） ��� 1285（158番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．4―30．0―42．8―55．7―1：08．6―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．3―3F37．4

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

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

勝馬の
紹 介

フ ラ リ オ ナ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．15 札幌2着

2018．5．21生 牝2青鹿 母 ラ カ 母母 ダンスパートナー 2戦1勝 賞金 6，350，000円
ル ー ス �

�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2020．8．9 新潟8着

2018．4．4生 牝2栗 母 ヤマカツマリリン 母母 イクセプトフォーワンダ 2戦1勝 賞金 3，550，000円
〔出走取消〕 ロジモーリス号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブラックライフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月30日まで平地競走

に出走できない。

24062 8月30日 雨 不良 （2札幌2） 第6日 第2競走 ��
��1，000�3歳未勝利

発走10時35分 （ダート・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

56 サイヤダンサー 牡3鹿 56 丹内 祐次西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 458＋10 59．0 9．0�
11 ネ ル ハ 牡3栗 56 黛 弘人 �ローレルレーシング 和田 雄二 新冠 高瀬牧場 516－ 2 59．85 46．0�
22 キョウワディーヴァ 牝3鹿 54 菱田 裕二浅川 昌彦氏 角田 晃一 新冠 協和牧場 472－ 2 59．9� 11．3�
68 カテドラルロック 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 430± 0 〃 ハナ 2．7�
33 ライジングペガサス 牡3鹿 56

54 △亀田 温心竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 木村牧場 486＋ 2 〃 ハナ 5．2�
44 スイスライツ 牡3鹿 56 横山 和生永田 博之氏 竹内 正洋 浦河 松栄牧場 472＋ 4 〃 ハナ 16．0	
811� アルファジップ 牝3栗 54 横山 武史
グランド牧場 伊藤 圭三 米 Overbrook

Farm B454＋ 61：00．0� 8．1�
79 モズトリプルエー 牡3鹿 56 吉田 隼人 �キャピタル・システム 	島 一歩 日高 目黒牧場 486＋ 6 〃 ハナ 10．4�
710 テイエムピカピカ 牝3青 54

51 ▲秋山 稔樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 468＋ 81：00．21 26．9
812 ハ ー デ ィ ン 牡3青鹿 56

55 ☆団野 大成松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 新ひだか 城地牧場 444＋101：01．15 12．9�
67 ダイヤモンドライフ 牡3黒鹿56 坂井 瑠星大塚 亮一氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B496＋ 21：01．73� 15．4�
55 ユ キ ネ エ 牝3黒鹿54 水口 優也杉野 公彦氏 浜田多実雄 浦河 ディアレスト

クラブ 438＋ 81：01．8� 48．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，325，100円 複勝： 40，916，400円 枠連： 7，567，200円
馬連： 45，132，800円 馬単： 20，181，700円 ワイド： 42，760，800円
3連複： 67，662，300円 3連単： 71，093，500円 計： 326，639，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 320円 � 1，290円 � 490円 枠 連（1－5） 17，610円

馬 連 �� 17，770円 馬 単 �� 31，330円

ワ イ ド �� 4，920円 �� 1，510円 �� 5，710円

3 連 複 ��� 46，130円 3 連 単 ��� 332，530円

票 数

単勝票数 計 313251 的中 � 27650（4番人気）
複勝票数 計 409164 的中 � 37633（4番人気）� 7508（12番人気）� 22159（8番人気）
枠連票数 計 75672 的中 （1－5） 333（28番人気）
馬連票数 計 451328 的中 �� 1968（51番人気）
馬単票数 計 201817 的中 �� 483（93番人気）
ワイド票数 計 427608 的中 �� 2215（48番人気）�� 7472（16番人気）�� 1907（56番人気）
3連複票数 計 676623 的中 ��� 1100（135番人気）
3連単票数 計 710935 的中 ��� 155（875番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．5―11．6―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．7―23．6―35．1―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サイヤダンサー �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．11．3 東京7着

2017．5．12生 牡3鹿 母 イズミバード 母母 ロ ジ ー タ 6戦1勝 賞金 6，870，000円
〔制裁〕 アルファジップ号の騎手横山武史は，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：10番）
〔その他〕 ユキネエ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ユキネエ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年9月30日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ヨドノエール号

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 8月30日 雨 不良 （2札幌2） 第6日 第3競走 ��2，400�3歳未勝利
発走11時05分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
2：32．1
2：28．6

重
不良

11 セイウンクルーズ 牡3栗 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 武藤 善則 浦河 ガーベラパー
クスタツド B524＋ 62：33．9 5．8�

710 グッドリドゥンス 牡3栗 56 的場 勇人林 勝宗氏 的場 均 新ひだか レースホース牧場 474－ 4 〃 クビ 16．3�
56 ケープオブストーム 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 522＋ 22：34．0� 5．7�
33 ロドルフォブレイン 牡3鹿 56 吉田 隼人エンジェルレーシング� 尾関 知人 浦河 信岡牧場 532＋102：34．85 12．8�
22 マ ス カ テ ル 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム B478＋ 22：35．0� 11．0	
812 マジックウォリアー 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 晴哉氏 杉山 晴紀 安平 追分ファーム 514± 0 〃 クビ 2．0

44 ゲンキチボン 牡3栗 56 石川裕紀人荒井 元明氏 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 488＋ 42：35．31� 22．4�
79 スピッツェンバーグ 牡3栗 56 横山 武史 �サンデーレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 470－ 42：36．57 19．8�
811 ア ヴ グ ラ ン 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成 �カナヤマホール
ディングス 高柳 大輔 日高 白井牧場 482＋ 12：37．56 68．5

67 ウインアマルフィ 牝3栗 54 丹内 祐次�ウイン 大久保龍志 新冠 コスモヴューファーム 456－ 12：37．71� 45．4�
68 ミヤビキング 牡3鹿 56

54 △亀田 温心村上 義勝氏 小島 茂之 新ひだか 静内白井牧場 B536－ 22：38．97 24．4�
55 ゴーゴーリマンド 牝3芦 54

51 ▲山田 敬士上山 牧氏 松永 康利 浦河 高昭牧場 454＋ 82：43．8大差 146．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，049，800円 複勝： 52，762，300円 枠連： 6，787，400円
馬連： 38，968，400円 馬単： 23，941，900円 ワイド： 41，141，400円
3連複： 68，767，400円 3連単： 99，033，200円 計： 363，451，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 230円 � 390円 � 310円 枠 連（1－7） 3，010円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 7，820円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 870円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 11，890円 3 連 単 ��� 65，620円

票 数

単勝票数 計 320498 的中 � 43535（3番人気）
複勝票数 計 527623 的中 � 68037（2番人気）� 32276（5番人気）� 44317（3番人気）
枠連票数 計 67874 的中 （1－7） 1747（11番人気）
馬連票数 計 389684 的中 �� 7815（13番人気）
馬単票数 計 239419 的中 �� 2295（24番人気）
ワイド票数 計 411414 的中 �� 10384（13番人気）�� 12397（10番人気）�� 5660（22番人気）
3連複票数 計 687674 的中 ��� 4335（38番人気）
3連単票数 計 990332 的中 ��� 1094（190番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―25．9―38．7―50．9―1：03．2―1：16．2―1：29．5―1：42．6―1：55．2―2：08．1―2：20．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セイウンクルーズ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 オペラハウス デビュー 2019．11．24 東京8着

2017．3．30生 牡3栗 母 ニシノアカツキ 母母 ニシノシルエット 8戦1勝 賞金 10，470，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ゴーゴーリマンド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月30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 ガニュメデスレイ号

24064 8月30日 雨 重 （2札幌2） 第6日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時35分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

714 ララロトリー �3黒鹿56 大庭 和弥フジイ興産� 粕谷 昌央 浦河 ヒダカフアーム 464± 02：05．8 14．1�
（法942）

612 ロードフェローズ 牡3黒鹿56 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 468－10 〃 クビ 4．4�
12 スカイボルト 牡3栗 56

54 △亀田 温心�協栄 北出 成人 日高 タバタファーム 450＋122：07．07 77．9�
36 ソードライン 牡3鹿 56 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 洞�湖 レイクヴィラファーム 488－122：07．1� 4．3�
23 アニマフレスカ 牝3青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹吉田 晴哉氏 萩原 清 安平 追分ファーム 454－ 22：07．52� 14．4�
611 ペプチドヒミコ 牝3栗 54 武 豊沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 456－ 82：07．71� 8．7	
816 アルマカーテナ 牝3鹿 54 大野 拓弥コウトミックレーシング 田村 康仁 浦河 猿橋 義昭 456－ 62：07．8� 94．7

59 ヴァイスリヒト 牡3栗 56 古川 吉洋�G1レーシング 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 22：08．0	 22．3�
11 エンジェルエナ 牝3鹿 54 藤岡 康太桑畑 夏美氏 大竹 正博 浦河 成隆牧場 416－102：08．1	 81．1�
48 ハラハラドキドキ 牡3鹿 56 横山 和生廣崎利洋HD� 久保田貴士 平取 株式会社

ASK STUD B466± 02：08．31 57．5
47 カ ノ ア 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成 �ニッシンホール
ディングス 牧田 和弥 新ひだか チャンピオンズファーム 446－ 22：08．61	 6．6�

713 ウインジョイフル 牡3青鹿56 吉田 隼人�ウイン 西園 正都 新ひだか 松田牧場 B492－ 4 〃 クビ 14．9�
24 スノージュエリー 牝3芦 54 勝浦 正樹広尾レース� 根本 康広 青森 ワールドファーム 432－ 42：09．45 49．3�
35 ランクリッツ 牝3鹿 54 柴山 雄一�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 434＋102：09．61� 52．4�
815 サ ク ラ イ ロ 牝3黒鹿54 横山 武史 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム B436－ 42：10．45 5．6�
510 セーチェーニ 牝3黒鹿54 川島 信二永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 452－ 62：10．61� 142．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 38，914，000円 複勝： 59，089，800円 枠連： 10，544，700円
馬連： 50，771，200円 馬単： 20，820，500円 ワイド： 53，305，400円
3連複： 81，078，900円 3連単： 78，857，200円 計： 393，381，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，410円 複 勝 � 370円 � 200円 � 2，050円 枠 連（6－7） 880円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 6，110円

ワ イ ド �� 720円 �� 13，630円 �� 6，160円

3 連 複 ��� 60，620円 3 連 単 ��� 405，470円

票 数

単勝票数 計 389140 的中 � 21924（6番人気）
複勝票数 計 590898 的中 � 40382（6番人気）� 98893（1番人気）� 6009（15番人気）
枠連票数 計 105447 的中 （6－7） 9241（3番人気）
馬連票数 計 507712 的中 �� 15111（11番人気）
馬単票数 計 208205 的中 �� 2552（24番人気）
ワイド票数 計 533054 的中 �� 20457（8番人気）�� 971（88番人気）�� 2161（55番人気）
3連複票数 計 810789 的中 ��� 1003（155番人気）
3連単票数 計 788572 的中 ��� 141（995番人気）

ハロンタイム 12．7―11．6―12．5―13．4―13．1―12．9―12．7―12．7―12．0―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．3―36．8―50．2―1：03．3―1：16．2―1：28．9―1：41．6―1：53．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ララロトリー �
�
父 トーセンラー �

�
母父 Pivotal デビュー 2020．3．21 中山14着

2017．4．28生 �3黒鹿 母 ジュエルボックスⅡ 母母 Birthstone 7戦1勝 賞金 6，910，000円
〔その他〕 サクライロ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 サクライロ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年9月30日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 エンジェルエナ号・ランクリッツ号・セーチェーニ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月

30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。
（非当選馬） 3頭 サンシャインキッド号・ゼットピアレス号・リリレフア号
（非抽選馬） 1頭 クレアーレ号



24065 8月30日 雨 重 （2札幌2） 第6日 第5競走 ��
��1，800�2歳新馬

発走12時25分 （芝・右）
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
1：48．3
1：44．5

良
良

77 ヴェローチェオロ 牡2栗 54 吉田 隼人大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 456 ―1：55．4 4．4�
11 カーディナル 牡2鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 482 ―1：55．61� 7．3�
89 マイネルグスタフ 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 474 ―1：55．81 6．3�
66 ピースダンス 牝2黒鹿 54

52 △亀田 温心中平 和宏氏 森 秀行 新ひだか 下屋敷牧場 396 ―1：56．22� 57．4�
22 プルモナリア 牝2栗 54 藤岡 佑介�ノースヒルズ 中竹 和也 新冠 平山牧場 468 ― 〃 アタマ 8．0	
55 セントミライ 牡2黒鹿54 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 454 ―1：56．41� 13．7

44 バッソプロフォンド 牡2黒鹿54 C．ルメールゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 518 ―1：57．35 2．4�
78 ワンモアナイン 牝2黒鹿 54

51 ▲山田 敬士本杉 芳郎氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 452 ―1：57．51� 119．7�
810 ベ ル モ ッ ク 牡2鹿 54 柴山 雄一子安 裕樹氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 442 ―1：58．03 147．0
33 ウィステリアダディ 牡2青鹿54 横山 典弘北側 雅勝氏 池添 兼雄 新ひだか 畠山牧場 474 ― （競走中止） 26．2�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，337，300円 複勝： 41，200，500円 枠連： 5，486，100円
馬連： 42，793，700円 馬単： 25，207，800円 ワイド： 32，197，400円
3連複： 58，944，800円 3連単： 92，783，800円 計： 350，951，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 140円 � 180円 � 160円 枠 連（1－7） 850円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 360円 �� 350円 �� 450円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 9，120円

票 数

単勝票数 計 523373 的中 � 98664（2番人気）
複勝票数 計 412005 的中 � 85173（2番人気）� 51428（4番人気）� 63766（3番人気）
枠連票数 計 54861 的中 （1－7） 4976（3番人気）
馬連票数 計 427937 的中 �� 29840（5番人気）
馬単票数 計 252078 的中 �� 9480（6番人気）
ワイド票数 計 321974 的中 �� 23354（3番人気）�� 24274（2番人気）�� 17674（6番人気）
3連複票数 計 589448 的中 ��� 23478（5番人気）
3連単票数 計 927838 的中 ��� 7375（25番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―26．5―39．9―53．2―1：06．5―1：19．4―1：31．7―1：43．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴェローチェオロ �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 タイキシャトル 初出走

2018．3．29生 牡2栗 母 プレシャスライフ 母母 スターマイライフ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ウィステリアダディ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

24066 8月30日 小雨 不良 （2札幌2） 第6日 第6競走 ��1，700�3歳未勝利
発走12時55分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

33 アースライザー �3栗 56
53 ▲山田 敬士 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B472± 01：45．1 5．9�
22 オーシャンバローズ 牡3鹿 56 C．ルメール 猪熊 広次氏 奥村 武 むかわ 真壁 信一 464－ 81：45．2� 5．4�
45 メイショウオイワキ 牡3黒鹿56 丹内 祐次松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 三栄牧場 478－ 41：45．83� 28．1�
610 キ ン ブ レ ル 牡3鹿 56

54 △亀田 温心 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 458－161：45．9� 35．1�

712 スペラメント 牡3鹿 56 横山 和生吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 506－ 41：46．11� 4．0�
11 エキストラライト 牝3栗 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高柳 大輔 新ひだか 八田ファーム 432－ 2 〃 アタマ 38．6	
813 アバグネイル 牡3栗 56 石川裕紀人 
シルクレーシング 手塚 貴久 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524－ 81：46．2� 11．3�
711 イ デ ア ル 牝3鹿 54 坂井 瑠星 
社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 442＋ 6 〃 クビ 6．5�
58 トクシーズファー 牝3青鹿54 勝浦 正樹 AIレーシング 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 432± 01：46．73 15．3
34 タマモマクシム 牡3鹿 56 古川 吉洋タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 464＋ 61：47．44 40．2�
814 グラナートロート 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹 
社台レースホース荒川 義之 千歳 社台ファーム 446＋10 〃 クビ 11．1�
57 マロンジェム 牡3栗 56 川島 信二�フロンティア 稲垣 幸雄 浦河 ヒダカフアーム B482－ 21：47．5クビ 128．6�
46 ビハインドザサン 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 520± 01：47．71� 8．9�

69 サンライズエポック 牡3鹿 56 藤岡 康太松岡 隆雄氏 牧浦 充徳 日高 ヤナガワ牧場 B538－ 41：50．0大差 38．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 35，778，900円 複勝： 54，052，100円 枠連： 9，880，100円
馬連： 44，734，100円 馬単： 19，513，200円 ワイド： 43，960，500円
3連複： 73，362，200円 3連単： 74，218，700円 計： 355，499，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 230円 � 220円 � 770円 枠 連（2－3） 2，630円

馬 連 �� 2，960円 馬 単 �� 5，080円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 1，870円 �� 4，580円

3 連 複 ��� 21，860円 3 連 単 ��� 95，570円

票 数

単勝票数 計 357789 的中 � 47806（3番人気）
複勝票数 計 540521 的中 � 67716（4番人気）� 72030（2番人気）� 14802（9番人気）
枠連票数 計 98801 的中 （2－3） 2901（12番人気）
馬連票数 計 447341 的中 �� 11688（12番人気）
馬単票数 計 195132 的中 �� 2880（18番人気）
ワイド票数 計 439605 的中 �� 10800（12番人気）�� 6047（24番人気）�� 2409（52番人気）
3連複票数 計 733622 的中 ��� 2517（79番人気）
3連単票数 計 742187 的中 ��� 563（351番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―29．3―41．8―54．3―1：06．6―1：19．2―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アースライザー �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 メイショウサムソン デビュー 2020．1．6 京都8着

2017．2．6生 �3栗 母 ジェルヴェーズ 母母 ジェルミナル 7戦1勝 賞金 7，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 タマモマクシム号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月30日まで平地競走に出走でき

ない。



24067 8月30日 小雨 不良 （2札幌2） 第6日 第7競走 ��
��1，000�3歳以上1勝クラス

発走13時25分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

812 ピシュマニエ 牝3栗 52 石川裕紀人嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 464－ 2 59．5 26．5�
56 � モズアーントモー 牝3鹿 52 菱田 裕二 �キャピタル・システム 森田 直行 米 Springhill

Farm 514＋10 〃 クビ 6．1�
79 ケイゴールド 牝4青鹿 55

52 ▲秋山 稔樹布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 474＋ 2 59．71	 12．1�
67 ニシノダンテ 牡5青鹿 57

55 △亀田 温心西山 茂行氏 田所 秀孝 浦河 谷川牧場 500＋ 4 59．8クビ 13．5�
33 
 フ ロ イ デ �5栗 57

54 ▲山田 敬士岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 498－ 2 〃 ハナ 12．6�

710 ルンルンクオリティ 牝4黒鹿55 川島 信二	髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 508－ 6 59．9	 39．1

44 ヘ ル メ ッ ト 牝4栗 55 C．ルメール	飛野牧場 岡田 稲男 新ひだか 飛野牧場 510－ 2 〃 クビ 4．1�
68 エイカイキャロル 牝4鹿 55 坂井 瑠星二木 英德氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B468± 01：00．0	 49．8�
22 ホウロクダマ 牡6鹿 57 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中竹 和也 新ひだか 岡田スタツド 568－ 21：00．1� 101．7
11 フィーユレヴーズ 牝3栗 52 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 448－ 21：00．2クビ 2．7�
55 フェールアシュバル 牝3栗 52

51 ☆団野 大成	日進牧場 佐々木晶三 浦河 高村牧場 484＋ 2 〃 ハナ 6．9�
811
 クリノマンジェリカ 牝4青鹿55 黛 弘人栗本 博晴氏 伊藤 伸一 新冠 村上牧場 454－ 61：01．26 86．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，365，600円 複勝： 43，083，800円 枠連： 9，828，000円
馬連： 48，344，500円 馬単： 25，112，100円 ワイド： 44，144，700円
3連複： 70，715，500円 3連単： 99，144，800円 計： 381，739，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，650円 複 勝 � 660円 � 260円 � 270円 枠 連（5－8） 3，320円

馬 連 �� 7，640円 馬 単 �� 19，330円

ワ イ ド �� 2，410円 �� 2，660円 �� 1，340円

3 連 複 ��� 23，670円 3 連 単 ��� 164，480円

票 数

単勝票数 計 413656 的中 � 12486（8番人気）
複勝票数 計 430838 的中 � 14711（8番人気）� 46806（4番人気）� 45146（5番人気）
枠連票数 計 98280 的中 （5－8） 2294（14番人気）
馬連票数 計 483445 的中 �� 4898（26番人気）
馬単票数 計 251121 的中 �� 974（59番人気）
ワイド票数 計 441447 的中 �� 4688（27番人気）�� 4234（29番人気）�� 8630（15番人気）
3連複票数 計 707155 的中 ��� 2240（76番人気）
3連単票数 計 991448 的中 ��� 437（456番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―11．8―11．6―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―24．0―35．8―47．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（12，4，6）11，3（1，8，9）－（2，7）（5，10） 4 ・（12，4，6）3（1，8，11，9）（5，2，7，10）

勝馬の
紹 介

ピシュマニエ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2019．11．3 東京3着

2017．3．11生 牝3栗 母 ネオイグザンプル 母母 イグザンプルスター 7戦2勝 賞金 14，900，000円

24068 8月30日 小雨 重 （2札幌2） 第6日 第8競走 ��
��1，500�3歳以上1勝クラス

発走13時55分 （500万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：27．4
1：27．4

良
良

711� クラシックココア 牝3鹿 50
49 ☆団野 大成吉田 和美氏 安田 隆行 豪 Kia Ora

Stud Pty Ltd 486＋101：30．9 4．2�
69 テ ラ ン ガ 牡3青鹿54 柴山 雄一寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 450＋ 41：32．07 24．0�
22 カップッチョ 牡3鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 大江原 哲 浦河 ミルファーム 458± 0 〃 ハナ 78．9�
56 コスミックエナジー 牝3栗 52 藤岡 康太吉田 勝己氏 高野 友和 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：32．42	 2．6�
11 コスモスタック 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 堀井 雅広 新ひだか 稲葉牧場 462－ 21：32．5	 13．2�
68 クリノサンシャイン 牝3鹿 52 水口 優也栗本 博晴氏 高橋 康之 新冠 上井農場 444＋ 21：32．6	 34．0	
33 
 サンドスピーダー 牡5鹿 57 大野 拓弥�辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 464＋ 2 〃 クビ 10．3

44 ブ ン ロ ー ト 牡3鹿 54 大庭 和弥石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム B518－ 41：33．98 29．8�
710 シャンデフレーズ 牝4鹿 55 池添 謙一 �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 440＋ 21：34．0	 8．3�
57 シャイニードライヴ �6鹿 57 松田 大作小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 B444－141：34．42	 55．0
45 キティマグネット 牡3栗 54 黛 弘人吉岡 泰治氏 和田正一郎 日高 沖田牧場 496± 01：34．61� 209．6�
813
 メテオスウォーム 牡4黒鹿 57

55 △亀田 温心星加 浩一氏 高柳 大輔 新ひだか グランド牧場 B472－201：36．3大差 35．7�
812 クリノイヴァンカ 牝4鹿 55 石川裕紀人栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか タイヘイ牧場 480＋ 4 （競走中止） 5．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 36，005，300円 複勝： 47，284，800円 枠連： 9，482，300円
馬連： 51，599，000円 馬単： 24，495，400円 ワイド： 47，372，800円
3連複： 78，405，500円 3連単： 98，098，200円 計： 392，743，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 440円 � 1，700円 枠 連（6－7） 2，300円

馬 連 �� 5，810円 馬 単 �� 7，940円

ワ イ ド �� 1，760円 �� 5，570円 �� 13，170円

3 連 複 ��� 95，300円 3 連 単 ��� 307，880円

票 数

単勝票数 計 360053 的中 � 66998（2番人気）
複勝票数 計 472848 的中 � 71950（3番人気）� 26669（7番人気）� 6054（12番人気）
枠連票数 計 94823 的中 （6－7） 3186（10番人気）
馬連票数 計 515990 的中 �� 6882（20番人気）
馬単票数 計 244954 的中 �� 2311（29番人気）
ワイド票数 計 473728 的中 �� 7116（19番人気）�� 2180（45番人気）�� 914（62番人気）
3連複票数 計 784055 的中 ��� 617（159番人気）
3連単票数 計 980982 的中 ��� 231（677番人気）

ハロンタイム 6．6―11．2―11．2―11．7―12．4―13．1―12．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―17．8―29．0―40．7―53．1―1：06．2―1：18．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F50．2―3F37．8

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

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

勝馬の
紹 介

�クラシックココア �
�
父 Fastnet Rock �

�
母父 Thorn Park デビュー 2019．10．5 京都1着

2017．9．6生 牝3鹿 母 Alberton Park 母母 Alberton Star 4戦2勝 賞金 16，400，000円
〔競走中止〕 クリノイヴァンカ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メテオスウォーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月30日まで平地競

走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 クリノイヴァンカ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年10月30日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 キティマグネット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月30日まで平地競走に出走で

きない。
※出走取消馬 カズミドリーム号（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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 シューラヴァーグ号
（非抽選馬） 2頭 オークレイコート号・ダブリナーズ号



24069 8月30日 小雨 重 （2札幌2） 第6日 第9競走 ��1，200�
お た る

小 � 特 別
発走14時25分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 448，000円 128，000円 64，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

815 ヤマニンプレシオサ 牝3黒鹿52 柴山 雄一土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 464－ 41：11．2 6．8�
714 ホーリーライン 牝4青鹿55 C．ルメール �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 440± 01：11．62 3．4�
612� ドクターデューン 牝5鹿 55 横山 和生松岡 悟氏 菊沢 隆徳 新冠 安達 洋生 476－12 〃 アタマ 15．1�
816 ファクトゥーラ 牝4黒鹿55 団野 大成 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B454－ 81：12．02� 29．0�
48 ソーユーフォリア 牝3黒鹿52 藤岡 康太濵本 洋輔氏 高柳 瑞樹 浦河 日進牧場 450－ 21：12．1� 12．0	
36 ダンスロマネスク 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 474± 01：12．2� 41．2

47 セイウンミツコ 牝5黒鹿55 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 新ひだか 本桐牧場 452－14 〃 クビ 26．0�
12 エクスチェンジ 牝3栗 52 加藤 祥太宮川 純造氏 加用 正 浦河 富田牧場 474－ 4 〃 ハナ 45．7�
23 ソフィアバローズ 牝3鹿 52 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 434＋ 41：12．51� 10．7
510 アセンダント 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 B460－ 41：12．6� 10．2�
11 タ ン レ イ 牝4芦 55 的場 勇人佐久間拓士氏 伊藤 大士 新ひだか 藤沢牧場 444－ 21：13．13 80．8�
713 サクセスハーモニー 牝3栗 52 亀田 温心髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 452± 01：13．2� 14．8�
59 レディフォリア 牝3黒鹿52 古川 吉洋吉岡 泰治氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 444－ 41：13．3クビ 84．5�
35 � スターアイランド 牝4鹿 55 杉原 誠人荒井 眞澄氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 406± 01：13．4� 178．6�
611 エアリーフローラ 牝3鹿 52 坂井 瑠星 �キャロットファーム 寺島 良 安平 ノーザンファーム 432＋101：13．93 4．5�
24 ネ イ ジ ュ 牝3青鹿52 吉田 隼人島川 �哉氏 中川 公成 日高 有限会社 エ

スティファーム 440＋ 21：15．510 26．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 41，696，400円 複勝： 55，157，200円 枠連： 13，753，900円
馬連： 67，636，200円 馬単： 28，888，000円 ワイド： 64，365，000円
3連複： 114，839，500円 3連単： 113，555，100円 計： 499，891，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 260円 � 160円 � 350円 枠 連（7－8） 730円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，310円 �� 760円

3 連 複 ��� 6，160円 3 連 単 ��� 31，980円

票 数

単勝票数 計 416964 的中 � 48417（3番人気）
複勝票数 計 551572 的中 � 51247（4番人気）� 109949（1番人気）� 34089（6番人気）
枠連票数 計 137539 的中 （7－8） 14519（2番人気）
馬連票数 計 676362 的中 �� 39534（2番人気）
馬単票数 計 288880 的中 �� 6946（5番人気）
ワイド票数 計 643650 的中 �� 38298（2番人気）�� 11923（12番人気）�� 21377（3番人気）
3連複票数 計1148395 的中 ��� 13979（11番人気）
3連単票数 計1135551 的中 ��� 2574（58番人気）

ハロンタイム 12．1―10．7―11．6―12．3―12．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．8―34．4―46．7―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンプレシオサ �
�
父 ヴァンセンヌ �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2019．11．30 中山1着

2017．4．26生 牝3黒鹿 母 ヤマニンスフィアー 母母 ヤマニンドルチェ 10戦2勝 賞金 19，548，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時26分に変更。
〔その他〕 ネイジュ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 ネイジュ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年9月30日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ルーターズ号

24070 8月30日 小雨 不良 （2札幌2） 第6日 第10競走 ��
��1，700�

と ま こ ま い

苫 小 牧 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

813 サクラルーフェン 牡4黒鹿57 黛 弘人�さくらコマース尾関 知人 新ひだか 谷岡牧場 464＋161：43．3 38．8�
56 � ヴ ィ ー ダ 	5栗 57 勝浦 正樹 �スマイルファーム 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 434－ 41：43．62 18．2�
57 シゲルタイタン 牡3鹿 54 C．ルメール 森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 476± 01：43．81
 3．4�
69 ハイパーステージ 牡3芦 54 坂井 瑠星 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 434－ 61：44．01
 8．0�
68 タイキルークス 牡3黒鹿54 横山 和生�大樹ファーム 菊沢 隆徳 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 504－ 61：44．42� 3．2	
812� ア オ テ ン 牡7鹿 57 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高橋 文雅 新冠 村上 欽哉 518－ 61：45．03� 72．5

11 アンダープロミス 牡4黒鹿57 横山 典弘池谷 誠一氏 萩原 清 むかわ 上水牧場 502＋ 8 〃 アタマ 5．0�
45 フクノワイルド 牡4鹿 57 加藤 祥太佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 498± 01：45．1� 24．8�
711 ベアクアウフ 牡4鹿 57 大野 拓弥ディアレストクラブ� 清水 英克 むかわ 東振牧場 484± 01：45．31 57．8
710 スズノアリュール 牡5鹿 57 池添 謙一新木 鈴子氏 林 徹 浦河 ヒダカフアーム 488－121：45．4� 17．0�
33 クリノヴィクトリア 牝6栗 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 萱野 浩二 青森 イズモリファーム 450± 01：45．72 166．0�
22 プロヴィデンス 牡3栗 54 吉田 隼人藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 槇本牧場 476± 01：46．44 15．1�
44 タマモサンシーロ 牡4鹿 57 藤岡 康太タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 514－ 81：48．9大差 21．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 56，302，000円 複勝： 63，465，600円 枠連： 16，704，000円
馬連： 95，219，400円 馬単： 39，856，000円 ワイド： 68，852，200円
3連複： 138，987，900円 3連単： 174，892，300円 計： 654，279，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，880円 複 勝 � 680円 � 370円 � 170円 枠 連（5－8） 3，650円

馬 連 �� 25，590円 馬 単 �� 49，160円

ワ イ ド �� 5，830円 �� 2，460円 �� 970円

3 連 複 ��� 32，120円 3 連 単 ��� 299，040円

票 数

単勝票数 計 563020 的中 � 11599（10番人気）
複勝票数 計 634656 的中 � 20009（10番人気）� 41272（6番人気）� 122406（2番人気）
枠連票数 計 167040 的中 （5－8） 3542（14番人気）
馬連票数 計 952194 的中 �� 2883（50番人気）
馬単票数 計 398560 的中 �� 608（96番人気）
ワイド票数 計 688522 的中 �� 2959（52番人気）�� 7143（31番人気）�� 18992（9番人気）
3連複票数 計1389879 的中 ��� 3245（100番人気）
3連単票数 計1748923 的中 ��� 424（723番人気）

ハロンタイム 6．6―10．7―11．6―12．2―12．4―12．5―12．7―12．0―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．3―28．9―41．1―53．5―1：06．0―1：18．7―1：30．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サクラルーフェン �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2019．1．20 中山3着

2016．4．22生 牡4黒鹿 母 サクラコールミー 母母 サクラユスラウメ 12戦3勝 賞金 39，251，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 タマモサンシーロ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月30日まで平地競

走に出走できない。

１レース目



24071 8月30日 小雨 重 （2札幌2） 第6日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第15回キーンランドカップ（ＧⅢ）

発走15時35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53�4歳以上56�，牝馬2�
減，1．8．24以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，1．8．23以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

キーンランド協会賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 581，000円 166，000円 83，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

714 エイティーンガール 牝4青鹿54 坂井 瑠星中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 456－ 21：10．6 15．5�
612 ライトオンキュー 牡5鹿 57 古川 吉洋ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512－ 61：10．81� 3．5�
815 ディメンシオン 牝6鹿 54 松田 大作広尾レース� 藤原 英昭 新ひだか 木村 秀則 450± 01：10．9	 29．2�
713 アスタールビー 牝4鹿 54 吉田 隼人加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 450＋ 41：11．32	 22．7�
816 ヤマカツマーメイド 牝3鹿 51 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 480＋ 41：11．51� 14．9�
24 ビ リ ー バ ー 牝5黒鹿54 杉原 誠人	ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 466＋ 41：11．81
 23．0

59 ダイメイフジ 牡6鹿 56 菱田 裕二宮本 昇氏 森田 直行 日高 横井 哲 520－141：11．9
 21．4�
23 ダイシンバルカン 牡8鹿 56 勝浦 正樹大八木信行氏 吉田 直弘 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋ 21：12．0クビ 200．1�
35 メイショウショウブ 牝4栗 54 横山 典弘松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 498－ 41：12．1	 44．1
611� フィアーノロマーノ 牡6鹿 56 藤岡 康太吉田 和美氏 高野 友和 豪 Kia Ora Stud 550－ 8 〃 ハナ 7．2�
510 クールティアラ 牝4鹿 54 丹内 祐次川上 哲司氏 矢野 英一 新ひだか 沖田 博志 470－10 〃 ハナ 155．4�
36 ショウナンアンセム 牡7芦 56 石川裕紀人	湘南 田中 剛 日高 森永牧場 B490＋ 41：12．2
 120．6�
48 カッパツハッチ 牝5鹿 54 大野 拓弥	ターフ・スポート矢野 英一 浦河 中島牧場 474± 01：12．41� 51．1�
12 イ ベ リ ス 牝4鹿 54 横山 武史前田 幸治氏 角田 晃一 新ひだか 土居牧場 B470－ 61：12．93 31．2�
11 ダイアトニック 牡5鹿 58 武 豊 	シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 476＋ 2 〃 ハナ 2．3�
47 メイショウカズヒメ 牝6鹿 54 柴山 雄一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 504－ 4 〃 クビ 103．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 222，807，900円 複勝： 249，966，800円 枠連： 104，802，600円
馬連： 597，593，400円 馬単： 258，306，400円 ワイド： 410，876，100円
3連複： 1，193，776，700円 3連単： 1，665，156，100円 計： 4，703，286，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，550円 複 勝 � 360円 � 170円 � 570円 枠 連（6－7） 950円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 7，260円

ワ イ ド �� 730円 �� 3，380円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 13，750円 3 連 単 ��� 95，670円

票 数

単勝票数 計2228079 的中 � 114586（5番人気）
複勝票数 計2499668 的中 � 164762（4番人気）� 486625（2番人気）� 94183（9番人気）
枠連票数 計1048026 的中 （6－7） 84629（3番人気）
馬連票数 計5975934 的中 �� 193779（10番人気）
馬単票数 計2583064 的中 �� 26658（25番人気）
ワイド票数 計4108761 的中 �� 150978（4番人気）�� 30153（36番人気）�� 67486（17番人気）
3連複票数 計11937767 的中 ��� 65084（46番人気）
3連単票数 計16651561 的中 ��� 12618（285番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．7―11．9―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．8―46．7―58．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイティーンガール �
�
父 ヨハネスブルグ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2018．6．23 阪神4着

2016．4．14生 牝4青鹿 母 センターグランタス 母母 センターライジング 16戦5勝 賞金 121，485，000円
〔制裁〕 ダイアトニック号の騎手武豊は，向正面で外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：2番・6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 ナリノメジャー号・ラベンダーヴァレイ号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりエイティーンガール号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

24072 8月30日 小雨 重 （2札幌2） 第6日 第12競走 ��
��1，800�

し こ つ こ

支 笏 湖 特 別
発走16時15分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；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 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

22 ア ラ ス カ 牝4鹿 55 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 406＋ 41：52．6 4．7�
66 メリディアンローグ 牡3黒鹿54 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 464－ 21：52．7� 4．3�
11 ターフェルムジーク 牝5鹿 55 古川 吉洋 �サンデーレーシング 渡辺 薫彦 安平 追分ファーム 440－ 41：53．02 8．7�
44 プレイヤーサムソン 牡7鹿 57 大野 拓弥嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 476－ 21：53．1� 46．4�
55 ルーチェデラヴィタ 牝3鹿 52 団野 大成安原 浩司氏 西村 真幸 日高 広富牧場 440－ 61：53．63 5．3�
810 サクラユニヴァース 牝5青鹿55 藤岡 佑介	さくらコマース高柳 瑞樹 新ひだか 谷岡牧場 474－ 61：53．7クビ 9．7

79 タイセイメガロス 牡3鹿 54 武 豊田中 成奉氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 450＋ 4 〃 クビ 4．1�
78 マ ハ ヴ ィ ル 牡5鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456＋ 21：53．91	 26．4�
33 ウインルチル 牝5栗 55 吉田 隼人	ウイン 奥村 豊 新冠 コスモヴューファーム 446－ 41：54．0クビ 24．5
811 ジャーミネイト 牡6鹿 57 菱田 裕二 �社台レースホース中尾 秀正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474－ 8 〃 ハナ 36．8�
67 マルーンエンブレム 牝5栗 55 横山 典弘 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 394± 01：55．49 25．9�

（11頭）

売 得 金
単勝： 88，277，000円 複勝： 94，140，700円 枠連： 21，143，600円
馬連： 136，510，000円 馬単： 55，265，300円 ワイド： 103，862，700円
3連複： 205，164，700円 3連単： 275，613，500円 計： 979，977，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 170円 � 160円 � 200円 枠 連（2－6） 900円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 2，050円

ワ イ ド �� 460円 �� 620円 �� 600円

3 連 複 ��� 2，820円 3 連 単 ��� 11，780円

票 数

単勝票数 計 882770 的中 � 148428（3番人気）
複勝票数 計 941407 的中 � 147999（2番人気）� 160112（1番人気）� 111990（5番人気）
枠連票数 計 211436 的中 （2－6） 18134（3番人気）
馬連票数 計1365100 的中 �� 97624（2番人気）
馬単票数 計 552653 的中 �� 20152（3番人気）
ワイド票数 計1038627 的中 �� 60047（2番人気）�� 42029（9番人気）�� 43600（8番人気）
3連複票数 計2051647 的中 ��� 54420（7番人気）
3連単票数 計2756135 的中 ��� 16961（27番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．7―12．6―12．4―12．3―12．5―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．1―37．8―50．4―1：02．8―1：15．1―1：27．6―1：40．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ラ ス カ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 American Post デビュー 2018．12．9 中山13着

2016．1．24生 牝4鹿 母 リ リ サ イ ド 母母 Miller’s Lily 15戦3勝 賞金 44，726，000円
〔発走状況〕 ルーチェデラヴィタ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

４レース目



（2札幌2）第6日 8月30日（日曜日） 雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

重
不良

競走回数 12回 出走頭数 158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

245，180，000円
3，020，000円
24，610，000円
2，250，000円
29，260，000円
67，298，500円
4，617，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
711，400，700円
849，622，600円
226，195，300円
1，267，977，500円
563，549，200円
998，883，700円
2，228，828，900円
2，922，532，300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 9，768，990，200円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第2回札幌競馬第6日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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