
24049 8月29日 曇 良 （2札幌2） 第5日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走9時55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 モリノカンナチャン 牝2鹿 54 横山 和生森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 432＋ 61：51．6 4．1�
55 カランドゥーラ 牡2鹿 54 C．ルメール 窪田 芳郎氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 468－ 21：51．81� 1．1�
22 ダイシンピスケス 牡2鹿 54

52 △亀田 温心大八木信行氏 森 秀行 日高 中原牧場 482＋ 21：52．75 20．1�
33 ピエナゴールド 牡2鹿 54 古川 吉洋本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 岡本牧場 474＋ 2 〃 クビ 61．9�
66 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± 01：53．01� 19．4�
44 フェイトリッパー 牡2鹿 54 坂井 瑠星鈴木 康弘氏 新谷 功一 新ひだか 武 牧場 464－ 61：56．2大差 40．1�

（6頭）

売 得 金
単勝： 30，621，500円 複勝： 89，428，300円 枠連： 発売なし
馬連： 25，349，600円 馬単： 26，452，400円 ワイド： 53，621，600円
3連複： 34，809，800円 3連単： 154，324，200円 計： 414，607，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 100円 � 100円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 120円 馬 単 �� 560円

ワ イ ド �� 110円 �� 210円 �� 170円

3 連 複 ��� 250円 3 連 単 ��� 1，450円

票 数

単勝票数 計 306215 的中 � 62464（2番人気）
複勝票数 計 894283 的中 � 78943（2番人気）� 758432（1番人気）
馬連票数 計 253496 的中 �� 157852（1番人気）
馬単票数 計 264524 的中 �� 35097（2番人気）
ワイド票数 計 536216 的中 �� 425223（1番人気）�� 14738（5番人気）�� 20509（3番人気）
3連複票数 計 348098 的中 ��� 101273（2番人気）
3連単票数 計1543242 的中 ��� 76667（7番人気）

ハロンタイム 12．8―12．0―12．7―12．7―12．6―12．6―12．2―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．8―37．5―50．2―1：02．8―1：15．4―1：27．6―1：39．6

コーナー
通過順位

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

2
4
4，2（1，6）（3，5）
5，2，6（4，1，3）

勝馬の
紹 介

モリノカンナチャン 	


父 ハービンジャー 	



母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．26 札幌2着

2018．4．17生 牝2鹿 母 ヒカルドウキセイ 母母 カ タ リ ス ト 3戦1勝 賞金 9，900，000円
〔その他〕 フェイトリッパー号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

24050 8月29日 曇 良 （2札幌2） 第5日 第2競走 ��1，200�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
1：09．1
1：07．5

良
良

56 マウンテンムスメ 牝2栗 54 坂井 瑠星西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 438－ 61：10．3 4．1�
55 ショウナンアシュア 牡2青鹿54 池添 謙一国本 哲秀氏 池添 兼雄 浦河 小島牧場 470＋ 21：11．04 9．9�
710 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 456－ 61：11．1� 3．5�
22 バルネージュ �2芦 54 松田 大作手嶋 康雄氏 牧 光二 新ひだか 佐竹 学 504－ 41：11．2� 92．3�
44 インディナート 牝2黒鹿 54

53 ☆団野 大成梶本 尚嗣氏 浅見 秀一 新ひだか タガミファーム 446－ 61：11．3� 4．5�
812 ドリップワン 牝2栗 54

51 ▲秋山 稔樹�ターフ・スポート堀井 雅広 浦河 荻伏服部牧場 402± 01：11．51 87．1	
33 デンプシーロール 牡2鹿 54 横山 和生今村 明浩氏 黒岩 陽一 浦河 ディアレスト

クラブ 410± 0 〃 クビ 3．9

79 ネオペトリコール 牝2青鹿 54

51 ▲山田 敬士平川 浩之氏 粕谷 昌央 新ひだか 高橋フアーム 398－ 41：11．92� 294．3�
67 ナムラアダーラ 牝2芦 54 丹内 祐次奈村 睦弘氏 石栗 龍彦 様似 林 時春 454± 01：12．0� 127．7�
11 ニシノカオリード 牝2青鹿54 大野 拓弥西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 船越牧場 438± 01：12．21� 25．5
811 イチゴミルク 牝2鹿 54

52 △亀田 温心田頭 勇貴氏 萱野 浩二 新ひだか 元道牧場 434－ 21：12．51� 65．8�
68 ハチノヘタイショウ 牡2栗 54 黛 弘人西村新一郎氏 天間 昭一 青森 北村牧場 454－ 21：14．2大差 282．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，528，300円 複勝： 39，084，600円 枠連： 5，863，100円
馬連： 35，014，400円 馬単： 18，516，900円 ワイド： 29，439，600円
3連複： 53，037，100円 3連単： 70，408，800円 計： 278，892，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 140円 � 190円 � 130円 枠 連（5－5） 1，880円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，920円

ワ イ ド �� 570円 �� 300円 �� 480円

3 連 複 ��� 1，740円 3 連 単 ��� 11，430円

票 数

単勝票数 計 275283 的中 � 55702（3番人気）
複勝票数 計 390846 的中 � 73053（3番人気）� 42678（5番人気）� 92548（1番人気）
枠連票数 計 58631 的中 （5－5） 2405（7番人気）
馬連票数 計 350144 的中 �� 14021（10番人気）
馬単票数 計 185169 的中 �� 4740（15番人気）
ワイド票数 計 294396 的中 �� 12320（9番人気）�� 27362（3番人気）�� 15084（8番人気）
3連複票数 計 530371 的中 ��� 22756（7番人気）
3連単票数 計 704088 的中 ��� 4463（47番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．3―11．9―11．7―12．6

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

マウンテンムスメ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 ストーミングホーム デビュー 2020．8．8 札幌2着

2018．2．13生 牝2栗 母 ヤ マ ガ ー ル 母母 スガノグラスワン 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 デンプシーロール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハチノヘタイショウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月29日まで平地

競走に出走できない。

第２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

追 加 記 事（第 2回札幌競馬第 4日第 3競走）
〔その他〕　　ラッキーボーイ号は，競走中に疾病〔右橈骨遠位端骨折〕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。



24051 8月29日 曇 良 （2札幌2） 第5日 第3競走 1，000�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
57．5
56．9

良
重

811 ヴァルムチェーナ 牝3黒鹿54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 石坂 公一 新冠 村上 欽哉 440＋ 4 59．8 12．8�
44 カーテンコール 牝3栗 54 横山 武史 �ロードホースクラブ 高野 友和 新ひだか ケイアイファーム 476＋ 4 59．9� 4．2�
812 シゲルハクチョウザ 牝3鹿 54 加藤 祥太森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 森永 聡 446＋ 21：00．0� 26．5�
68 ゴッドカーヌスティ 牝3鹿 54

51 ▲秋山 稔樹中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 470＋ 81：00．21� 6．5�
56 シアープレジャー 牝3鹿 54 横山 和生岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 424－ 2 〃 アタマ 25．0�
79 コンゴウレイワ 牝3栗 54

53 ☆団野 大成金岡 久夫氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 458＋ 21：00．41 5．9	
710 エンジェルティアラ 牝3栗 54

52 △亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 466± 01：00．5� 2．2


55 ポートメイリオン 牝3青 54 坂井 瑠星中村 祐子氏 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 436＋ 21：01．67 72．5�
67 コルディアルッカ 牝3鹿 54 水口 優也山上 和良氏 大根田裕之 新ひだか 前谷 武志 436－ 2 〃 クビ 51．3�
11 エメラルディ 牝3黒鹿54 黛 弘人 �YGGホースクラブ 勢司 和浩 新ひだか 米田牧場 B482＋ 41：01．7クビ 174．2
33 サイモンベラーノ 牝3栗 54 柴山 雄一澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 480＋ 41：01．8� 25．4�
22 クイーンズバラッド 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 坂口 智康 浦河 宮内牧場 438－ 41：04．6大差 79．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，067，900円 複勝： 40，957，300円 枠連： 6，745，300円
馬連： 36，291，500円 馬単： 19，541，200円 ワイド： 33，293，800円
3連複： 55，520，000円 3連単： 68，817，800円 計： 292，234，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 330円 � 210円 � 570円 枠 連（4－8） 1，670円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 850円 �� 3，440円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 17，690円 3 連 単 ��� 94，130円

票 数

単勝票数 計 310679 的中 � 19281（5番人気）
複勝票数 計 409573 的中 � 31771（5番人気）� 59272（4番人気）� 16267（7番人気）
枠連票数 計 67453 的中 （4－8） 3115（6番人気）
馬連票数 計 362915 的中 �� 12223（8番人気）
馬単票数 計 195412 的中 �� 2924（19番人気）
ワイド票数 計 332938 的中 �� 10425（8番人気）�� 2405（27番人気）�� 6286（18番人気）
3連複票数 計 555200 的中 ��� 2353（49番人気）
3連単票数 計 688178 的中 ��� 530（259番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―35．0―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴァルムチェーナ �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．8．3 小倉5着

2017．4．30生 牝3黒鹿 母 ダンシングロイヤル 母母 デビルインマインド 8戦1勝 賞金 7，340，000円
〔その他〕 クイーンズバラッド号は，3コーナーから4コーナーにかけて銜受けが不良となったことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クイーンズバラッド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月29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〕 コルディアルッカ号・エメラルディ号・クイーンズバラッド号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和2年10月29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） 2頭 スズオリーブ号・メイショウコバコ号
（非抽選馬） 3頭 クレスコアンジェラ号・シエルヴァ号・マーブルレディー号

24052 8月29日 曇 良 （2札幌2） 第5日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11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 255，000
255，000

円
円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

610 リアルシング 牡3黒鹿56 池添 謙一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 526＋ 41：47．3 14．6�

813 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 430＋ 41：47．51� 5．1�
814 ブライトオーシャン �3鹿 56 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 新開 幸一 新ひだか 聖心台牧場 490－ 41：47．81� 41．7�
69 アポロファントム 牡3鹿 56 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 新ひだか へいはた牧場 450＋ 2 〃 クビ 14．0�
58 ウラワザテクニック 牡3芦 56 丹内 祐次薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 オリオンファーム 482＋ 21：48．01� 13．8�
712 ラグリマスネグラス �3栗 56 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 飛野牧場 548＋ 2 〃 同着 1．9	
45 ヌ ン カ プ ト 牡3鹿 56 黛 弘人ヌンクラブ� 矢野 英一 浦河 不二牧場 B452＋ 21：48．1� 85．6

46 アマデトワール 牝3鹿 54 石川裕紀人�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 452＋ 41：48．52 11．0�
33 ラ ス ト ラ フ 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹 �ニッシンホール
ディングス 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：48．92� 11．9�

22 ココリミネルヴァ 牝3黒鹿 54
53 ☆団野 大成美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 酒井 秀紀 418－ 41：49．0クビ 18．3

34 リーガルレディ 牝3黒鹿54 川島 信二芳賀 滿男氏 稲垣 幸雄 新ひだか フジワラフアーム 446＋101：49．42� 77．2�
11 ベニトアイト �3鹿 56 古川 吉洋青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム B508－101：50．88 46．1�
711 ダイユウローズ 牝3鹿 54 松田 大作大友 靖岐氏 松永 康利 新ひだか 藤沢牧場 510－121：51．22� 50．3�
57 カッチョカバロ 牡3栗 56

53 ▲山田 敬士平田 修氏 牧 光二 新ひだか 岡田スタツド B492± 0 （競走中止） 39．7�
（14頭）

売 得 金
単勝： 33，802，800円 複勝： 59，078，300円 枠連： 7，374，100円
馬連： 39，096，800円 馬単： 23，407，200円 ワイド： 40，750，500円
3連複： 64，879，100円 3連単： 82，515，900円 計： 350，904，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 660円 � 240円 � 1，500円 枠 連（6－8） 2，300円

馬 連 �� 4，600円 馬 単 �� 8，910円

ワ イ ド �� 1，110円 �� 7，300円 �� 3，370円

3 連 複 ��� 46，120円 3 連 単 ��� 253，490円

票 数

単勝票数 計 338028 的中 � 18473（7番人気）
複勝票数 計 590783 的中 � 22149（7番人気）� 76282（2番人気）� 9033（12番人気）
枠連票数 計 73741 的中 （6－8） 2482（7番人気）
馬連票数 計 390968 的中 �� 6585（14番人気）
馬単票数 計 234072 的中 �� 1969（28番人気）
ワイド票数 計 407505 的中 �� 9755（11番人気）�� 1406（58番人気）�� 3080（36番人気）
3連複票数 計 648791 的中 ��� 1055（119番人気）
3連単票数 計 825159 的中 ��� 236（618番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．3―42．8―55．6―1：08．2―1：21．2―1：33．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．7―3F39．1
1
3
11，12，3（4，14）1，6（2，10）13，5－7，9，8・（11，12）14（3，10）（4，13）（1，5）2，6－9，8

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

勝馬の
紹 介

リアルシング �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2019．11．9 京都9着

2017．4．5生 牡3黒鹿 母 ベルモントピノコ 母母 スターリーナイト 7戦1勝 賞金 6，640，000円
〔競走中止〕 カッチョカバロ号は，競走中に疾病〔左第1指節種子骨複骨折〕を発症したため3コーナーで競走中止。
※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 セイプレシャス号
（非抽選馬） 2頭 ウインラディアント号・ウォータージョイ号



24053 8月29日 曇 良 （2札幌2） 第5日 第5競走 ��1，700�2歳新馬
発走12時15分 （ダート・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
1：44．9
1：44．9

稍重
稍重

69 ピクトルテソーロ 牡2黒鹿54 大野 拓弥了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 日高 船越牧場 482 ―1：49．3 6．1�

610 サンキューレター 牡2栗 54 武 豊 �吉澤ホールディングス 相沢 郁 新冠 村上 雅規 476 ―1：49．62 18．1�
22 ジャスティンスター 牡2栗 54 C．ルメール 三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 辻 牧場 488 ―1：49．7� 1．8�
711 タマモブトウカイ 牡2鹿 54 横山 武史タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 460 ―1：50．12� 7．9�
58 ラ イ ム ン ダ 牝2鹿 54 松田 大作椎名 節氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 440 ―1：50．2� 75．0�
45 チュイション 牡2栗 54 吉田 隼人ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460 ―1：50．3� 32．7	
34 ゼンダンラット 牡2芦 54 横山 和生渡邊 善男氏 藤原 辰雄 浦河 大北牧場 462 ― 〃 クビ 64．2

46 メイクマイデイ 牡2黒鹿54 古川 吉洋 �ローレルレーシング 昆 貢 青森 石田 英機 484 ―1：50．93� 25．2�
11 アスルノーヴァ 牡2鹿 54 丹内 祐次 �ブルースターズファーム 高橋 祥泰 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 460 ― 〃 クビ 112．9�
57 ゼ ロ ー ソ 牡2栗 54

53 ☆団野 大成ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500 ―1：51．75 6．5

813 タガノセーヌ 牝2栗 54
51 ▲山田 敬士八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 422 ―1：52．33� 222．3�
814 ネオエックス 牡2鹿 54

52 △亀田 温心西田 俊二氏 小野 次郎 新ひだか 小河 豊水 452 ―1：52．51� 135．8�
33 エコロディバイン 牡2栗 54 坂井 瑠星原村 正紀氏 伊藤 大士 むかわ 市川牧場 494 ―1：52．92� 51．0�
712 トミケンハルト 牡2鹿 54 勝浦 正樹冨樫 賢二氏 水野 貴広 新ひだか 北海道静内農業高等学校 490 ―1：53．32� 179．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 41，660，100円 複勝： 39，843，100円 枠連： 7，081，200円
馬連： 34，568，300円 馬単： 19，271，600円 ワイド： 32，674，600円
3連複： 50，611，200円 3連単： 67，106，900円 計： 292，817，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 140円 � 270円 � 110円 枠 連（6－6） 3，150円

馬 連 �� 2，780円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 820円 �� 220円 �� 570円

3 連 複 ��� 1，780円 3 連 単 ��� 15，170円

票 数

単勝票数 計 416601 的中 � 57123（2番人気）
複勝票数 計 398431 的中 � 68846（2番人気）� 24436（5番人気）� 127694（1番人気）
枠連票数 計 70812 的中 （6－6） 1739（10番人気）
馬連票数 計 345683 的中 �� 9611（9番人気）
馬単票数 計 192716 的中 �� 2864（18番人気）
ワイド票数 計 326746 的中 �� 8976（9番人気）�� 45711（1番人気）�� 13542（7番人気）
3連複票数 計 506112 的中 ��� 21320（4番人気）
3連単票数 計 671069 的中 ��� 3206（38番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―12．6―13．1―13．2―12．8―13．3―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．9―44．0―57．2―1：10．0―1：23．3―1：36．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F39．3
1
3
・（7，8，9，11）6，2－（5，10，13）－（1，14）－（3，12）4
7（8，9）10（6，2，11）（5，4）13（1，12）（14，3）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ピクトルテソーロ �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 パラダイスクリーク 初出走

2018．2．3生 牡2黒鹿 母 ハンドスター 母母 ビーフレグラント 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24054 8月29日 曇 良 （2札幌2） 第5日 第6競走 ��1，500�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
1：27．4
1：27．4

良
良

610 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 B466＋ 21：29．6 9．0�

33 スカイヴァルキリー 牝3鹿 54
53 ☆団野 大成杉山 忠国氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 468＋141：29．81 27．4�

814 コスモテキロ 牡3芦 56 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 B472－ 8 〃 アタマ 18．1�
712 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 444＋101：29．9� 3．8�
46 デュアルネイチャー 牝3青鹿54 C．ルメール �G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム B436＋ 6 〃 クビ 2．9	
813 テ ィ ラ ミ ス 牝3鹿 54 藤岡 佑介寺田 寿男氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 448－ 81：30．0� 27．9

57 ハッピーペコ 牝3栗 54 吉田 隼人 �ローレルレーシング 奥村 豊 新冠 ハクツ牧場 420＋ 41：30．1� 34．6�
69 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 442＋ 2 〃 クビ 33．1�
711 ムーンフェアリー 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹村山 卓也氏 岩戸 孝樹 浦河 高村牧場 456＋ 41：30．31� 16．9
22 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 466＋ 81：30．61� 93．8�
11 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 414＋ 61：31．02� 13．5�
58 サントマリー 牝3栗 54 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 松山 将樹 新ひだか 岡田スタツド 438± 01：31．85 182．7�
34 デイトライン 牝3栗 54 横山 武史 �キャロットファーム 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム 460＋141：32．33 5．6�
45 ピンポンダッシュ 牝3黒鹿54 横山 和生長谷川守正氏 的場 均 新ひだか 飛野牧場 428－ 91：32．5� 44．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，237，600円 複勝： 58，932，900円 枠連： 8，524，100円
馬連： 49，903，900円 馬単： 21，858，600円 ワイド： 49，834，800円
3連複： 74，102，400円 3連単： 81，210，800円 計： 388，605，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 300円 � 450円 � 550円 枠 連（3－6） 1，660円

馬 連 �� 7，390円 馬 単 �� 12，280円

ワ イ ド �� 2，170円 �� 1，990円 �� 5，110円

3 連 複 ��� 34，580円 3 連 単 ��� 182，280円

票 数

単勝票数 計 442376 的中 � 39164（4番人気）
複勝票数 計 589329 的中 � 55208（4番人気）� 33370（6番人気）� 26588（8番人気）
枠連票数 計 85241 的中 （3－6） 3962（8番人気）
馬連票数 計 499039 的中 �� 5230（26番人気）
馬単票数 計 218586 的中 �� 1335（44番人気）
ワイド票数 計 498348 的中 �� 5965（24番人気）�� 6528（23番人気）�� 2478（50番人気）
3連複票数 計 741024 的中 ��� 1607（113番人気）
3連単票数 計 812108 的中 ��� 323（574番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―17．8―29．1―40．9―52．9―1：05．1―1：17．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．7―3F36．7

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

勝馬の
紹 介

サトノヴィーナス �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．9．21 阪神7着

2017．4．12生 牝3鹿 母 サトノユリア 母母 ソニックグルーヴ 9戦1勝 賞金 10，690，000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。
（非当選馬） 2頭 ユヌエトワール号・ラティチュード号
（非抽選馬） 1頭 スターオブフォース号



24055 8月29日 小雨 良 （2札幌2） 第5日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15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 7，600，000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
1：45．7
1：43．9

良
良

34 ヒナノコバン 牡3鹿 54
51 ▲秋山 稔樹日向 英二氏 本間 忍 浦河 栄進牧場 456＋ 21：49．0 134．4�

69 ケルンキングダム �4鹿 57 C．ルメール 谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 446± 0 〃 アタマ 1．6�

610� 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 464－101：49．1クビ 14．4�
712 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± 01：49．31� 4．1�
11 ス ズ カ ゼ 牝6鹿 55

52 ▲山田 敬士 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 深山 雅史 新ひだか 藤原牧場 488＋101：49．51� 14．3�

58 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± 01：49．71 63．9

33 ディーイストワール 牡4鹿 57 武 豊嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 464± 01：50．44 17．8�
814 ディープサドラーズ �4鹿 57 吉田 隼人廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム B446＋ 21：50．72 13．8�
22 サイモンバトラー 牡3鹿 54 松田 大作澤田 昭紀氏 勢司 和浩 新ひだか 本桐牧場 462＋ 41：51．12� 117．0
45 ダンツシルビア 牝3黒鹿 52

50 △亀田 温心山元 哲二氏 谷 潔 浦河 バンブー牧場 452＋ 21：51．3� 44．1�
813 ユノディエール 牡6鹿 57 古川 吉洋ロイヤルパーク 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 458－ 4 〃 クビ 70．5�
711 メイショウニタボウ 牡3鹿 54 川島 信二松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 516＋101：51．83 190．1�
57 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 B468－ 21：52．54 23．7�
46 フ ジ コ ウ キ 牡3芦 54 荻野 琢真荒木 誠氏 大江原 哲 新ひだか 岡田牧場 456＋ 41：52．71� 122．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 31，351，700円 複勝： 56，734，400円 枠連： 8，428，600円
馬連： 45，558，500円 馬単： 25，045，700円 ワイド： 40，899，200円
3連複： 62，859，900円 3連単： 93，745，400円 計： 364，623，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，440円 複 勝 � 1，280円 � 110円 � 330円 枠 連（3－6） 1，260円

馬 連 �� 10，720円 馬 単 �� 35，040円

ワ イ ド �� 3，060円 �� 10，280円 �� 530円

3 連 複 ��� 18，530円 3 連 単 ��� 341，530円

票 数

単勝票数 計 313517 的中 � 1865（13番人気）
複勝票数 計 567344 的中 � 4996（11番人気）� 312348（1番人気）� 23481（5番人気）
枠連票数 計 84286 的中 （3－6） 5162（6番人気）
馬連票数 計 455585 的中 �� 3292（23番人気）
馬単票数 計 250457 的中 �� 536（59番人気）
ワイド票数 計 408992 的中 �� 3316（29番人気）�� 969（53番人気）�� 21755（3番人気）
3連複票数 計 628599 的中 ��� 2543（49番人気）
3連単票数 計 937454 的中 ��� 199（522番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―36．1―47．7―59．6―1：11．8―1：24．0―1：36．3

コーナー
通過順位

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

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

ヒナノコバン �
�
父 バ ゴ �

�
母父 Shamardal デビュー 2019．6．23 東京9着

2017．2．25生 牡3鹿 母 スウィートクレメンタイン 母母 Heavenly Whisper 9戦1勝 賞金 8，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 メイショウニタボウ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月29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。
（非抽選馬） 5頭 サンデーパームス号・シャーベットフィズ号・ジュンジュン号・メイショウアレス号・モズナガレボシ号

24056 8月29日 曇 良 （2札幌2） 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）

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

712 ウンダモシタン 牝3黒鹿 52
50 △亀田 温心小原 該一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 458＋ 21：46．6 8．6�

46 オレンジペコ 牝3栗 52 武 豊今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 480＋ 2 〃 クビ 2．3�
610 ラフリッグフェル 牝3栗 52

51 ☆団野 大成 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 436－ 81：47．02� 10．9�
813 メイショウカスガ 牝4栗 55 吉田 隼人松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 462± 01：47．2� 4．8�
33 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 488＋ 61：47．41� 4．1	
711 バ ー ミ ー ズ 牝3鹿 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 増本 良孝 468－ 2 〃 アタマ 38．4

814 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± 01：47．61 16．3�
22 � ピエナシニスター 牝5栗 55 菱田 裕二本谷 兼三氏 谷 潔 浦河 まるとみ冨岡牧場 466－ 6 〃 アタマ 61．0�
58 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 476＋ 81：47．7クビ 87．3
34 � テイケイドルチェ 牝5鹿 55 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 434＋101：47．91� 63．5�
69 � フェアザスピリッツ 牝4鹿 55

52 ▲秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 三石ファーム 516± 01：48．53� 112．8�

11 ピュアファンタジー 牝3鹿 52 水口 優也堀口 晴男氏 蛯名 利弘 日高 中川 浩典 B470± 01：50．4大差 133．3�
57 エ ナ ミ ル ク 牝3鹿 52 勝浦 正樹宮原 廣伸氏 伊藤 大士 新ひだか 山際牧場 482－ 61：51．88 95．5�
45 スズカアイドル 牝3鹿 52

49 ▲山田 敬士永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 B416＋ 21：52．22� 118．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，267，700円 複勝： 44，135，000円 枠連： 9，149，200円
馬連： 49，329，000円 馬単： 24，883，400円 ワイド： 42，746，400円
3連複： 72，654，400円 3連単： 88，652，400円 計： 371，817，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 860円 複 勝 � 250円 � 160円 � 260円 枠 連（4－7） 1，210円

馬 連 �� 1，350円 馬 単 �� 3，600円

ワ イ ド �� 560円 �� 1，380円 �� 700円

3 連 複 ��� 4，400円 3 連 単 ��� 24，610円

票 数

単勝票数 計 402677 的中 � 37184（4番人気）
複勝票数 計 441350 的中 � 41188（4番人気）� 89316（1番人気）� 38773（5番人気）
枠連票数 計 91492 的中 （4－7） 5817（5番人気）
馬連票数 計 493290 的中 �� 28119（4番人気）
馬単票数 計 248834 的中 �� 5180（15番人気）
ワイド票数 計 427464 的中 �� 20478（5番人気）�� 7558（13番人気）�� 15684（7番人気）
3連複票数 計 726544 的中 ��� 12360（12番人気）
3連単票数 計 886524 的中 ��� 2611（78番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．1―30．6―43．7―56．1―1：08．2―1：20．7―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

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 10戦2勝 賞金 14，220，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時51分に変更。
〔騎手変更〕 スズカアイドル号の騎手柴山雄一は，出馬投票における誤記のため山田敬士に変更。
〔制裁〕 スズカアイドル号の調教師柄崎孝は，出馬投票に際し，騎手への騎乗依頼に関する注意義務を怠り過怠金50，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エナミルク号・スズカアイドル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月29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。
（非抽選馬） 2頭 キモンルビー号・メイショウトラヒメ号



24057 8月29日 曇 良 （2札幌2） 第5日 第9競走 ��2，600�ル ス ツ 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 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．6
2：37．1

良
良

66 ウインキートス 牝3黒鹿52 丹内 祐次�ウイン 宗像 義忠 新冠 コスモヴューファーム 462± 02：42．9 3．9�
44 ポーラーサマー 牡3黒鹿54 黛 弘人ゴドルフィン 田中 博康 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 536＋ 22：43．43 72．8�
89 ダノンセレスタ 牡3青鹿54 武 豊�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 498＋14 〃 クビ 2．7�
11 リアンティサージュ 牡3栗 54 C．ルメール �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋ 22：43．61 2．8�
55 モズナガレボシ 牡3芦 54 団野 大成 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 492± 02：44．23� 55．6	
78 ナ ミ ブ �4鹿 57 荻野 琢真�ミルファーム 南田美知雄 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 42：44．41� 69．7

77 ナリタアレス 牡3黒鹿54 古川 吉洋�オースミ 木原 一良 千歳 社台ファーム 470－ 62：44．6� 65．8�
22 ガニュメデスレイ 牡3鹿 54 藤岡 佑介五十川雅規氏 庄野 靖志 日高 スマイルファーム 424＋ 2 〃 クビ 31．0�
810 ウシュバテソーロ 牡3鹿 54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 新ひだか 千代田牧場 512＋ 22：44．91� 14．3
33 ラヴィアンレーヴ 牡4鹿 57 横山 武史 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 464＋12 〃 クビ 8．1�

（10頭）

売 得 金
単勝： 49，061，700円 複勝： 46，625，300円 枠連： 8，773，500円
馬連： 52，328，400円 馬単： 28，947，400円 ワイド： 41，292，600円
3連複： 73，741，100円 3連単： 129，683，400円 計： 430，453，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 1，210円 � 140円 枠 連（4－6） 12，010円

馬 連 �� 11，370円 馬 単 �� 20，080円

ワ イ ド �� 2，720円 �� 250円 �� 2，800円

3 連 複 ��� 9，240円 3 連 単 ��� 80，630円

票 数

単勝票数 計 490617 的中 � 100334（3番人気）
複勝票数 計 466253 的中 � 78110（4番人気）� 6472（10番人気）� 106818（1番人気）
枠連票数 計 87735 的中 （4－6） 566（21番人気）
馬連票数 計 523284 的中 �� 3564（26番人気）
馬単票数 計 289474 的中 �� 1081（43番人気）
ワイド票数 計 412926 的中 �� 3462（24番人気）�� 51278（1番人気）�� 3358（25番人気）
3連複票数 計 737411 的中 ��� 5985（29番人気）
3連単票数 計1296834 的中 ��� 1166（196番人気）

ハロンタイム 13．3―12．2―12．7―11．9―12．0―13．6―13．5―13．6―12．2―11．9―12．0―12．0―12．0

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�
13．3―25．5―38．2―50．1―1：02．1―1：15．7―1：29．2―1：42．8―1：55．0―2：06．9―2：18．9―2：30．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインキートス �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2019．11．16 東京3着

2017．5．4生 牝3黒鹿 母 イクスキューズ 母母 クリスティキャット 9戦2勝 賞金 30，354，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時26分に変更。
※ガニュメデスレイ号・モズナガレボシ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

24058 8月29日 曇 良 （2札幌2） 第5日 第10競走 ��1，200�
ま し ゅ う こ

摩 周 湖 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下），1．8．24以降2．8．23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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

714� シルヴェーヌ 牝5鹿 52 勝浦 正樹西田 順彦氏 伊藤 伸一 新冠 飯島 功典 460＋ 21：09．7 34．1�
11 タイセイトレンディ �5青鹿54 菱田 裕二田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 468＋ 61：10．01� 16．3�
510� ミニオンペール 牝4鹿 53 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 470＋ 4 〃 アタマ 7．4�
713 ア レ ス 牝4鹿 53 横山 武史 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 むかわ ヤマイチ牧場 B456－ 61：10．21 2．1�
815 ノボベイビー 牡5栗 54 団野 大成�LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 498＋ 8 〃 クビ 23．2�
12 � クリノアリエル 牝5青 52 武 豊栗本 博晴氏 武 英智 様似 様似渡辺牧場 424± 01：10．3� 10．8	
24 マイネルアルケミー 牡4栗 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 468－ 6 〃 クビ 6．5

36 リッチクレマチス 牝3青 51 山田 敬士長塩 豊氏 青木 孝文 新冠 北星村田牧場 442± 0 〃 ハナ 58．7�
48 イルヴェントデーア 牝4鹿 52 坂井 瑠星 �Gリビエール・

レーシング 金成 貴史 浦河 ディアレスト
クラブ 446＋141：10．4クビ 11．3�

611 ホウオウスクラム 牡5栗 54 柴山 雄一小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 510－ 41：10．5� 43．0
612 ブラックアウト 牡4黒鹿53 秋山 稔樹 �エクワインレーシング 岩戸 孝樹 新冠 安達 洋生 482± 01：10．71 148．2�
59 シューラヴァーグ 牝3黒鹿50 亀田 温心藤井 亮輔氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム B444＋ 41：10．8� 58．8�
35 ル ー タ ー ズ 牝3鹿 50 荻野 琢真 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 406＋ 41：10．9� 97．1�
816 リフタスフェルト 牝4鹿 52 吉田 隼人 �キャロットファーム 	島 一歩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480－ 2 〃 アタマ 18．2�
23 ニシノラディアント 牡7鹿 54 松田 大作西山 茂行氏 北出 成人 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 494＋10 〃 アタマ 48．8�
47 スリーピート 牡3栗 53 古川 吉洋永井商事� 湯窪 幸雄 新冠 北星村田牧場 506＋101：11．64 26．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，462，800円 複勝： 68，775，900円 枠連： 16，967，900円
馬連： 83，698，100円 馬単： 35，646，000円 ワイド： 67，267，600円
3連複： 129，132，400円 3連単： 134，315，400円 計： 586，266，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，410円 複 勝 � 720円 � 370円 � 240円 枠 連（1－7） 530円

馬 連 �� 22，270円 馬 単 �� 48，250円

ワ イ ド �� 5，530円 �� 3，350円 �� 1，830円

3 連 複 ��� 48，300円 3 連 単 ��� 375，970円

票 数

単勝票数 計 504628 的中 � 11808（10番人気）
複勝票数 計 687759 的中 � 21956（9番人気）� 48487（6番人気）� 85426（3番人気）
枠連票数 計 169679 的中 （1－7） 24456（1番人気）
馬連票数 計 836981 的中 �� 2912（57番人気）
馬単票数 計 356460 的中 �� 554（125番人気）
ワイド票数 計 672676 的中 �� 3102（55番人気）�� 5157（36番人気）�� 9599（18番人気）
3連複票数 計1291324 的中 ��� 2005（142番人気）
3連単票数 計1343154 的中 ��� 259（988番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．4―11．7―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．7―46．4―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．4―3F35．0
3 ・（16，15）6（1，14）4，12（7，13）10（2，11）（8，9）5，3 4 ・（16，15）6（1，14）4（12，13）7（2，10，11，9）8，5，3

勝馬の
紹 介

�シルヴェーヌ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ブラックタイアフェアー

2015．4．21生 牝5鹿 母 ステルスエミオ 母母 リ ン ダ ス ト 19戦2勝 賞金 36，009，000円
地方デビュー 2018．8．12 大井

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
※シューラヴァーグ号・ルーターズ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



24059 8月29日 小雨 良 （2札幌2） 第5日 第11競走 ��2，000�オホーツクステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

36 ワセダインブルー 牡5鹿 57 大野 拓弥大冨 智弘氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 450＋ 22：01．5 25．1�
35 ドンアルゴス 牡5黒鹿57 川島 信二山田 貢一氏 庄野 靖志 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 524＋ 8 〃 クビ 14．0�
714 ハーメティキスト 牡4鹿 57 池添 謙一 �キャロットファーム 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 456＋ 42：01．6� 11．0�
816 レッドアステル 牝4鹿 55 武 豊 �東京ホースレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 450＋162：01．7� 4．3�
510 ネイビーブルー 牡7鹿 57 横山 和生青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 512－142：02．01� 125．6	
23 ウィナーポイント 牝5黒鹿55 勝浦 正樹岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 416－ 4 〃 アタマ 96．2

48 レッドアルマーダ �4鹿 57 C．ルメール �東京ホースレーシング 藤沢 和雄 浦河 富田牧場 544＋182：02．1クビ 3．2�
11 マスターコード 牡6黒鹿57 吉田 隼人�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B468－ 22：02．2� 33．3�
815 レースガーデン 牝4芦 55 水口 優也金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 466－ 22：02．41	 27．8
611 ヒシゲッコウ 牡4黒鹿57 藤岡 佑介阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B488－ 82：02．5� 6．8�
24 ジョブックコメン 牝5黒鹿55 山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 440＋102：02．7� 83．8�
713 ル ヴ ォ ル グ 牡4黒鹿57 柴山 雄一�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム 534－ 82：03．01� 6．0�
59 
 レッドフィオナ 牝5芦 55 横山 武史 �東京ホースレーシング 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 474＋ 82：03．74 19．4�
47 シ フ ル マ ン 牡4芦 57 石川裕紀人�G1レーシング 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 520＋122：04．02 37．0�
12 ルタンデュボヌール 牡6黒鹿57 団野 大成 �サンデーレーシング 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 488＋102：06．0大差 62．2�
612 ハ ウ エ バ ー 牡6栗 57 古川 吉洋古賀 和夫氏 和田正一郎 日高 スマイルファーム 430± 0 （競走中止） 78．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 103，330，400円 複勝： 142，725，600円 枠連： 41，063，800円
馬連： 229，391，400円 馬単： 80，553，300円 ワイド： 167，478，400円
3連複： 392，671，800円 3連単： 404，120，200円 計： 1，561，334，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，510円 複 勝 � 570円 � 350円 � 330円 枠 連（3－3） 7，400円

馬 連 �� 7，600円 馬 単 �� 16，980円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 2，220円 �� 1，910円

3 連 複 ��� 24，020円 3 連 単 ��� 160，100円

票 数

単勝票数 計1033304 的中 � 32882（8番人気）
複勝票数 計1427256 的中 � 60839（8番人気）� 109840（6番人気）� 120399（5番人気）
枠連票数 計 410638 的中 （3－3） 4298（25番人気）
馬連票数 計2293914 的中 �� 23380（26番人気）
馬単票数 計 805533 的中 �� 3558（56番人気）
ワイド票数 計1674784 的中 �� 25836（20番人気）�� 19311（26番人気）�� 22568（24番人気）
3連複票数 計3926718 的中 ��� 12259（79番人気）
3連単票数 計4041202 的中 ��� 1830（476番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．0―48．6―1：01．1―1：13．1―1：25．0―1：37．1―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ワセダインブルー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2017．8．19 新潟3着

2015．4．14生 牡5鹿 母 ダノンフローラ 母母 フ ァ ン ジ カ 19戦4勝 賞金 69，884，000円
〔競走中止〕 ハウエバー号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため4コーナーで競走中止。
※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） 5頭 カフジジュピター号・ゴールドフラッグ号・シャフトオブライト号・スズカロング号・マイネルカレッツァ号

24060 8月29日 小雨 良 （2札幌2） 第5日 第12競走 1，700�ニ セ コ 特 別
発走16時15分 （ダート・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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

814 ウインドオブホープ �7栗 57 勝浦 正樹�木村牧場 石毛 善彦 日高 木村牧場 534＋101：46．5 12．5�
58 フームスムート 牡3黒鹿54 横山 武史ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 508－ 41：46．92� 2．8�
57 � パープルヒビキ 牡5栗 57 大野 拓弥中野 銀十氏 飯田 雄三 浦河 高岸 順一 524－ 41：47．32� 30．0�
712 デルマカミカゼ 牡5黒鹿57 石川裕紀人浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 462－ 41：47．4クビ 18．0�
45 � ブロッコリー 牡5鹿 57 丹内 祐次嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 478－ 41：47．5� 6．6	
46 ナムラゴロフキン 牡3鹿 54 柴山 雄一奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 490－ 41：47．71 20．9

33 ノワールフレグラン 牝3青鹿52 吉田 隼人 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B440＋ 21：47．8� 4．4�
34 ユキノレベッカ 牝3鹿 52 川島 信二井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 454＋ 41：47．9� 139．9�
22 クラウンデザイアー 牡3黒鹿54 菱田 裕二�クラウン 中竹 和也 日高 クラウン日高牧場 486＋ 81：48．43 14．3
813 エムテイフラッシュ 牡3青鹿54 亀田 温心谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 482－ 4 〃 同着 57．3�
11 � レ ゴ リ ス �4黒鹿57 藤岡 佑介 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 村上牧場 480－ 21：48．61� 6．6�
610 エンペラーズパレス 牡3栗 54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 504＋ 41：49．13 21．5�
69 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 492＋ 6 〃 ハナ 91．5�
711 ゴールデンヘイロー 牡4栗 57 秋山 稔樹�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム B490－ 41：51．2大差 169．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 52，828，200円 複勝： 72，459，800円 枠連： 16，302，200円
馬連： 99，954，000円 馬単： 39，332，100円 ワイド： 82，234，400円
3連複： 158，966，600円 3連単： 185，659，100円 計： 707，736，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 340円 � 150円 � 840円 枠 連（5－8） 1，190円

馬 連 �� 1，450円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 590円 �� 4，380円 �� 1，590円

3 連 複 ��� 12，960円 3 連 単 ��� 73，510円

票 数

単勝票数 計 528282 的中 � 33543（5番人気）
複勝票数 計 724598 的中 � 49297（6番人気）� 176699（1番人気）� 16713（10番人気）
枠連票数 計 163022 的中 （5－8） 10549（4番人気）
馬連票数 計 999540 的中 �� 53187（4番人気）
馬単票数 計 393321 的中 �� 8365（13番人気）
ワイド票数 計 822344 的中 �� 38185（4番人気）�� 4594（43番人気）�� 13058（20番人気）
3連複票数 計1589666 的中 ��� 9193（46番人気）
3連単票数 計1856591 的中 ��� 1831（256番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―18．1―30．8―44．1―57．0―1：08．9―1：21．3―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインドオブホープ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ティンバーカントリー デビュー 2015．11．8 東京4着

2013．4．5生 �7栗 母 オンマイマインド 母母 アナスミラビリス 42戦2勝 賞金 48，016，000円



（2札幌2）第5日 8月29日（土曜日） 曇時々雨 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

194，060，000円
9，940，000円
23，840，000円
1，930，000円
20，830，000円
67，211，000円
4，290，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
536，220，700円
758，780，500円
136，273，000円
780，483，900円
363，455，800円
681，533，500円
1，222，985，800円
1，560，560，300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 6，040，293，500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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