
24025 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3日 第1競走 ��
��1，800�2歳未勝利

発走9時50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 ヴ ィ ゴ ー レ 牡2芦 54 池添 謙一�ノースヒルズ 松永 幹夫 新冠 株式会社
ノースヒルズ 452＋ 21：50．5 5．3�

44 タスマンハイウェイ 牡2黒鹿54 横山 武史吉田 勝己氏 新開 幸一 安平 ノーザンファーム 510－ 2 〃 クビ 8．6�
88 エルファシル 牡2青鹿54 坂井 瑠星山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 41：50．6クビ 22．6�
77 アレクサンドロス 牡2黒鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 486－ 41：50．7� 3．2�
55 ロードリスペクト 牡2鹿 54

53 ☆団野 大成 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 490－ 21：50．91� 6．1�
33 ヤマニンジャベリン 牡2黒鹿54 柴山 雄一土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 526－ 81：51．0	 32．7	
66 トーセンガーリー 牝2栗 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 444－ 61：51．53 2．9�
22 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 480＋ 41：52．35 65．9�
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売 得 金
単勝： 27，833，700円 複勝： 32，763，300円 枠連： 発売なし
馬連： 34，025，300円 馬単： 19，819，500円 ワイド： 27，058，500円
3連複： 45，717，900円 3連単： 92，234，300円 計： 279，452，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 230円 � 620円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 650円 �� 1，140円 �� 2，140円

3 連 複 ��� 11，450円 3 連 単 ��� 47，860円

票 数

単勝票数 計 278337 的中 � 43710（3番人気）
複勝票数 計 327633 的中 � 48241（3番人気）� 38649（5番人気）� 11290（6番人気）
馬連票数 計 340253 的中 �� 15857（10番人気）
馬単票数 計 198195 的中 �� 5032（19番人気）
ワイド票数 計 270585 的中 �� 11274（10番人気）�� 6026（12番人気）�� 3121（19番人気）
3連複票数 計 457179 的中 ��� 2994（33番人気）
3連単票数 計 922343 的中 ��� 1397（116番人気）

ハロンタイム 12．6―12．2―12．7―12．7―12．3―12．0―11．9―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．8―37．5―50．2―1：02．5―1：14．5―1：26．4―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴ ィ ゴ ー レ 
�
父 キ ズ ナ 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．6．21 阪神7着

2018．4．10生 牡2芦 母 ヴァイセフラウ 母母 ラ テ ィ ー ル 2戦1勝 賞金 5，100，000円

24026 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3日 第2競走 ��1，700�2歳未勝利
発走10時25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

22 プライムデイ 牡2黒鹿54 C．ルメール �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 488＋ 61：47．0 2．6�
33 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 488＋ 21：50．1大差 3．4�
11 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 438－ 61：50．73� 75．1�
77 サンネイプルズ 牡2栗 54 吉田 隼人 �加藤ステーブル 斎藤 誠 様似 様似共栄牧場 474＋ 41：51．02 6．4	
66 スマーティキャット 牡2鹿 54

51 ▲山田 敬士﨏 文彦氏 小桧山 悟 青森 風ノ丘ファーム 446± 01：51．53 19．5

55 エムオーワンダー 牡2鹿 54

51 ▲秋山 稔樹大浅 貢氏 藤原 辰雄 新ひだか 堀川 洋之 468－ 41：52．99 4．6�
88 ガ ム ラ ン 牡2栗 54 勝浦 正樹ニットー商事� 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 476± 01：54．9大差 17．2�
44 トウカイクラルテ 牡2鹿 54

52 △亀田 温心内村 正則氏 田所 秀孝 新冠 長浜牧場 460± 01：55．0クビ 34．1
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売 得 金
単勝： 30，447，600円 複勝： 23，052，700円 枠連： 発売なし
馬連： 30，553，800円 馬単： 19，269，600円 ワイド： 25，228，700円
3連複： 41，982，700円 3連単： 84，592，400円 計： 255，127，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 140円 � 130円 � 920円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 210円 �� 2，130円 �� 1，680円

3 連 複 ��� 4，680円 3 連 単 ��� 12，300円

票 数

単勝票数 計 304476 的中 � 96132（1番人気）
複勝票数 計 230527 的中 � 50267（2番人気）� 59753（1番人気）� 3694（8番人気）
馬連票数 計 305538 的中 �� 60060（1番人気）
馬単票数 計 192696 的中 �� 21774（1番人気）
ワイド票数 計 252287 的中 �� 37961（1番人気）�� 2612（22番人気）�� 3348（20番人気）
3連複票数 計 419827 的中 ��� 6715（18番人気）
3連単票数 計 845924 的中 ��� 4985（42番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―11．8―12．3―12．8―13．0―12．9―12．1―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．4―42．7―55．5―1：08．5―1：21．4―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プライムデイ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．7．4 函館8着

2018．2．10生 牡2黒鹿 母 ベストオブミー 母母 フラワーアーチ 3戦1勝 賞金 5，100，000円
〔発走状況〕 トーセンパトリック号は，枠入り不良。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムオーワンダー号・ガムラン号・トウカイクラルテ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のた

め，令和2年9月22日まで平地競走に出走できない。

第２回 札幌競馬 第３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



24027 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・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
1：40．9
1：40．9

重
重

813 ウンダモシタン 牝3黒鹿 54
52 △亀田 温心小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 456＋ 61：46．6 16．4�

57 トライハード 牝3黒鹿54 C．ルメール 長谷川光司氏 松田 国英 新冠 川上 悦夫 468＋ 21：46．81� 8．0�
45 グッドラックスター 牝3青鹿54 荻野 琢真�嶋 孝司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 434－ 61：47．01 4．2�
58 フ ラ テ ナ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �京都ホースレーシング 奥村 武 浦河 �川 啓一 474± 01：47．85 17．7�
712 ヤマトホープシップ 牝3鹿 54 大野 拓弥醍醐 徹氏 田村 康仁 新冠 大林ファーム 462＋ 41：47．9� 15．9�
34 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 476＋ 41：48．0	 4．2	
69 メイショウトラヒメ 牝3青 54 柴山 雄一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 488＋101：48．21	 8．9

46 キモンルビー 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 470＋ 81：48．94 32．2�
22 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 B484＋ 21：49．1� 7．7
610 グッドフェイム 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 476＋ 41：49．2� 61．8�
33 エンフォーサー 牝3栗 54 水口 優也 �YGGホースクラブ 伊藤 伸一 日高 藤本ファーム 466＋18 〃 アタマ 123．4�
814 リトルマンマミーア 牝3鹿 54 横山 武史小林 善一氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 456－ 41：49．3クビ 7．0�
711 ピ ュ テ ィ 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士武田 茂男氏 深山 雅史 北見 久田 公氣 440＋ 81：49．51 54．2�
11 ロ マ ー シ カ 牝3栗 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 452－ 61：50．35 47．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，800，400円 複勝： 46，266，000円 枠連： 6，220，500円
馬連： 39，165，900円 馬単： 16，805，400円 ワイド： 38，769，100円
3連複： 63，503，400円 3連単： 64，251，800円 計： 302，782，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，640円 複 勝 � 470円 � 350円 � 150円 枠 連（5－8） 1，470円

馬 連 �� 9，590円 馬 単 �� 20，690円

ワ イ ド �� 3，950円 �� 1，290円 �� 1，470円

3 連 複 ��� 14，880円 3 連 単 ��� 149，300円

票 数

単勝票数 計 278004 的中 � 13499（8番人気）
複勝票数 計 462660 的中 � 20892（9番人気）� 30334（6番人気）� 103443（1番人気）
枠連票数 計 62205 的中 （5－8） 3270（7番人気）
馬連票数 計 391659 的中 �� 3165（34番人気）
馬単票数 計 168054 的中 �� 609（78番人気）
ワイド票数 計 387691 的中 �� 2470（44番人気）�� 7860（14番人気）�� 6842（17番人気）
3連複票数 計 635034 的中 ��� 3200（55番人気）
3連単票数 計 642518 的中 ��� 312（531番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―12．1―12．3―12．9―12．8―12．7―12．5―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．3―42．6―55．5―1：08．3―1：21．0―1：33．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．3
1
3

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

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

ウンダモシタン �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2019．8．31 小倉11着

2017．3．26生 牝3黒鹿 母 ヘヴンリービーナス 母母 ダイイチリカー 9戦1勝 賞金 6，620，000円
〔3走成績による出走制限〕 グッドフェイム号・エンフォーサー号・ロマーシカ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月

22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） 1頭 セイプレシャス号
（非抽選馬） 1頭 ユキノレベッカ号

24028 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3日 第4競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11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
1：07．5
1：06．5

良
良

612 サクセスハーモニー 牝3栗 54
52 △亀田 温心髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 452＋ 81：09．4 29．9�

611 メイショウアカイシ 牝3鹿 54 菱田 裕二松本 好�氏 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 436－ 21：09．61� 9．5�
12 テンジュイン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 424－ 4 〃 クビ 13．3�
47 � サトノジヴェルニー 牡3栗 56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend

Van Dalfsen 448＋ 21：09．81 3．6	
510 レッドルピナス 牝3鹿 54 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 434＋ 81：10．01� 5．7

714 オークレイコート 牝3栗 54 吉田 隼人 �ビクトリーホースランチ 谷 潔 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 450－ 2 〃 ハナ 17．9�
815 ジュンジュン 牡3黒鹿56 池添 謙一吉川 潤氏 湯窪 幸雄 新冠 ハシモトフアーム 480＋ 2 〃 同着 15．0�
24 ニーケススマイル 牡3鹿 56 横山 和生�高橋ファーム 蛯名 利弘 浦河 大北牧場 450± 01：10．21	 21．5
35 シ エ ル ヴ ァ 牝3鹿 54 松田 大作�桑田牧場 武井 亮 浦河 桑田牧場 458＋ 61：10．3クビ 17．6�
23 ピュアムーン 牝3鹿 54 石川裕紀人鈴木 芳夫氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド 442＋ 6 〃 ハナ 85．8�
59 キャツクレードル 牝3黒鹿54 勝浦 正樹石瀬 浩三氏 佐藤 吉勝 日高 いとう牧場 440－12 〃 クビ 108．4�
11 ホウオウエンジェル 牝3鹿 54 坂井 瑠星小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 454－ 21：10．4クビ 3．1�
816 マクラーレンベール 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成 �キャロットファーム 勢司 和浩 安平 ノーザンファーム 502＋10 〃 アタマ 114．7�
713 ダイシンユノ 牝3黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 418－ 61：10．61	 112．2�
48 モーニングレイン 牝3栗 54 大野 拓弥今村 明浩氏 高柳 瑞樹 浦河 小島牧場 B454－ 21：11．23	 231．1�
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36 ビクトリーシューズ 牡3芦 56 荻野 琢真呉本 昌時氏 今野 貞一 新ひだか チャンピオンズファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 35，390，500円 複勝： 53，700，200円 枠連： 7，051，500円
馬連： 47，519，900円 馬単： 20，418，400円 ワイド： 45，252，900円
3連複： 72，584，400円 3連単： 80，488，800円 計： 362，406，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，990円 複 勝 � 740円 � 290円 � 370円 枠 連（6－6） 11，600円

馬 連 �� 12，650円 馬 単 �� 30，810円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 3，240円 �� 1，490円

3 連 複 ��� 40，320円 3 連 単 ��� 315，420円

票 数

単勝票数 差引計 353905（返還計 168） 的中 � 9446（10番人気）
複勝票数 差引計 537002（返還計 189） 的中 � 17108（10番人気）� 52374（4番人気）� 38586（5番人気）
枠連票数 差引計 70515（返還計 4 ） 的中 （6－6） 471（28番人気）
馬連票数 差引計 475199（返還計 649） 的中 �� 2910（35番人気）
馬単票数 差引計 204184（返還計 272） 的中 �� 497（82番人気）
ワイド票数 差引計 452529（返還計 692） 的中 �� 3356（36番人気）�� 3565（35番人気）�� 7966（16番人気）
3連複票数 差引計 725844（返還計 2660） 的中 ��� 1350（105番人気）
3連単票数 差引計 804888（返還計 2926） 的中 ��� 185（733番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．2―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．2―45．8―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．2
3 12，4（2，10，14）（3，7，15）（1，5，8，13）11，16－9 4 12（2，4，10）14（3，7，15）（5，8，13）（1，11）16，9
市場取引馬

勝馬の
紹 介

サクセスハーモニー �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Grand Lodge デビュー 2019．12．14 中山3着

2017．3．30生 牝3栗 母 スイートハビタット 母母 Lindesberg 8戦1勝 賞金 8，180，000円
〔出走取消〕 ビクトリーシューズ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
〔3走成績による出走制限〕 ピュアムーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月22日まで平地競走に出走できな

い。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 グリエクレール号・コスモテキロ号・スターオブフォース号・ポートメイリオン号



24029 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3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
1：07．5

良
良

66 � ア ス カ ロ ン 牡2鹿 54 C．ルメール 小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family
Stables, LLC 462 ―1：10．9 1．8�

11 ロダンレイジング 牝2鹿 54 池添 謙一三浦 勝仁氏 小崎 憲 浦河 多田 善弘 444 ―1：11．0� 2．9�
44 ラ イ ン マ ン 牡2鹿 54 柴山 雄一鹽田 久義氏 南田美知雄 新冠 大狩部牧場 430 ―1：11．42� 35．3�
22 ゲツメンチャクリク 牝2鹿 54 横山 和生小田切 光氏 黒岩 陽一 浦河 木村牧場 420 ― 〃 クビ 4．6�
55 イチゴミルク 牝2鹿 54

51 ▲山田 敬士田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 元道牧場 436 ―1：13．3大差 23．6�
33 ハチノヘタイショウ 牡2栗 54

51 ▲秋山 稔樹西村新一郎氏 天間 昭一 青森 北村牧場 456 ―1：14．89 38．9�
（6頭）

売 得 金
単勝： 37，898，700円 複勝： 22，099，700円 枠連： 発売なし
馬連： 23，120，300円 馬単： 21，868，600円 ワイド： 13，660，100円
3連複： 29，173，300円 3連単： 115，435，200円 計： 263，255，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 200円 馬 単 �� 310円

ワ イ ド �� 140円 �� 520円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，270円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 378987 的中 � 173354（1番人気）
複勝票数 計 220997 的中 � 90386（1番人気）� 57284（2番人気）
馬連票数 計 231203 的中 �� 85329（1番人気）
馬単票数 計 218686 的中 �� 51865（1番人気）
ワイド票数 計 136601 的中 �� 36740（1番人気）�� 5200（6番人気）�� 4898（8番人気）
3連複票数 計 291733 的中 ��� 17153（3番人気）
3連単票数 計1154352 的中 ��� 27894（8番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．0―11．5―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．6―35．4―47．4―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ア ス カ ロ ン 	


父 Speightstown 	



母父 Awesome Again 初出走

2018．3．20生 牡2鹿 母 Coco as in Chanel 母母 Surf N Sand 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24030 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3日 第6競走 ��
��1，700�3歳未勝利

発走12時45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

814 マイネルエンカント 牡3黒鹿56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 勇介 新冠 ビッグレッドファーム 456＋ 21：47．0 3．7�

45 サンロックランド 牡3鹿 56 横山 和生 �加藤ステーブル 小野 次郎 新ひだか 沼田 照秋 498＋ 21：47．1� 11．4�
813 アポロリリー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 420＋ 81：47．3� 34．8�
610� ストロマンテ 牡3栗 56 柴山 雄一嶋田 賢氏 国枝 栄 愛 Brittas

House Stud 438－ 4 〃 クビ 39．3�
69 � アンバウンディド 牡3鹿 56 吉田 隼人山口功一郎氏 安田 翔伍 米 Bill Justice B462＋ 81：48．04 16．9�
712 アルコンシチー 牡3鹿 56 石川裕紀人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 日高 日高大洋牧場 B456＋ 21：48．32 113．2	
46 ジュンハルト 牡3黒鹿56 黛 弘人河合 純二氏 田中 博康 新冠 マリオステー

ブル B454－ 21：48．61� 13．2

11 モズナガレボシ 牡3芦 56 大野 拓弥 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 492± 0 〃 アタマ 3．3�
58 シャーベットフィズ 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成橋元 勇氣氏 吉村 圭司 浦河 谷川牧場 466± 01：48．92 5．8�
22 ビットクラッシャー 牡3鹿 56 横山 武史安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 468－ 41：49．22 8．0
711 サンデーパームス 牡3鹿 56 水口 優也杉野 公彦氏 清水 久詞 浦河 ガーベラパー

クスタツド 476＋ 21：50．05 34．8�
33 ダノンローチェ 牡3黒鹿56 C．ルメール�ダノックス 松田 国英 浦河 有限会社

吉田ファーム 534＋ 2 〃 ハナ 17．8�
57 ラ パ ウ ィ ラ 牡3芦 56 松田 大作八巻 弘一氏 中野 栄治 白老 習志野牧場 456－ 21：50．1	 260．2�
34 � ダブリナーズ 牡3栗 56 坂井 瑠星ゴドルフィン 岩戸 孝樹 愛 Spring-

house Farm B472＋ 21：51．58 55．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 27，623，400円 複勝： 43，438，900円 枠連： 6，911，300円
馬連： 37，597，800円 馬単： 17，347，200円 ワイド： 36，677，900円
3連複： 61，382，200円 3連単： 64，472，500円 計： 295，451，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 240円 � 850円 枠 連（4－8） 790円

馬 連 �� 1，850円 馬 単 �� 2，910円

ワ イ ド �� 640円 �� 1，790円 �� 5，810円

3 連 複 ��� 18，730円 3 連 単 ��� 71，030円

票 数

単勝票数 計 276234 的中 � 59028（2番人気）
複勝票数 計 434389 的中 � 76554（2番人気）� 49375（4番人気）� 10255（10番人気）
枠連票数 計 69113 的中 （4－8） 6767（3番人気）
馬連票数 計 375978 的中 �� 15728（7番人気）
馬単票数 計 173472 的中 �� 4457（9番人気）
ワイド票数 計 366779 的中 �� 15741（6番人気）�� 5188（22番人気）�� 1551（48番人気）
3連複票数 計 613822 的中 ��� 2457（57番人気）
3連単票数 計 644725 的中 ��� 658（231番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―11．9―12．9―12．9―12．7―12．7―12．5―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．9―42．8―55．7―1：08．4―1：21．1―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F38．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

マイネルエンカント �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2019．11．2 東京7着

2017．2．20生 牡3黒鹿 母 マイネチャーム 母母 マイネサマンサ 11戦1勝 賞金 12，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 ラパウィラ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月22日まで平地競走に出走できない。
※アポロリリー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



24031 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3日 第7競走 ��2，000�3歳未勝利
発走13時15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

35 ランドアーティスト �3鹿 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 472＋ 62：01．8 1．9�
23 アイスジェイド 牡3鹿 56 大野 拓弥 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 474－ 22：02．01� 13．9�
36 ゴールデンスターズ �3栗 56 池添 謙一 �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 82：02．32 13．1�
11 アイオープナー 牝3青 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 426＋ 82：02．61� 4．1�
510 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 B496＋ 2 〃 クビ 28．3	
612 エクスプレッサー 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 488－ 62：02．81 10．6

59 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± 02：02．9� 20．6�
611 アンジュミノル 牝3鹿 54

51 ▲山田 敬士吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 472＋ 62：03．21� 58．5�
12 ルヴィーヴル 牡3栗 56 横山 武史 �社台レースホース菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 22：03．94 57．9
816 アンストッパブル 牡3鹿 56

54 △亀田 温心 �吉澤ホールディングス 角田 晃一 浦河 辻 牧場 464＋ 22：04．53� 10．7�
815 ミッキーローズ 牝3黒鹿54 水口 優也野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 410＋ 42：04．81� 130．8�
713 エフティハヤテ 牡3青 56 柴山 雄一吉野 英子氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 B492＋ 22：05．01� 179．1�
714 テーオーコロンブス 牡3芦 56

53 ▲秋山 稔樹小笹 公也氏 岡田 稲男 日高 ヤナガワ牧場 474－ 22：05．1� 217．1�
24 ミキノルミナス 牡3黒鹿56 黛 弘人谷口 久和氏 南田美知雄 新ひだか 真歌田中牧場 494＋ 42：05．73� 213．7�
48 レッドキュリアス 牝3鹿 54 石川裕紀人 �東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム B420－ 22：10．6大差 80．6�
47 サーストンシカゴ 牡3栗 56 菱田 裕二齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 岡田牧場 508＋ 8 （競走中止） 66．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，943，200円 複勝： 47，532，100円 枠連： 8，862，300円
馬連： 41，651，500円 馬単： 20，953，400円 ワイド： 39，765，600円
3連複： 64，519，500円 3連単： 79，537，300円 計： 338，764，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 130円 � 390円 � 260円 枠 連（2－3） 1，480円

馬 連 �� 1，510円 馬 単 �� 2，900円

ワ イ ド �� 760円 �� 460円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 5，760円 3 連 単 ��� 20，260円

票 数

単勝票数 計 359432 的中 � 145648（1番人気）
複勝票数 計 475321 的中 � 141538（1番人気）� 23173（7番人気）� 39378（4番人気）
枠連票数 計 88623 的中 （2－3） 4631（6番人気）
馬連票数 計 416515 的中 �� 21355（5番人気）
馬単票数 計 209534 的中 �� 5403（7番人気）
ワイド票数 計 397656 的中 �� 13508（8番人気）�� 23717（2番人気）�� 3127（28番人気）
3連複票数 計 645195 的中 ��� 8394（17番人気）
3連単票数 計 795373 的中 ��� 2846（56番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．7―36．0―48．7―1：01．0―1：13．1―1：25．3―1：37．6―1：49．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．7―3F36．5
1
3

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

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

ランドアーティスト �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2019．12．21 中山6着

2017．3．16生 �3鹿 母 ヴァインドレッサー 母母 ヴァイオレットラブ 5戦1勝 賞金 9，100，000円
〔競走中止〕 サーストンシカゴ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため2コーナーで競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドキュリアス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月22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〕 テーオーコロンブス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月22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） 1頭 アントルラッセ号
（非抽選馬） 1頭 ヴァイスリヒト号

24032 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3日 第8競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45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
57．5
56．9

良
重

811 キラットダイヤ 牝3栗 52 吉田 隼人�ビリオンスター上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B466＋ 8 59．0 1．7�
79 � 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 B456＋ 2 59．31� 4．1�
33 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 438＋ 4 59．62 49．6�
812 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 444＋ 4 〃 アタマ 15．0�
56 � 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 B500－ 2 59．7クビ 10．6�

44 ケイゴールド 牝4青鹿 55
53 △亀田 温心布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 472＋ 4 59．8	 22．9	

68 エイカイキャロル 牝4鹿 55 菱田 裕二二木 英德氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム B468± 0 59．9	 51．2


55 アテンフェアリー 牝4黒鹿55 黛 弘人齊藤 直信氏 萱野 浩二 新ひだか 本桐牧場 468－ 6 〃 ハナ 49．6�
11 サウンドヒーロー 牡3黒鹿54 池添 謙一増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 小泉牧場 448＋ 6 〃 ハナ 8．8�
710 フジマサディープ 牡4鹿 57 丹内 祐次藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 494＋ 81：00．11
 49．1
22 ホウロクダマ 牡6鹿 57 坂井 瑠星 �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 570＋ 41：00．2	 66．6�
67 � ガビーズメモリー 牝4黒鹿55 柴山 雄一長島 和彦氏 藤原 辰雄 日高 沖田牧場 514＋101：01．79 33．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 39，021，200円 複勝： 48，095，400円 枠連： 7，613，300円
馬連： 42，673，000円 馬単： 23，495，700円 ワイド： 39，963，800円
3連複： 65，736，000円 3連単： 92，938，900円 計： 359，537，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 130円 � 420円 枠 連（7－8） 260円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 470円

ワ イ ド �� 170円 �� 650円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 6，770円

票 数

単勝票数 計 390212 的中 � 177971（1番人気）
複勝票数 計 480954 的中 � 228708（1番人気）� 74536（2番人気）� 12699（8番人気）
枠連票数 計 76133 的中 （7－8） 22685（1番人気）
馬連票数 計 426730 的中 �� 103710（1番人気）
馬単票数 計 234957 的中 �� 36930（1番人気）
ワイド票数 計 399638 的中 �� 77740（1番人気）�� 13319（7番人気）�� 10631（10番人気）
3連複票数 計 657360 的中 ��� 20894（6番人気）
3連単票数 計 929389 的中 ��� 9951（13番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．5―11．7―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．0―34．5―46．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キラットダイヤ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2019．7．6 函館2着

2017．3．3生 牝3栗 母 テ ツ ナ ゴ オ 母母 フライトオブエンジェルス 8戦2勝 賞金 23，500，000円
［他本会外：1戦0勝］

※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 ニシノダンテ号・ヘルメット号



24033 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3日 第9競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走14時15分 （ダート・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
1：40．9
1：40．9

重
重

89 ペルルドール 牝3栗 52 坂井 瑠星寺田 寿男氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 470＋ 41：46．8 8．9�
77 タマモパッション 牝3鹿 52 池添 謙一タマモ� 大橋 勇樹 新冠 守矢牧場 482＋ 81：47．22� 1．9�
33 マジックリアリズム 牝4鹿 55 横山 武史 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B464＋ 21：47．3� 22．8�
55 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 450＋121：47．51� 24．6�
66 レディーキティ 牝5鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 400－ 61：47．71 41．0	
22 エ ウ ロ パ 牝3栗 52

49 ▲秋山 稔樹 �コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 470＋14 〃 クビ 62．1

44 セ ル フ ィ ー 牝3栗 52

51 ☆団野 大成�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 462＋ 81：47．8� 3．3�

11 プ リ ン サ ン 牝3鹿 52 大野 拓弥是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 426＋ 41：47．9クビ 7．4�
88 アドマイヤミランダ 牝3芦 52

50 △亀田 温心近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム 468－ 41：48．64 13．2
（9頭）

売 得 金
単勝： 47，934，000円 複勝： 47，166，400円 枠連： 6，386，800円
馬連： 51，971，700円 馬単： 28，026，000円 ワイド： 38，885，200円
3連複： 65，933，500円 3連単： 132，967，000円 計： 419，270，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 890円 複 勝 � 240円 � 120円 � 480円 枠 連（7－8） 480円

馬 連 �� 890円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 420円 �� 2，390円 �� 830円

3 連 複 ��� 4，510円 3 連 単 ��� 29，540円

票 数

単勝票数 計 479340 的中 � 42925（4番人気）
複勝票数 計 471664 的中 � 42062（4番人気）� 157343（1番人気）� 16697（7番人気）
枠連票数 計 63868 的中 （7－8） 10269（2番人気）
馬連票数 計 519717 的中 �� 45107（3番人気）
馬単票数 計 280260 的中 �� 8880（8番人気）
ワイド票数 計 388852 的中 �� 25579（4番人気）�� 3869（23番人気）�� 11858（11番人気）
3連複票数 計 659335 的中 ��� 10946（14番人気）
3連単票数 計1329670 的中 ��� 3263（94番人気）

ハロンタイム 6．9―11．5―12．0―12．8―12．3―12．3―12．4―12．8―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．4―43．2―55．5―1：07．8―1：20．2―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．3―3F39．0
1
3
2（3，9）（4，8）（5，7）1－6
2（3，9）7（4，8）（5，1）－6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペルルドール �
�
父 Will Take Charge �

�
母父 Galileo デビュー 2019．9．22 阪神6着

2017．4．3生 牝3栗 母 パ ー プ ル 母母 Necklace 10戦2勝 賞金 20，750，000円

24034 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3日 第10競走 ��
��2，000�

ふ ら の

富 良 野 特 別
発走14時50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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

66 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 478＋ 22：00．9 10．2�
44 モーソンピーク 牡3青鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B500＋ 8 〃 クビ 4．0�
33 マイネルエキサイト 牡4青鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 492＋ 22：01．11 4．3�
810� ブラックデビル 	5鹿 57 坂井 瑠星岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 474＋122：01．42 99．6�
77 
� ファインスティール 牝4鹿 55 団野 大成岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米

Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

512－ 82：01．5クビ 12．3	
22 メガディスカバリー 	4鹿 57 勝浦 正樹有馬 博文氏 水野 貴広 新冠 新冠橋本牧場 460－10 〃 クビ 51．9

11 フォアシュピール 牡3黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B480＋242：01．92� 2．7�
89 ブルベアカロリー 牡3鹿 54 松田 大作 �ブルアンドベア 五十嵐忠男 新冠 若林牧場 B482± 0 〃 クビ 7．4�
78 コスモブルーノーズ 牡3芦 54 石川裕紀人 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ムラカミファーム 422± 02：02．32� 37．1
55 レッドアクトレス 牝4栗 55 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 432＋102：03．04 27．6�

（10頭）

売 得 金
単勝： 50，995，500円 複勝： 63，247，900円 枠連： 8，555，800円
馬連： 74，615，800円 馬単： 34，664，500円 ワイド： 57，070，700円
3連複： 102，926，600円 3連単： 144，791，800円 計： 536，868，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，020円 複 勝 � 240円 � 150円 � 150円 枠 連（4－6） 2，070円

馬 連 �� 1，700円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 600円 �� 660円 �� 350円

3 連 複 ��� 2，220円 3 連 単 ��� 16，940円

票 数

単勝票数 計 509955 的中 � 39775（5番人気）
複勝票数 計 632479 的中 � 54296（5番人気）� 119549（2番人気）� 117522（3番人気）
枠連票数 計 85558 的中 （4－6） 3194（11番人気）
馬連票数 計 746158 的中 �� 33859（9番人気）
馬単票数 計 346645 的中 �� 6796（18番人気）
ワイド票数 計 570707 的中 �� 23627（8番人気）�� 21285（9番人気）�� 45505（2番人気）
3連複票数 計1029266 的中 ��� 34677（6番人気）
3連単票数 計1447918 的中 ��� 6195（59番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―12．1―12．2―11．9―12．2―12．0―12．4―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．7―47．9―59．8―1：12．0―1：24．0―1：36．4―1：48．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルテラローザ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．12．22 阪神3着

2016．2．28生 牝4黒鹿 母 レディアルバローザ 母母 ワンフォーローズ 7戦2勝 賞金 19，708，000円



24035 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3日 第11競走 ��
��2，600�札幌日刊スポーツ杯

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．8．17以降2．8．16まで1回以上出走馬；負担重
量は，ハンデキャップ

北海道日刊スポーツ新聞社賞（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 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．6
2：37．1

良
良

55 ゴ ー ス ト �4芦 55 C．ルメール 西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 502＋122：40．0 3．8�
44 トロピカルストーム �7黒鹿55 吉田 隼人吉田 和美氏 西村 真幸 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 82：40．1� 8．3�
89 ビーマイオーシャン 牡3青鹿53 団野 大成 �シルクレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B488＋ 62：40．73� 1．5�
88 ス マ イ ル 牡4鹿 55 藤岡 佑介石川 達絵氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B522－ 22：41．01	 7．2�
77 ホウオウエーデル 牡4鹿 54 亀田 温心小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 480－ 82：41．1� 49．7�
11 ノーチカルチャート 牡4青鹿55 坂井 瑠星 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 492＋14 〃 クビ 16．0	
22 サイモンサーマル �5鹿 50 山田 敬士澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 496＋ 22：42．8大差 172．8

33 カフジロッソ 牡4鹿 53 川島 信二加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 516＋ 22：45．0大差 64．7�
66 ドヒョウギワ 牝5栗 50 秋山 稔樹芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 498＋ 4 （競走中止） 146．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 77，396，000円 複勝： 114，987，200円 枠連： 17，313，500円
馬連： 121，914，300円 馬単： 71，637，700円 ワイド： 74，654，700円
3連複： 164，283，400円 3連単： 418，484，400円 計： 1，060，671，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 130円 � 110円 枠 連（4－5） 1，190円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 260円 �� 150円 �� 170円

3 連 複 ��� 390円 3 連 単 ��� 3，870円

票 数

単勝票数 計 773960 的中 � 159724（2番人気）
複勝票数 計1149872 的中 � 125464（2番人気）� 97119（3番人気）� 737460（1番人気）
枠連票数 計 173135 的中 （4－5） 11222（5番人気）
馬連票数 計1219143 的中 �� 84610（4番人気）
馬単票数 計 716377 的中 �� 25001（8番人気）
ワイド票数 計 746547 的中 �� 58208（4番人気）�� 145703（1番人気）�� 110341（2番人気）
3連複票数 計1642834 的中 ��� 311084（1番人気）
3連単票数 計4184844 的中 ��� 78217（10番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―24．9―36．6―48．4―1：00．6―1：13．2―1：26．0―1：38．8―1：51．4―2：03．3―2：15．2―2：27．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ゴ ー ス ト 
�
父 ハーツクライ 

�
母父 Cozzene デビュー 2019．1．14 京都15着

2016．4．23生 �4芦 母 ガ ヴ ィ オ ラ 母母 Forest Key 12戦3勝 賞金 40，058，000円
〔競走中止〕 ドヒョウギワ号は，競走中に前進気勢を欠いたため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 ドヒョウギワ号は，競走中に前進気勢を欠き，最後の直線コースで競走を中止したことについて平地調教再審査。

24036 8月22日 晴 良 （2札幌2） 第3日 第12競走 ��
��1，200�

ち と せ

千 歳 特 別
発走16時05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
1：07．5
1：06．5

良
良

44 チェアリングソング 牡3栗 54 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 青木 孝文 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 81：09．1 11．7�

22 ディヴィナシオン 牡3黒鹿54 松田 大作一村 哲也氏 森 秀行 日高 高山牧場 438＋ 81：09．2� 12．0�
55 イリスファルコン 牝6鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 426－ 2 〃 クビ 5．1�
710 コスモテキロ 牡3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 圭三 新冠 ビッグレッドファーム B480＋ 61：09．3	 18．7�
11 タイセイレフィーノ 牝3鹿 52 菱田 裕二田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 474＋ 61：09．4� 2．3	
56 スリーマグナム 牡5鹿 57 柴山 雄一永井商事� 田中 剛 新ひだか 城地牧場 494± 0 〃 アタマ 64．7

67 リインフォース 牡3黒鹿54 横山 武史ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 452－ 61：09．61 9．2�
79 グランフェスタ 牡3黒鹿54 C．ルメール 市川義美ホール

ディングス� 上村 洋行 浦河 伏木田牧場 B438＋ 2 〃 ハナ 5．6�
811
 ト ッ プ ギ ア 牡5鹿 57 山田 敬士 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 450－ 2 〃 クビ 32．6
33 フ ァ タ リ テ 牡4鹿 57 古川 吉洋奥 裕嗣氏 大根田裕之 浦河 日の出牧場 450± 01：09．7	 54．9�
68 セレンディピア 牡3鹿 54 団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 B464＋ 21：09．91� 26．8�
812 パームジュメイラ 牝3鹿 52 勝浦 正樹�サンライズ 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 436＋ 41：10．75 69．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 57，450，400円 複勝： 75，335，000円 枠連： 14，588，200円
馬連： 89，795，800円 馬単： 41，415，600円 ワイド： 70，326，600円
3連複： 138，795，500円 3連単： 181，401，100円 計： 669，108，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，170円 複 勝 � 250円 � 250円 � 160円 枠 連（2－4） 3，060円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 8，290円

ワ イ ド �� 1，030円 �� 770円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，820円 3 連 単 ��� 45，050円

票 数

単勝票数 計 574504 的中 � 39098（5番人気）
複勝票数 計 753350 的中 � 72776（4番人気）� 71139（5番人気）� 140554（2番人気）
枠連票数 計 145882 的中 （2－4） 3690（16番人気）
馬連票数 計 897958 的中 �� 19539（15番人気）
馬単票数 計 414156 的中 �� 3746（29番人気）
ワイド票数 計 703266 的中 �� 17152（13番人気）�� 23541（9番人気）�� 23894（8番人気）
3連複票数 計1387955 的中 ��� 17871（20番人気）
3連単票数 計1814011 的中 ��� 2919（166番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．3―11．6―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．3―45．9―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

チェアリングソング �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 エアジハード デビュー 2019．8．24 新潟4着

2017．4．23生 牡3栗 母 チェアユーアップ 母母 キョウエイマリー 8戦2勝 賞金 21，487，000円
〔その他〕 パームジュメイラ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 パームジュメイラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和2年9月22日まで出走できない。
※コスモテキロ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（2札幌2）第3日 8月22日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 133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

169，120，000円
11，040，000円
18，610，000円
1，130，000円
16，210，000円
56，286，500円
3，657，500円
1，276，800円

勝馬投票券売得金
495，734，600円
617，684，800円
83，503，200円
634，605，100円
335，721，600円
507，313，800円
916，538，400円
1，551，595，500円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，142，697，000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3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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