
21049 8月8日 曇 良 （2札幌1） 第5日 第1競走 ��
��1，700�2歳未勝利

発走9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
1：44．9
1：44．9

稍重
稍重

33 シンヨモギネス 牡2鹿 54 菱田 裕二岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 472＋ 81：49．0 14．5�
44 トーセンパトリック 牡2黒鹿54 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 486－101：50．27 15．8�
22 � カルフレグランス 牝2黒鹿54 大野 拓弥吉田 和子氏 新開 幸一 米 Perry Martin &

Denise Martin 470－ 41：50．41� 3．5�
77 フ ク ウ ン 牡2黒鹿54 石川裕紀人西村 專次氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 448± 0 〃 クビ 5．8�
11 メイショウワゲン 牡2青鹿 54

53 ☆団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 484＋ 41：50．71	 24．7�
55 � デルマミロク 牝2鹿 54 横山 武史浅沼 廣幸氏 須貝 尚介 米 Don Alberto

Corporation 472－ 21：51．55 1．9	
66 ターニングアップ 牡2鹿 54 黛 弘人
ミルファーム 田中 清隆 新冠 中本 隆志 444＋ 61：52．77 39．9�
88 カラドボルグ 牡2栗 54

52 △亀田 温心田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 沖田牧場 456－ 61：55．2大差 75．1�
（8頭）

売 得 金
単勝： 39，117，200円 複勝： 77，505，600円 枠連： 発売なし
馬連： 41，587，700円 馬単： 28，942，300円 ワイド： 32，811，400円
3連複： 59，497，700円 3連単： 135，699，900円 計： 415，161，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 810円 � 600円 � 260円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，570円 馬 単 �� 16，800円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 710円 �� 600円

3 連 複 ��� 7，540円 3 連 単 ��� 70，120円

票 数

単勝票数 計 391172 的中 � 22826（4番人気）
複勝票数 計 775056 的中 � 22780（5番人気）� 31685（4番人気）� 91875（2番人気）
馬連票数 計 415877 的中 �� 4902（16番人気）
馬単票数 計 289423 的中 �� 1292（30番人気）
ワイド票数 計 328114 的中 �� 6158（14番人気）�� 11957（8番人気）�� 14511（6番人気）
3連複票数 計 594977 的中 ��� 5918（21番人気）
3連単票数 計1356999 的中 ��� 1403（136番人気）

ハロンタイム 7．0―11．0―11．9―12．2―13．1―13．2―13．3―13．4―13．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．9―42．1―55．2―1：08．4―1：21．7―1：35．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．8―3F40．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シンヨモギネス 
�
父 ダノンレジェンド 

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．6．27 阪神7着

2018．3．24生 牡2鹿 母 グレースグランド 母母 フレンチリヴィエラ 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カラドボルグ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月8日まで平地競走

に出走できない。

21050 8月8日 曇 良 （2札幌1） 第5日 第2競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走10時25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
1：48．3
1：44．5

良
良

11 ジ オ ル テ ィ 牡2鹿 54 加藤 祥太杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 472－ 41：50．1 12．1�
55 � ショベルヘッド 牡2鹿 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Siena

Farms LLC 462± 01：50．2� 2．8�
22 ユキノフラッシュ 牡2黒鹿54 武 豊嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 服部 牧場 456＋ 61：50．51	 2．0�
77 ロードフェイロン 牡2鹿 54 横山 武史 �ロードホースクラブ 奥村 豊 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 21：50．92	 12．7�
88 トーセンネッロ 牡2黒鹿 54

52 △亀田 温心島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ
スティファーム 464－ 21：51．11	 10．0	

44 サ ン マ ッ ハ 牡2黒鹿54 荻野 琢真山田 裕仁氏 松下 武士 新冠 三村 卓也 476＋ 61：51．41� 27．6

33 コパノセイバー 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成小林 照弘氏 深山 雅史 新冠 上井農場 476－ 41：52．03	 70．1�
66 キタノマンゲツ 牡2鹿 54 藤岡 康太大久保與志雄氏 中尾 秀正 日高 中原牧場 436＋101：52．42	 21．2�

（8頭）

売 得 金
単勝： 40，513，000円 複勝： 64，361，200円 枠連： 発売なし
馬連： 43，128，400円 馬単： 27，961，700円 ワイド： 34，641，400円
3連複： 56，234，400円 3連単： 124，993，900円 計： 391，834，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 150円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 340円 �� 260円 �� 130円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 8，610円

票 数

単勝票数 計 405130 的中 � 28301（4番人気）
複勝票数 計 643612 的中 � 48272（3番人気）� 128186（2番人気）� 337344（1番人気）
馬連票数 計 431284 的中 �� 25886（4番人気）
馬単票数 計 279617 的中 �� 5382（15番人気）
ワイド票数 計 346414 的中 �� 20587（4番人気）�� 29480（2番人気）�� 87103（1番人気）
3連複票数 計 562344 的中 ��� 79242（1番人気）
3連単票数 計1249939 的中 ��� 10513（28番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．0―37．0―49．2―1：01．3―1：13．3―1：25．3―1：37．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ オ ル テ ィ 
�
父 エピファネイア 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．19 函館4着

2018．3．15生 牡2鹿 母 プレシャスベガ 母母 スターアルファ 2戦1勝 賞金 6，200，000円

第１回 札幌競馬 第５日
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



21051 8月8日 曇 良 （2札幌1） 第5日 第3競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走10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

69 サトノレガリア 牡3栗 56 横山 武史 �サトミホースカンパニー 萩原 清 新ひだか 千代田牧場 502－ 61：47．3 2．1�
610 インセンディオ 牡3鹿 56 大野 拓弥嶋田 賢氏 田中 清隆 新冠 大栄牧場 426＋ 61：47．4� 15．9�
11 デルマルビー 牝3栗 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 千田 輝彦 日高 ファニーヒルファーム 472＋10 〃 クビ 15．3�
22 エ ス パ ー 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成石川 達絵氏 渡辺 薫彦 浦河 酒井牧場 450＋ 41：47．61� 15．5�
57 ハーモニクス 牝3鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 武市 康男 安平 ノーザンファーム 482－ 41：47．91� 17．4	
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 B474－ 41：48．0
 223．2


34 ウォータージョイ 牡3鹿 56 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 B482＋ 61：48．21� 5．3�
45 マ ブ ル ー ク 牡3青鹿56 坂井 瑠星�ノースヒルズ 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ B432－ 61：48．41� 8．0�
58 ス ペ ラ ー レ 牡3芦 56 松田 大作 �グリーンファーム吉村 圭司 千歳 社台ファーム 480－ 81：49．46 19．9
814 メイショウルイス 牡3黒鹿56 加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 三石川上牧場 488＋ 21：49．72 10．2�
46 フクノソミュール 牝3栗 54 古川 吉洋福島 祐子氏 粕谷 昌央 日高 株式会社

ケイズ B462＋ 81：49．91� 197．2�
711 キティマグネット 牡3栗 56

53 ▲秋山 稔樹吉岡 泰治氏 和田正一郎 日高 沖田牧場 496－ 61：50．75 334．1�
813 ペイシャティアラ 牝3栗 54 黛 弘人北所 直人氏 松永 康利 様似 清水スタッド 472＋161：51．23 79．1�
712 ユ ア ソ ー ラ 牡3鹿 56 池添 謙一ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：52．9大差 24．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 35，880，800円 複勝： 54，596，600円 枠連： 10，760，200円
馬連： 52，494，000円 馬単： 25，034，100円 ワイド： 50，659，100円
3連複： 82，807，100円 3連単： 87，187，500円 計： 399，419，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 130円 � 260円 � 310円 枠 連（6－6） 1，590円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 1，830円

ワ イ ド �� 520円 �� 580円 �� 1，700円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 14，860円

票 数

単勝票数 計 358808 的中 � 136587（1番人気）
複勝票数 計 545966 的中 � 152643（1番人気）� 45330（4番人気）� 35296（6番人気）
枠連票数 計 107602 的中 （6－6） 5213（6番人気）
馬連票数 計 524940 的中 �� 29049（4番人気）
馬単票数 計 250341 的中 �� 10221（5番人気）
ワイド票数 計 506591 的中 �� 26221（3番人気）�� 22835（5番人気）�� 7139（21番人気）
3連複票数 計 828071 的中 ��� 14499（11番人気）
3連単票数 計 871875 的中 ��� 4253（29番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．7―12．2―12．5―12．5―13．2―13．3―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．8―42．0―54．5―1：07．0―1：20．2―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サトノレガリア �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2019．10．26 東京5着

2017．3．8生 牡3栗 母 ホームスイートホーム 母母 Our Country Place 7戦1勝 賞金 10，640，000円
〔制裁〕 デルマルビー号の騎手横山和生は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ユアソーラ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月8日まで平地競走に出

走できない。
〔3走成績による出走制限〕 フクノソミュール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月8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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ダノンローチェ号・メイショウニタボウ号・ラナウェリナ号
（非抽選馬） 2頭 ウラワザテクニック号・セイプレシャス号

21052 8月8日 曇 良 （2札幌1） 第5日 第4競走 ��1，500�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

牝；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
1：27．4
1：27．4

良
良

711 ラブアンバサダー 牝3鹿 54 武 豊松島 悠衣氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 424－ 61：29．0 4．2�
610 デュアルネイチャー 牝3青鹿54 田辺 裕信�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム B436＋ 21：29．1� 32．6�
58 サトノヴィーナス 牝3鹿 54

52 △亀田 温心 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム B464＋ 41：29．2� 5．4�
34 ダンツシルビア 牝3黒鹿54 酒井 学山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 450＋ 4 〃 クビ 8．9�
22 パラティーノヒル 牝3栗 54 勝浦 正樹吉田 照哉氏 武藤 善則 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408＋101：29．3クビ 35．6�
11 スノージュエリー 牝3芦 54 藤井勘一郎広尾レース� 根本 康広 青森 ワールドファーム 436＋101：29．51� 132．3	
57 ラストエクセル 牝3栗 54 横山 武史 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 458＋ 8 〃 ハナ 39．0

712 リ リ レ フ ア 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 460＋181：29．6� 4．6�
814 アポロリリー 牝3黒鹿54 柴山 雄一アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 412＋ 2 〃 アタマ 24．4
69 フ レ ジ エ 牝3栗 54

53 ☆団野 大成 �シルクレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 422＋ 4 〃 ハナ 91．8�
45 ライトニングレイ 牝3青鹿54 丹内 祐次 �ローレルレーシング 牧 光二 新冠 川島牧場 458＋121：29．7� 97．2�
813 ペプチドヒミコ 牝3栗 54 C．ルメール 沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 464± 01：29．8� 3．9�
33 ヤマニンボンモマン 牝3鹿 54 古川 吉洋土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 446± 0 〃 クビ 26．9�
46 ゴールドオーク 牝3青鹿54 大野 拓弥シンボリ牧場 石毛 善彦 新ひだか 矢野牧場 512＋ 21：29．9� 16．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，497，200円 複勝： 68，006，100円 枠連： 12，651，300円
馬連： 62，409，800円 馬単： 26，189，600円 ワイド： 56，808，800円
3連複： 93，217，600円 3連単： 104，700，400円 計： 464，480，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 760円 � 200円 枠 連（6－7） 3，510円

馬 連 �� 8，940円 馬 単 �� 12，920円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 500円 �� 2，440円

3 連 複 ��� 11，060円 3 連 単 ��� 73，910円

票 数

単勝票数 計 404972 的中 � 75526（2番人気）
複勝票数 計 680061 的中 � 114234（2番人気）� 17622（10番人気）� 98309（4番人気）
枠連票数 計 126513 的中 （6－7） 2786（11番人気）
馬連票数 計 624098 的中 �� 5408（31番人気）
馬単票数 計 261896 的中 �� 1520（46番人気）
ワイド票数 計 568088 的中 �� 5547（35番人気）�� 32079（3番人気）�� 5719（33番人気）
3連複票数 計 932176 的中 ��� 6319（40番人気）
3連単票数 計1047004 的中 ��� 1027（247番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―11．5―11．7―11．9―11．9―11．7―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―17．8―29．3―41．0―52．9―1：04．8―1：16．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．1

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ラブアンバサダー �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Awesome of Course デビュー 2019．12．8 阪神6着

2017．1．22生 牝3鹿 母 オーサムフェザー 母母 Precious Feather 4戦1勝 賞金 5，610，000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 ノーブルルビー号



21053 8月8日 曇 良 （2札幌1） 第5日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時15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
1：09．1
1：07．8

良
良

66 テーオーメアリー 牝2鹿 54 C．ルメール 小笹 公也氏 梅田 智之 日高 ヤナガワ牧場 472 ―1：09．9 2．7�
77 マウンテンムスメ 牝2栗 54 田辺 裕信西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 444 ―1：10．22 11．1�
55 ゴットゴーゴー 牝2黒鹿54 古川 吉洋後藤 進氏 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462 ―1：10．41� 4．4�
33 シーオブクラウズ 牡2芦 54 武 豊岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 千代田牧場 460 ―1：10．61 4．2�
11 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 506 ―1：10．7� 7．8�
88 テイエムミラクル 牝2鹿 54 横山 典弘竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 492 ― 〃 クビ 23．0�
22 フクノルッカ 牝2鹿 54 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社

ケイズ 444 ―1：10．91� 47．0	
89 サトミノヒカリ 牝2黒鹿54 横山 武史田代 洋己氏 鈴木 伸尋 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 442 ―1：11．75 39．7

44 エ ク シ ダ ス 牡2鹿 54

52 △亀田 温心 �ニッシンホール
ディングス 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 470 ―1：12．33� 16．8�

（9頭）

売 得 金
単勝： 43，411，000円 複勝： 40，978，100円 枠連： 7，795，600円
馬連： 44，758，800円 馬単： 26，473，200円 ワイド： 36，956，900円
3連複： 60，287，100円 3連単： 106，583，400円 計： 367，244，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 220円 � 130円 枠 連（6－7） 2，180円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 2，400円

ワ イ ド �� 580円 �� 250円 �� 710円

3 連 複 ��� 1，750円 3 連 単 ��� 9，580円

票 数

単勝票数 計 434110 的中 � 132347（1番人気）
複勝票数 計 409781 的中 � 93608（1番人気）� 35906（5番人気）� 86545（2番人気）
枠連票数 計 77956 的中 （6－7） 2763（8番人気）
馬連票数 計 447588 的中 �� 20308（7番人気）
馬単票数 計 264732 的中 �� 8256（9番人気）
ワイド票数 計 369569 的中 �� 15192（8番人気）�� 43500（1番人気）�� 12095（9番人気）
3連複票数 計 602871 的中 ��� 25756（6番人気）
3連単票数 計1065834 的中 ��� 8060（30番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．3―11．4―11．5―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．7―46．1―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テーオーメアリー 
�
父 モ ー リ ス 

�
母父 Afternoon Deelites 初出走

2018．5．22生 牝2鹿 母 リーグルメアリー 母母 Really Rising 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21054 8月8日 曇 良 （2札幌1） 第5日 第6競走 ��2，000�3歳未勝利
発走12時45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

59 ネオストーリー 牡3青鹿56 浜中 俊藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 454＋ 42：01．9 3．7�
510 シュルシャガナ 牡3芦 56 池添 謙一ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ 434＋ 2 〃 クビ 2．8�

11 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 470± 02：02．0クビ 67．7�
（法942）

48 フルールエトワール 牝3芦 54
53 ☆団野 大成髙松 悟氏 上原 博之 日高 いとう牧場 490＋102：02．32 20．6�

35 レイコックアビー 牡3青鹿56 坂井 瑠星 �シルクレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 500＋ 42：02．4クビ 15．4	

713 セ ー リ ン グ 牡3鹿 56 黛 弘人栗坂 崇氏 和田 雄二 新冠 ベルモント
ファーム 442± 0 〃 クビ 94．4


611 ハラハラドキドキ 牡3鹿 56
53 ▲秋山 稔樹廣崎利洋HD� 久保田貴士 平取 株式会社

ASK STUD B466＋102：02．61� 213．6�
12 ガ ニ ア ン 牡3栗 56 大野 拓弥�ラ・メール 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 460± 02：02．7� 207．7�
36 キタノコドウ 牡3芦 56

53 ▲山田 敬士北所 直人氏 高木 登 浦河 富菜牧場 B466－ 62：02．8クビ 130．4
23 コスモタイシ 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 472＋ 22：03．01� 17．0�
714 スマイルガール 牝3鹿 54

52 △亀田 温心首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 436＋122：03．1� 12．2�
24 アニマフレスカ 牝3青鹿54 横山 武史吉田 晴哉氏 萩原 清 安平 追分ファーム 456± 02：03．41� 20．7�
612 プモリテソーロ 牡3黒鹿56 C．ルメール 了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 下河辺牧場 472－10 〃 ハナ 5．3�
815 ナムライロハ 牝3鹿 54 吉田 隼人奈村 睦弘氏 杉山 晴紀 平取 坂東牧場 406－ 42：03．61� 24．7�
47 シロイスズメ 牡3芦 56 加藤 祥太藤本 直弘氏 尾形 和幸 むかわ エイトカラーファー

ムズ株式会社 496＋102：05．09 211．6�
816 エボカシオン 牡3黒鹿56 横山 典弘森田 藤治氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 514－ 22：07．0大差 16．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，221，300円 複勝： 65，774，400円 枠連： 14，027，100円
馬連： 59，105，800円 馬単： 26，782，500円 ワイド： 55，103，400円
3連複： 93，206，000円 3連単： 101，830，700円 計： 453，051，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 130円 � 120円 � 890円 枠 連（5－5） 520円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，010円

ワ イ ド �� 240円 �� 3，710円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 10，770円 3 連 単 ��� 42，550円

票 数

単勝票数 計 372213 的中 � 78825（2番人気）
複勝票数 計 657744 的中 � 142979（2番人気）� 183640（1番人気）� 10445（11番人気）
枠連票数 計 140271 的中 （5－5） 20556（2番人気）
馬連票数 計 591058 的中 �� 89539（1番人気）
馬単票数 計 267825 的中 �� 19795（2番人気）
ワイド票数 計 551034 的中 �� 73045（1番人気）�� 3344（40番人気）�� 3640（37番人気）
3連複票数 計 932060 的中 ��� 6487（34番人気）
3連単票数 計1018307 的中 ��� 1735（126番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．8―48．0―1：00．6―1：12．9―1：24．8―1：36．7―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．1
1
3
・（3，4）（2，16）（7，15）（1，12）10（5，6）13，8，14，9－11・（3，4，12，6）（2，14）（15，10）（1，8，9）（16，5）13，7，11

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネオストーリー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．6．23 東京12着

2017．3．5生 牡3青鹿 母 シープシャンクス 母母 ラスリングカプス 12戦1勝 賞金 10，680，000円
〔制裁〕 キタノコドウ号の騎手山田敬士は，3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：12番・15番）

キタノコドウ号の騎手山田敬士は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：14番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エボカシオン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月8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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ショウナンランチャ号・レッドキュリアス号



21055 8月8日 晴 良 （2札幌1） 第5日 第7競走 ��
��1，000�3歳以上1勝クラス

発走13時15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

11 サザンレインボー 牡3栗 54 池添 謙一 �キャロットファーム 高柳 瑞樹 日高 スウィング
フィールド牧場 552＋14 59．0 2．5�

33 � プリンセスヨウク 牝6鹿 55
52 ▲秋山 稔樹ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B454－ 2 59．32 5．3�

812 フィリーズラン 牝4鹿 55 藤岡 康太岡村 善行氏 牧 光二 新冠 新冠伊藤牧場 446＋14 59．51	 21．4�
68 タマモゼーゼマン 牡3鹿 54 松田 大作タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 B462－ 4 〃 クビ 4．8�
22 サ ノ マ ナ 牝3栗 52 武 豊佐野 信幸氏 栗田 徹 日高 豊洋牧場 460＋ 6 59．6クビ 9．2	
55 � 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 B502＋14 〃 クビ 18．0


67 タイニーベイビー 牡3鹿 54
53 ☆団野 大成山口 裕介氏 松山 将樹 日高 藤本ファーム 440－ 6 59．81 8．9�

56 ア ン ビ ル 
4黒鹿57 大野 拓弥�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 482± 01：00．01 29．3�
44 マイヨブラン 牡4白 57 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 588＋301：00．21	 14．9
79 デルマトルマリン 牝3鹿 52

50 △亀田 温心浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 千歳 社台ファーム 470± 01：00．3� 75．4�
710 シゲルガラテア 牡3栗 54 古川 吉洋森中 蕃氏 水野 貴広 新冠 ムラカミファーム B496－ 4 〃 クビ 58．7�
811 リトルウィッチ 牝4鹿 55 竹之下智昭前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 436＋121：00．61� 175．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 46，334，700円 複勝： 61，246，000円 枠連： 11，785，100円
馬連： 64，198，700円 馬単： 30，091，500円 ワイド： 55，874，300円
3連複： 87，965，000円 3連単： 116，430，500円 計： 473，925，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 170円 � 440円 枠 連（1－3） 890円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 380円 �� 1，090円 �� 1，620円

3 連 複 ��� 6，180円 3 連 単 ��� 18，650円

票 数

単勝票数 計 463347 的中 � 147478（1番人気）
複勝票数 計 612460 的中 � 134522（1番人気）� 100736（3番人気）� 25833（8番人気）
枠連票数 計 117851 的中 （1－3） 10157（3番人気）
馬連票数 計 641987 的中 �� 58644（2番人気）
馬単票数 計 300915 的中 �� 18503（2番人気）
ワイド票数 計 558743 的中 �� 41884（2番人気）�� 12593（15番人気）�� 8262（19番人気）
3連複票数 計 879650 的中 ��� 10674（22番人気）
3連単票数 計1164305 的中 ��� 4526（60番人気）

ハロンタイム 12．4―10．6―11．6―11．7―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．0―34．6―46．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F36．0
3 ・（1，5）（2，8，12）－7，11（6，9）（4，10）3 4 ・（1，5）（2，8，12）－7（6，11）（9，10）3，4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サザンレインボー �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．6．29 福島3着

2017．4．10生 牡3栗 母 レインオアシャイン 母母 オースミシャイン 6戦2勝 賞金 18，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 トモジャバロンド号・ピシュマニエ号

21056 8月8日 晴 良 （2札幌1） 第5日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時50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 7，600，000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
1：40．9
1：40．9

重
重

711 ロンドンデリーエア 牡3栗 54 C．ルメール �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 462＋101：44．9 2．8�
712 カネコメノボル �3栗 54

52 △亀田 温心髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 434＋ 41：45．53� 21．2�
46 エブリワンブラック 牡3鹿 54 武 豊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 482± 01：45．6� 2．2�
610 ディーエスプルーフ 牡3鹿 54 田辺 裕信秋谷 壽之氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B440＋ 61：46．02� 26．4�
813� ヒロノブシドウ 牡5黒鹿57 坂井 瑠星小野 博郷氏 浅野洋一郎 新冠 長浜牧場 494± 01：46．74 91．2�
22 フォレストタウン �6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 湯窪 幸雄 浦河 	川 啓一 504－ 21：46．8� 119．4	
45 タニノシェクハンド 牡4栗 57

54 ▲山田 敬士谷水 雄三氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 488＋ 21：47．11
 113．6

11 エイカイキング 牡5栗 57 吉田 隼人二木 英德氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 484＋ 21：47．41� 26．7�
57 ニューツーリズム 牡4青鹿57 横山 和生吉田 晴哉氏 黒岩 陽一 安平 追分ファーム 500－ 6 〃 クビ 19．5�
34 リーガルマナー 牡3鹿 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 490－ 21：47．5
 10．8
58 フラベリフォーム 牡5鹿 57 横山 武史水上 行雄氏 萩原 清 浦河 笠松牧場 466－101：47．6� 9．6�
33 クラウドスケープ 牡4黒鹿57 黛 弘人下河辺俊行氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 488＋161：48．34 80．3�
814 ワンダーヴァレッタ 牡4栗 57

54 ▲秋山 稔樹山口 正行氏 中野 栄治 新冠 村上牧場 452－ 61：48．83 401．7�
69 ヤンチャヒメ 牝4鹿 55 池添 謙一ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B492± 01：49．01� 32．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 56，843，500円 複勝： 81，833，700円 枠連： 14，519，600円
馬連： 85，143，400円 馬単： 42，431，500円 ワイド： 78，959，000円
3連複： 129，731，300円 3連単： 175，191，400円 計： 664，653，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 260円 � 110円 枠 連（7－7） 2，470円

馬 連 �� 2，330円 馬 単 �� 3，870円

ワ イ ド �� 690円 �� 210円 �� 490円

3 連 複 ��� 1，670円 3 連 単 ��� 12，050円

票 数

単勝票数 計 568435 的中 � 161886（2番人気）
複勝票数 計 818337 的中 � 174591（2番人気）� 46248（5番人気）� 282301（1番人気）
枠連票数 計 145196 的中 （7－7） 4543（8番人気）
馬連票数 計 851434 的中 �� 28202（8番人気）
馬単票数 計 424315 的中 �� 8218（15番人気）
ワイド票数 計 789590 的中 �� 25612（9番人気）�� 118537（1番人気）�� 37280（6番人気）
3連複票数 計1297313 的中 ��� 58109（4番人気）
3連単票数 計1751914 的中 ��� 10532（28番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―12．1―12．5―12．3―12．4―12．4―12．2―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．0―42．5―54．8―1：07．2―1：19．6―1：31．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロンドンデリーエア �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．10．20 京都11着

2017．3．10生 牡3栗 母 オメガグレイス 母母 エリンバード 7戦2勝 賞金 19，300，000円
〔発走状況〕 ニューツーリズム号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

ヤンチャヒメ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。



21057 8月8日 晴 良 （2札幌1） 第5日 第9競走 ��1，800�
ほ く し ん

北 辰 特 別
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

33 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 402＋ 41：47．5 4．5�
89 ファントムグレイ 牡7芦 57 大野 拓弥山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 B446＋ 41：48．13� 4．8�
22 ニシノベースマン 牡5黒鹿57 勝浦 正樹西山 茂行氏 小手川 準 新ひだか 藤原牧場 468＋ 61：48．73� 25．1�
66 ギ ベ ル テ ィ 牡3黒鹿54 武 豊ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520－ 6 〃 クビ 2．7�
77 ディーイストワール 牡4鹿 57 田辺 裕信嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 464＋ 81：48．8� 21．7�
11 コスモレリア 牡5栗 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 奥村 武 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 21：48．9� 16．3	
55 アルテラローザ 牝4黒鹿55 吉田 隼人 
ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 4 〃 ハナ 3．8�
88 ロッソモラーレ 牡3芦 54 黛 弘人 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 456± 01：50．38 42．2�
44 カウイダンス 牝3鹿 52 団野 大成細谷 典幸氏 相沢 郁 日高 下河辺牧場 452＋ 41：50．62 36．2

（9頭）

売 得 金
単勝： 50，263，100円 複勝： 58，991，800円 枠連： 10，623，500円
馬連： 80，849，000円 馬単： 40，308，400円 ワイド： 62，597，100円
3連複： 113，991，700円 3連単： 199，790，300円 計： 617，414，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 170円 � 140円 � 420円 枠 連（3－8） 480円

馬 連 �� 710円 馬 単 �� 1，280円

ワ イ ド �� 290円 �� 1，160円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 4，130円 3 連 単 ��� 15，330円

票 数

単勝票数 計 502631 的中 � 88949（3番人気）
複勝票数 計 589918 的中 � 93306（4番人気）� 130876（2番人気）� 26441（6番人気）
枠連票数 計 106235 的中 （3－8） 17027（1番人気）
馬連票数 計 808490 的中 �� 88132（2番人気）
馬単票数 計 403084 的中 �� 23462（4番人気）
ワイド票数 計 625971 的中 �� 62414（2番人気）�� 12780（16番人気）�� 13369（15番人気）
3連複票数 計1139917 的中 ��� 20666（15番人気）
3連単票数 計1997903 的中 ��� 9446（46番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―35．7―47．5―59．6―1：11．6―1：23．6―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

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 14戦2勝 賞金 29，481，000円
※出走取消馬 ウィスパリンホープ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※カウイダンス号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21058 8月8日 晴 良 （2札幌1） 第5日 第10競走 ��
��1，700�

そ う え ん

桑 園 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），1．8．3以降2．8．2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 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

712 フクノグリュック 牡8鹿 55 横山 和生福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社
ケイズ B524－ 21：45．6 23．9�

57 キタノヴィジョン 牡3鹿 53 黛 弘人北所 直人氏 萱野 浩二 新冠 北星村田牧場 478＋101：46．02� 6．6�
34 タマモサンシーロ 牡4鹿 54 藤岡 康太タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 522＋20 〃 クビ 6．8�
46 � グランデラムジー 牡4黒鹿54 池添 謙一 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 464－ 21：46．1クビ 28．5�
69 ラ ン パ ク 牡5芦 54 大野 拓弥一村 哲也氏 高木 登 新冠 ハクツ牧場 500－ 21：46．31 6．0�
711 フクノワイルド 牡4鹿 55 吉田 隼人佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 500－ 4 〃 クビ 9．8	
22 セイユメアカリ 牡3黒鹿53 古川 吉洋金田 成基氏 浅野洋一郎 むかわ 宇南山牧場 B446＋ 41：46．4クビ 9．6

610 バンクショット 牡4黒鹿55 団野 大成吉田 勝己氏 池添 学 安平 ノーザンファーム B474± 0 〃 クビ 5．1�
33 ブラックカード 牡6黒鹿56 武 豊岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B466＋ 21：46．61 4．6�
813 モ ン オ ー ル 牝4栗 52 亀田 温心吉田 勝己氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 448＋ 21：46．7� 21．9
11 カフジロッソ 牡4鹿 54 川島 信二加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 514－ 81：46．8	 60．8�
814� エタニティーワルツ 牡7黒鹿53 丹内 祐次村島 昭男氏 大和田 成 新ひだか 及川 幸夫 B488－ 41：47．43� 152．7�
58 
 モズエロイコ 牡4鹿 54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 米 Don Alberto

Corporation 474＋ 41：49．010 33．8�
（13頭）

45 マックスアン 牡4栗 54 田辺 裕信 TURFレーシング 大和田 成 新冠 村上 欽哉 474＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 56，933，000円 複勝： 86，585，100円 枠連： 26，037，200円
馬連： 131，731，300円 馬単： 47，608，600円 ワイド： 100，103，900円
3連複： 197，392，600円 3連単： 208，765，900円 計： 855，157，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，390円 複 勝 � 470円 � 270円 � 260円 枠 連（5－7） 2，060円

馬 連 �� 7，800円 馬 単 �� 20，530円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 2，690円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 19，720円 3 連 単 ��� 155，710円

票 数

単勝票数 差引計 569330（返還計 8972） 的中 � 19004（9番人気）
複勝票数 差引計 865851（返還計 17134） 的中 � 43113（8番人気）� 85919（5番人気）� 93535（4番人気）
枠連票数 差引計 260372（返還計 520） 的中 （5－7） 9765（9番人気）
馬連票数 差引計1317313（返還計 49570） 的中 �� 13086（31番人気）
馬単票数 差引計 476086（返還計 18124） 的中 �� 1739（77番人気）
ワイド票数 差引計1001039（返還計 46635） 的中 �� 11355（33番人気）�� 9465（37番人気）�� 22017（17番人気）
3連複票数 差引計1973926（返還計133380） 的中 ��� 7505（77番人気）
3連単票数 差引計2087659（返還計132822） 的中 ��� 972（573番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―12．4―12．6―12．5―12．3―12．3―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．6―43．2―55．7―1：08．0―1：20．3―1：32．7

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

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

勝馬の
紹 介

フクノグリュック �
�
父 ダンスインザダーク �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2014．8．3 新潟7着

2012．3．27生 牡8鹿 母 チヨノビンコ 母母 パルブライト 57戦4勝 賞金 79，621，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 マックスアン号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。発走時刻2分遅延。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 ヴィーダ号・ヴォカツィオーネ号・クリノカポネ号・テキスタイルアート号・ドヒョウギワ号・マイネルアプラウス号



21059 8月8日 晴 良 （2札幌1） 第5日 第11競走 ��
��2，600�札幌日経オープン（Ｌ）

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，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
2：38．7
2：37．1

良
良

610 ポンデザール 牝5黒鹿54 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 492－ 62：37．6レコード 3．6�
711 ボ ス ジ ラ 牡4芦 56 武 豊金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 512＋ 42：38．34 3．2�
11 	 ナ イ マ マ 牡4鹿 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 武藤 善則 日高 道見牧場 472－ 22：38．61
 16．4�
33 � シ ン ボ 牡3鹿 52 古川 吉洋�龍光 斉藤 正弘 新冠 長浜 忠 460＋ 2 〃 クビ 20．5�

（北海道）

813 ヒ ュ ッ ゲ 牡3栗 52 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 474± 02：38．92 6．2	

57 ウラヌスチャーム 牝5黒鹿56 横山 典弘�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 514＋122：39．0
 7．9

22 	 ルミナスウォリアー 牡9鹿 58 川島 信二中西 功氏 新谷 功一 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 ハナ 130．3�
712 ウインイクシード 牡6黒鹿57 田辺 裕信�ウイン 鈴木 伸尋 新冠 コスモヴューファーム 496± 02：39．1� 7．9�
69 ブラックスピネル 7黒鹿58 団野 大成 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B516＋ 62：39．2
 42．3
814 プリンスオブペスカ 牡6鹿 56 藤井勘一郎山田信太郎氏 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 482－ 42：39．62� 27．3�
46 デザートスネーク 6鹿 56 松田 大作石瀬 浩三氏 武井 亮 日高 出口牧場 484± 02：40．45 48．6�
58 ロサグラウカ 牝5黒鹿54 横山 武史 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 464＋142：40．82� 21．4�
34 � ルフィアンキック 牡4鹿 56 石川 倭 KICレーシング 米川 昇 新冠 新冠伊藤牧場 468－ 22：41．01 122．3�

（北海道） （北海道）

45 � ソーディスイズラヴ 牝6鹿 54 荻野 琢真古谷 剛彦氏 田中 正二 新ひだか 高橋 義浩 428－ 62：42．06 296．0�
（北海道）

（14頭）

売 得 金
単勝： 116，134，000円 複勝： 160，066，700円 枠連： 49，780，400円
馬連： 289，237，100円 馬単： 104，868，600円 ワイド： 197，340，700円
3連複： 479，955，700円 3連単： 567，422，400円 計： 1，964，805，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 130円 � 280円 枠 連（6－7） 470円

馬 連 �� 650円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，050円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，150円 3 連 単 ��� 12，250円

票 数

単勝票数 計1161340 的中 � 254168（2番人気）
複勝票数 計1600667 的中 � 301967（2番人気）� 368660（1番人気）� 106178（6番人気）
枠連票数 計 497804 的中 （6－7） 81080（1番人気）
馬連票数 計2892371 的中 �� 339779（1番人気）
馬単票数 計1048686 的中 �� 65893（1番人気）
ワイド票数 計1973407 的中 �� 226868（1番人気）�� 43590（12番人気）�� 55451（10番人気）
3連複票数 計4799557 的中 ��� 114228（8番人気）
3連単票数 計5674224 的中 ��� 33566（26番人気）

ハロンタイム 12．8―11．8―12．1―12．7―12．7―12．1―12．1―12．1―11．4―11．7―12．0―11．6―12．5

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�
12．8―24．6―36．7―49．4―1：02．1―1：14．2―1：26．3―1：38．4―1：49．8―2：01．5―2：13．5―2：25．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポンデザール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Rossini デビュー 2018．1．6 中山6着

2015．3．27生 牝5黒鹿 母 ジョコンダⅡ 母母 La Joconde 11戦5勝 賞金 82，162，000円
※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 ヴァントシルム号・タイセイモナーク号・ミュゼエイリアン号・ヤマカツライデン号
※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。

21060 8月8日 晴 良 （2札幌1） 第5日 第12競走 ��1，500�3歳以上1勝クラス
発走16時10分 （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

11 フィルムフェスト 牝4青鹿 55
54 ☆団野 大成 �キャロットファーム 尾関 知人 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 446－ 21：28．0 14．5�
810 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 476＋ 61：28．74 6．6�
89 エピックガール 牝4鹿 55 菱田 裕二合同会社雅苑興業 宮田 敬介 浦河 三嶋牧場 438± 01：28．8� 10．9�
78 ヴ ィ デ ィ ア 牝3鹿 52 池添 謙一 �サンデーレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：29．01� 1．9�
44 ディザイアソング 牝4鹿 55 大野 拓弥尾上 寿夫氏 金成 貴史 日高 いとう牧場 454＋ 81：29．1クビ 85．8�
66 シャンデフレーズ 牝4鹿 55 横山 武史 �キャロットファーム 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 438＋181：29．31� 6．2	
55 � ドゥシャンパーニュ 牝4青鹿55 藤岡 佑介大塚 亮一氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 442＋ 81：29．4クビ 7．5

77 ダンスロマネスク 牝4鹿 55 横山 和生 �社台レースホース戸田 博文 千歳 社台ファーム 474＋ 2 〃 ハナ 37．6�
22 サンキーウエスト 牝3青鹿52 黛 弘人 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 438－101：29．5	 16．8
33 ロイヤルヴィザージ 牝4鹿 55 坂井 瑠星 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム B456＋ 41：29．71	 28．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 75，055，800円 複勝： 100，845，800円 枠連： 19，618，500円
馬連： 125，544，600円 馬単： 63，858，900円 ワイド： 98，866，800円
3連複： 177，985，100円 3連単： 293，412，100円 計： 955，187，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，450円 複 勝 � 350円 � 210円 � 320円 枠 連（1－8） 2，650円

馬 連 �� 4，440円 馬 単 �� 9，400円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，950円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 12，670円 3 連 単 ��� 83，650円

票 数

単勝票数 計 750558 的中 � 41349（6番人気）
複勝票数 計1008458 的中 � 69850（6番人気）� 139603（3番人気）� 77734（5番人気）
枠連票数 計 196185 的中 （1－8） 5732（10番人気）
馬連票数 計1255446 的中 �� 21880（17番人気）
馬単票数 計 638589 的中 �� 5091（34番人気）
ワイド票数 計 988668 的中 �� 18112（17番人気）�� 12853（24番人気）�� 21443（14番人気）
3連複票数 計1779851 的中 ��� 10532（47番人気）
3連単票数 計2934121 的中 ��� 2543（273番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．1―29．6―41．2―53．0―1：05．0―1：16．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

フィルムフェスト �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 More Than Ready デビュー 2018．9．30 中山1着

2016．1．30生 牝4青鹿 母 ユールフェスト 母母 High Honour 9戦2勝 賞金 20，020，000円



（2札幌1）第5日 8月8日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 141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

202，640，000円
9，920，000円
24，940，000円
1，310，000円
23，500，000円
60，175，500円
3，877，500円
1，353，600円

勝馬投票券売得金
638，204，600円
920，791，100円
177，598，500円
1，080，188，600円
490，550，900円
860，722，800円
1，632，271，300円
2，222，008，400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 8，022，336，200円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回札幌競馬第5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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