
24073 9月5日 曇 良 （2札幌2） 第7日 第1競走 ��
��1，700�2歳未勝利

発走9時50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

45 レッドソルダード 牡2黒鹿54 横山 武史 �東京ホースレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 470± 01：47．0 2．4�
11 サトノロイヤル 牡2鹿 54 和田 竜二 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 浦河 高昭牧場 482± 01：48．06 9．0�
57 ラ イ ム ン ダ 牝2鹿 54

53 ☆団野 大成椎名 節氏 寺島 良 浦河 三嶋牧場 438－ 21：48．63� 30．9�
711� 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 470＋ 81：48．81 2．3�
69 シャスティーナ 牝2鹿 54 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 454－121：49．12 85．8�
813 ジェラスヒーロー 牡2青鹿54 戸崎 圭太嶋田 賢氏 高木 登 浦河 三嶋牧場 474＋ 61：49．31 29．8	
46 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± 01：49．93� 136．7

712� カルフレグランス 牝2黒鹿54 池添 謙一吉田 和子氏 新開 幸一 米 Perry Martin &

Denise Martin 470± 01：50．0� 18．3�
34 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 434－ 4 〃 ハナ 101．3
33 クリノキコウシ 牡2黒鹿54 坂井 瑠星栗本 守氏 高橋 義忠 新ひだか 飛野牧場 428－ 41：50．21	 89．2�
22 ベストインクラス 牡2鹿 54 水口 優也グリーンスウォード伊藤 伸一 新ひだか 前田牧場 486＋ 6 〃 アタマ 194．7�
610 ゼンダンピューマ 牡2栗 54 丹内 祐次渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 458－ 21：51．15 160．4�
58 ドルチェヴィータ 牝2黒鹿54 菱田 裕二岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 高橋フアーム 430＋ 21：51．52� 24．8�
814 トーセンネッロ 牡2黒鹿54 横山 和生島川 �哉氏 古賀 史生 日高 有限会社 エ

スティファーム 466＋ 2 〃 ハナ 24．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，474，700円 複勝： 53，719，600円 枠連： 9，295，800円
馬連： 44，298，600円 馬単： 25，928，500円 ワイド： 44，916，000円
3連複： 78，929，100円 3連単： 93，942，400円 計： 390，504，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 220円 � 470円 枠 連（1－4） 700円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 970円

ワ イ ド �� 320円 �� 810円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 8，530円

票 数

単勝票数 計 394747 的中 � 133191（2番人気）
複勝票数 計 537196 的中 � 209171（1番人気）� 47143（3番人気）� 17843（7番人気）
枠連票数 計 92958 的中 （1－4） 10176（2番人気）
馬連票数 計 442986 的中 �� 51899（2番人気）
馬単票数 計 259285 的中 �� 19974（3番人気）
ワイド票数 計 449160 的中 �� 40097（2番人気）�� 13627（6番人気）�� 7212（15番人気）
3連複票数 計 789291 的中 ��� 18039（8番人気）
3連単票数 計 939424 的中 ��� 7982（20番人気）

ハロンタイム 6．8―11．0―12．5―13．2―13．0―12．7―12．3―12．0―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―30．3―43．5―56．5―1：09．2―1：21．5―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レッドソルダード �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．12 阪神2着

2018．5．2生 牡2黒鹿 母 レッドソンブレロ 母母 スカーレットレディ 2戦1勝 賞金 7，900，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 キタノマンゲツ号・トーセンアルル号・ファーブラ号

24074 9月5日 晴 良 （2札幌2） 第7日 第2競走 ��
��1，200�3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
1：07．5
1：06．5

良
良

59 � サトノジヴェルニー 牡3栗 56 武 豊 �サトミホースカンパニー 音無 秀孝 仏 Mr Berend
Van Dalfsen 444－ 41：08．7 10．6�

713 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± 01：09．23 7．1�
612 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± 01：09．3� 14．4�
816 フローラルドレス 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成髙橋 正雄氏 伊藤 大士 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 420＋ 2 〃 クビ 7．6�

23 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 442＋ 61：09．4	 3．9

47 アントルラッセ 牝3鹿 54 古川 吉洋�下河辺牧場 上村 洋行 日高 下河辺牧場 416＋181：09．61
 27．1�
24 デルマアメジスト 牝3黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 432＋ 21：09．7クビ 77．7�
11 スターオブフォース 牡3鹿 56

53 ▲山田 敬士光安 了氏 土田 稔 新ひだか 小野 秀治 452＋ 2 〃 クビ 46．4
12 テンジュイン 牝3鹿 54 横山 武史 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 428＋ 41：09．8� 6．4�
36 シアープレジャー 牝3鹿 54 大野 拓弥岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 420－ 41：09．9� 40．4�
714 テ ラ ン ガ 牡3青鹿56 柴山 雄一寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 448－ 21：10．11� 14．1�
510 タマモルーチェ 牝3青鹿54 池添 謙一タマモ� 池添 兼雄 新ひだか 前田牧場 402－ 21：10．2クビ 16．6�
611 ニットウイロンデル 牝3鹿 54

51 ▲原 優介藤井 謙氏 黒岩 陽一 新ひだか 沖田 忠幸 400－ 4 〃 クビ 258．2�
815 ポーカークイーン 牝3鹿 54 C．ルメール�三嶋牧場 吉岡 辰弥 浦河 三嶋牧場 424－ 81：10．41 6．0�
48 グリエクレール 牝3芦 54

52 △亀田 温心 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 加藤 和宏 浦河 梅田牧場 440－ 4 〃 クビ 205．9�

35 アクロスティック 牝3黒鹿54 和田 竜二 �社台レースホース武市 康男 千歳 社台ファーム 420＋ 21：11．35 209．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，765，300円 複勝： 52，920，500円 枠連： 9，782，900円
馬連： 47，898，400円 馬単： 19，866，200円 ワイド： 46，541，600円
3連複： 78，087，100円 3連単： 71，660，800円 計： 356，522，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，060円 複 勝 � 330円 � 240円 � 410円 枠 連（5－7） 1，260円

馬 連 �� 3，740円 馬 単 �� 8，770円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 1，660円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 13，500円 3 連 単 ��� 81，170円

票 数

単勝票数 計 297653 的中 � 22437（6番人気）
複勝票数 計 529205 的中 � 40888（6番人気）� 63684（3番人気）� 31572（7番人気）
枠連票数 計 97829 的中 （5－7） 6012（7番人気）
馬連票数 計 478984 的中 �� 9913（17番人気）
馬単票数 計 198662 的中 �� 1697（44番人気）
ワイド票数 計 465416 的中 �� 8540（20番人気）�� 7211（25番人気）�� 7329（24番人気）
3連複票数 計 780871 的中 ��� 4338（55番人気）
3連単票数 計 716608 的中 ��� 640（327番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．3―11．5―11．4―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．4―45．9―57．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．6―3F34．3
3 4（9，12）（1，13）（2，5）（10，14）（6，15）（7，11，16）3－8 4 4，9（12，13）（1，2）14（6，10）（15，3）（5，7，16）－11，8

勝馬の
紹 介

�サトノジヴェルニー �
�
父 Siyouni �

�
母父 Cadeaux Genereux デビュー 2019．9．21 阪神4着

2017．1．24生 牡3栗 母 Bal de La Rose 母母 Lady Vettori 10戦1勝 賞金 10，780，000円
〔3走成績による出走制限〕 アクロスティック号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年11月5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 メートルエロー号
（非抽選馬） 2頭 サンデーパームス号・メイショウトラヒメ号

第２回 札幌競馬 第７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



24075 9月5日 晴 良 （2札幌2） 第7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

34 アルヴェント 牝3鹿 54 柴山 雄一街風 �雄氏 武 幸四郎 安平 追分ファーム 478－ 21：45．8 21．2�
57 レッドシリウス 牡3青鹿56 横山 和生髙野 葉子氏 千田 輝彦 浦河 辻 牧場 542＋ 41：46．65 3．0�
11 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 B476－ 21：47．55 17．7�
814 オメガドラゴン 牡3鹿 56 吉田 隼人原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 484＋ 41：47．6クビ 5．4�
33 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± 0 〃 クビ 29．8	
58 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 464＋ 21：47．7� 43．8

712 サンデージュピター 牝3鹿 54 武 豊杉野 公彦氏 岡田 稲男 千歳 社台ファーム 484＋ 61：47．9� 16．6�
46 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 540－ 81：48．11	 4．7�
711 スーパーフライヤー 牡3青鹿56 池添 謙一三宅 勝俊氏 上村 洋行 新ひだか 桜井牧場 496－ 21：48．52� 11．7
45 マ ル ボ ル ク 牡3栗 56 藤岡 佑介村木 隆氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 506 ― 〃 クビ 66．5�
22 チャームインレース 牝3鹿 54 横山 武史髙橋 明裕氏 中川 公成 千歳 社台ファーム 476－ 21：48．6� 7．1�
610 サクセスリバース 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成髙嶋 哲氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 496－ 41：48．7クビ 110．9�
69 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± 01：48．8� 24．7�
813 インテリジェンス 牝3栗 54 戸崎 圭太近藤 英子氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 458＋ 41：49．11� 40．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，630，400円 複勝： 46，149，500円 枠連： 7，361，700円
馬連： 40，299，900円 馬単： 18，549，100円 ワイド： 40，953，100円
3連複： 62，092，900円 3連単： 63，467，700円 計： 312，504，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，120円 複 勝 � 540円 � 150円 � 390円 枠 連（3－5） 1，730円

馬 連 �� 3，910円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 6，190円 �� 890円

3 連 複 ��� 20，420円 3 連 単 ��� 129，610円

票 数

単勝票数 計 336304 的中 � 12645（8番人気）
複勝票数 計 461495 的中 � 17937（10番人気）� 107556（1番人気）� 26469（5番人気）
枠連票数 計 73617 的中 （3－5） 3279（8番人気）
馬連票数 計 402999 的中 �� 7974（15番人気）
馬単票数 計 185491 的中 �� 1538（34番人気）
ワイド票数 計 409531 的中 �� 8677（13番人気）�� 1635（59番人気）�� 12248（7番人気）
3連複票数 計 620929 的中 ��� 2280（67番人気）
3連単票数 計 634677 的中 ��� 355（417番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．4―30．7―43．5―56．2―1：08．8―1：21．1―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アルヴェント �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2019．10．26 東京3着

2017．3．6生 牝3鹿 母 ヴ ァ ゼ ム 母母 ニ キ ー ヤ 5戦1勝 賞金 8，900，000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 サントマリー号

24076 9月5日 晴 良 （2札幌2） 第7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 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

22 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 478＋101：46．4 2．0�
45 ブライドグルーム 牡3鹿 56 藤岡 佑介 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B448± 01：46．61� 15．5�
58 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± 01：47．23� 8．6�
610 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± 01：47．3� 11．4�
33 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± 01：47．4クビ 9．9�
57 ショウナンランチャ 牡3黒鹿56 和田 竜二国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 438－ 21：47．61� 32．6	
813 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 452＋ 21：47．81� 22．0

711 パ イ ネ 牝3黒鹿54 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 434± 01：47．9� 6．2�
69 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 470－ 41：48．21� 37．2
814 エクストラノート 牡3栗 56 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新ひだか 岡田スタツド B478± 0 〃 クビ 50．5�
46 セイプレシャス 牝3鹿 54 黛 弘人金田 成基氏 浅野洋一郎 新冠 アサヒ牧場 430＋ 41：48．3クビ 304．2�
11 ラザフォード 牝3鹿 54

53 ☆団野 大成潘 蘇通氏 藤沢 和雄 新冠 パカパカ
ファーム 446＋121：48．94 16．8�

34 ラティチュード 牡3黒鹿56 吉田 隼人�G1レーシング 坂口 智康 安平 追分ファーム B494＋ 61：49．53� 97．3�
712 ライジングペガサス 牡3鹿 56 戸崎 圭太竹下千亜子氏 西浦 勝一 日高 木村牧場 486± 01：50．45 32．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，815，100円 複勝： 58，497，800円 枠連： 7，253，100円
馬連： 43，076，600円 馬単： 24，822，100円 ワイド： 43，846，300円
3連複： 69，842，700円 3連単： 88，404，200円 計： 372，557，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 430円 � 170円 枠 連（2－4） 1，900円

馬 連 �� 2，310円 馬 単 �� 2，930円

ワ イ ド �� 960円 �� 300円 �� 1，920円

3 連 複 ��� 4，690円 3 連 単 ��� 16，730円

票 数

単勝票数 計 368151 的中 � 146821（1番人気）
複勝票数 計 584978 的中 � 211355（1番人気）� 20795（8番人気）� 79853（2番人気）
枠連票数 計 72531 的中 （2－4） 2947（8番人気）
馬連票数 計 430766 的中 �� 14403（7番人気）
馬単票数 計 248221 的中 �� 6353（9番人気）
ワイド票数 計 438463 的中 �� 11065（10番人気）�� 43811（1番人気）�� 5280（24番人気）
3連複票数 計 698427 的中 ��� 11167（11番人気）
3連単票数 計 884042 的中 ��� 3829（39番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―12．2―13．0―12．6―12．4―12．5―12．2―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．2―43．2―55．8―1：08．2―1：20．7―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トライハード �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．4．26 京都17着

2017．2．17生 牝3黒鹿 母 ビューティサン 母母 セレブレイトコール 3戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ショウナンランチャ号の騎手和田竜二は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 7頭 ウインラディアント号・サンシャインキッド号・スズオリーブ号・ゼットピアレス号・タツハグンセイ号・

メイショウコバコ号・ヨドノエール号
（非抽選馬） 4頭 カレンブラッキーナ号・シエルヴァ号・デルマルビー号・マーブルレディー号



24077 9月5日 晴 良 （2札幌2） 第7日 第5競走 ��
��1，500�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
1：29．1
1：29．1

良
良

69 � シュネルマイスター 牡2鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 手塚 貴久 独 Northern
Farm 460 ―1：30．5 2．1�

34 テンウォークライ 牡2栗 54 戸崎 圭太天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 466 ―1：30．6� 56．9�
46 フ ァ ジ ェ ス 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476 ―1：30．81	 6．1�
11 � キトゥンズルンバ 牡2栗 54 大野 拓弥吉田 千津氏 杉浦 宏昭 米

Frederick M. Allor,
Kenneth L. Ramsey
& Sarah K. Ramsey

442 ―1：31．01
 23．0�
813 エ レ グ ア 牡2鹿 54 坂井 瑠星豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 430 ―1：31．53 99．4�
712 ブ レ リ ア 牝2青鹿 54

51 ▲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 岡田スタツド 438 ―1：31．71
 52．2


814 モーニングアップ 牝2黒鹿54 黛 弘人西村新一郎氏 伊藤 伸一 新ひだか 岡田スタツド 456 ―1：32．12	 279．1�

45 ララマカロン 牝2鹿 54 池添 謙一フジイ興産	 田中 博康 千歳 社台ファーム 478 ―1：32．52	 7．2�
（法942）

33 オビワンエンペラー 牡2鹿 54 勝浦 正樹	富士開発 鹿戸 雄一 新ひだか 乾 皆雄 528 ― 〃 クビ 110．9
58 デルマアシュラ 牡2青 54 C．ルメール 浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 422 ―1：32．71
 3．8�
711 トーセンカトリーヌ 牝2青 54

51 ▲原 優介島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 402 ― 〃 ハナ 248．9�

22 アオイナギサ 牝2鹿 54
52 △亀田 温心�松栄牧場 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 432 ―1：33．23 140．1�

57 ラグランジア 牝2鹿 54 菱田 裕二岡田 牧雄氏 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド 438 ―1：33．83	 31．7�
610 ピスターシュドール 牝2栗 54 石川裕紀人 	グリーンファーム小笠 倫弘 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 426 ―1：35．28 123．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 41，278，500円 複勝： 33，313，300円 枠連： 7，837，300円
馬連： 36，516，300円 馬単： 22，737，200円 ワイド： 31，076，900円
3連複： 54，759，300円 3連単： 81，753，000円 計： 309，271，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 620円 � 160円 枠 連（3－6） 3，430円

馬 連 �� 4，340円 馬 単 �� 4，810円

ワ イ ド �� 1，370円 �� 290円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 5，840円 3 連 単 ��� 25，610円

票 数

単勝票数 計 412785 的中 � 163387（1番人気）
複勝票数 計 333133 的中 � 109491（1番人気）� 8076（8番人気）� 49309（3番人気）
枠連票数 計 78373 的中 （3－6） 1770（10番人気）
馬連票数 計 365163 的中 �� 6512（11番人気）
馬単票数 計 227372 的中 �� 3542（16番人気）
ワイド票数 計 310769 的中 �� 5362（14番人気）�� 32613（2番人気）�� 2997（21番人気）
3連複票数 計 547593 的中 ��� 7029（16番人気）
3連単票数 計 817530 的中 ��� 2314（67番人気）

ハロンタイム 6．9―11．7―12．2―12．3―12．4―11．9―11．1―12．0

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

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

�シュネルマイスター �
�
父 Kingman �

�
母父 Soldier Hollow 初出走

2018．3．23生 牡2鹿 母 Serienholde 母母 Saldenehre 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 イエローレンギョウ号・サンテティエンヌ号・ジャンドゥーヤ号

24078 9月5日 晴 良 （2札幌2） 第7日 第6競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳55�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 パイプライン �3鹿 55 柴山 雄一青山 洋一氏 田中 剛 日高 リコーファーム 482－ 2 58．6 5．7�
55 マ テ ィ ア ス 牡3栗 55 武 豊本間 茂氏 本田 優 浦河 大道牧場 490＋ 2 〃 ハナ 2．1�
79 � 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 B494－ 4 59．02� 43．8�

710� 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 B458＋ 2 〃 クビ 3．3�

811 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 436－ 2 59．31	 54．8�
68 タイニーベイビー 牡3鹿 55

54 ☆団野 大成山口 裕介氏 松山 将樹 日高 藤本ファーム 444± 0 59．51
 44．9	
22 サンキーウエスト 牝3青鹿53 黛 弘人 �加藤ステーブル 萱野 浩二 日高 株式会社

ケイズ 444－ 6 59．71� 33．2

812 タマモゼーゼマン 牡3鹿 55 藤岡 佑介タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 B468＋ 6 59．8� 11．0�
44 サイヤダンサー 牡3鹿 55 丹内 祐次西森 功氏 深山 雅史 新冠 高瀬牧場 458± 0 59．9クビ 17．2�
67 ケイゴールド 牝4青鹿55 戸崎 圭太布武起会 中野 栄治 新冠 岩見牧場 478＋ 41：00．21	 36．7
56 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 498－ 2 〃 ハナ 81．6�
33 ヴァルムチェーナ 牝3黒鹿53 吉田 隼人ディアレストクラブ� 石坂 公一 新冠 村上 欽哉 436－ 41：01．05 28．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，827，700円 複勝： 44，099，900円 枠連： 6，978，900円
馬連： 44，175，500円 馬単： 23，139，000円 ワイド： 37，885，000円
3連複： 68，312，000円 3連単： 90，718，400円 計： 349，136，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 180円 � 120円 � 690円 枠 連（1－5） 570円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 310円 �� 2，890円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 5，510円 3 連 単 ��� 26，100円

票 数

単勝票数 計 338277 的中 � 47373（3番人気）
複勝票数 計 440999 的中 � 56125（3番人気）� 148891（1番人気）� 9870（11番人気）
枠連票数 計 69789 的中 （1－5） 9357（2番人気）
馬連票数 計 441755 的中 �� 62798（2番人気）
馬単票数 計 231390 的中 �� 12120（5番人気）
ワイド票数 計 378850 的中 �� 35567（2番人気）�� 3044（28番人気）�� 8741（12番人気）
3連複票数 計 683120 的中 ��� 9287（20番人気）
3連単票数 計 907184 的中 ��� 2519（83番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．4―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．7―35．1―46．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．9
3 ・（1，8）9（5，12）11（3，4，7，10）（2，6） 4 ・（1，8，9）5（11，12，10）（4，7）（2，6）3

勝馬の
紹 介

パイプライン �
�
父 スマートファルコン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．9．16 中山5着

2017．3．8生 �3鹿 母 シンクスマイル 母母 ミュージカルパレス 7戦2勝 賞金 16，700，000円
〔発走状況〕 マティアス号は，枠内駐立不良〔坐る〕。
※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 サウンドワイズ号



24079 9月5日 晴 良 （2札幌2） 第7日 第7競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時15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
1：58．6
1：56．1

良
良

612�	 ファインスティール 牝4鹿 55 坂井 瑠星岡田 牧雄氏 吉岡 辰弥 米
Wynnstay LLC,
Greg Baer &
Deann Baer

514＋ 22：00．4 21．6�
714 シークレットアイズ 牡4黒鹿57 C．ルメール 山本 英俊氏 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム B492－ 62：00．61
 3．5�
12 ラヴィンジャー 牝4黒鹿55 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 430－ 22：00．7� 4．5�
24 リアンティサージュ 牡3栗 54 横山 武史 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460－ 22：00．8クビ 4．8�
815 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± 02：00．9� 7．5	
48 コスモブルーノーズ 牡3芦 54

51 ▲秋山 稔樹 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ムラカミファーム 418－ 42：01．21� 32．2

510 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± 02：01．3� 45．6�
36 バルンストック 牡3黒鹿 54

53 ☆団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 桜井牧場 470＋ 22：01．4クビ 39．2�

59 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± 02：01．5� 28．3
713 クリノキングボス 牡3栗 54 和田 竜二栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 B468－10 〃 クビ 15．3�
816 ヤップヤップヤップ 牡4栗 57 大野 拓弥薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 460＋162：01．6� 9．2�
11 シャイニードライヴ 6鹿 57 江田 照男小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 B438－ 6 〃 アタマ 134．8�
611 ウインアステロイド 牡3青鹿54 柴山 雄一�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 464＋182：01．7クビ 28．8�
35 トゥービーシック 牝4黒鹿55 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 446± 02：02．01� 170．0�
47 	 ロイヤルディクリー 牡5鹿 57

54 ▲原 優介Mr．ホース 小桧山 悟 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 530－122：03．59 52．8�

23 � ナ ー リ ー 牡3黒鹿 54
52 △亀田 温心 �グランデオーナーズ 菅原 勲 新冠 対馬 正 450－ 92：06．7大差 143．7�

（岩手）

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，128，200円 複勝： 38，122，400円 枠連： 7，788，700円
馬連： 36，915，000円 馬単： 15，871，400円 ワイド： 35，399，300円
3連複： 58，106，000円 3連単： 57，190，800円 計： 276，521，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，160円 複 勝 � 610円 � 160円 � 160円 枠 連（6－7） 2，240円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 13，020円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 1，620円 �� 460円

3 連 複 ��� 7，250円 3 連 単 ��� 70，750円

票 数

単勝票数 計 271282 的中 � 10013（7番人気）
複勝票数 計 381224 的中 � 11426（9番人気）� 69984（2番人気）� 71533（1番人気）
枠連票数 計 77887 的中 （6－7） 2683（8番人気）
馬連票数 計 369150 的中 �� 6446（13番人気）
馬単票数 計 158714 的中 �� 914（45番人気）
ワイド票数 計 353993 的中 �� 5099（19番人気）�� 5387（17番人気）�� 21308（3番人気）
3連複票数 計 581060 的中 ��� 6003（19番人気）
3連単票数 計 571908 的中 ��� 586（219番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．8―36．1―48．4―1：00．5―1：12．4―1：24．0―1：35．9―1：47．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．4
1
3
12，11（4，16）15（6，8，14）－（1，10）－（2，13）－9，5－（7，3）
12－11（4，16）15（6，14）（8，10）（2，13）（1，9）－5＝7－3

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

勝馬の
紹 介

�
	
ファインスティール �

�
父 Shanghai Bobby �

�
母父 El Corredor

2016．5．23生 牝4鹿 母 Steel Courage 母母 Underworld 13戦1勝 賞金 13，920，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナーリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年10月5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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ロッソモラーレ号
（非抽選馬） 2頭 クレアーレ号・ピュアファンタジー号

24080 9月5日 晴 良 （2札幌2） 第7日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上2勝クラス

発走13時45分 （1000万円以下） （芝・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，000，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，100，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

11 コンダクトレス 牝5黒鹿55 戸崎 圭太 �キャロットファーム 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 478＋ 42：00．5 5．9�
35 ハーツイストワール 牡4黒鹿57 C．ルメール 嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 472－142：00．71� 5．1�
47 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± 02：00．91 14．9�
12 イ ル マ タ ル 牝4鹿 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 464＋ 2 〃 クビ 10．0�
815 ウインカーネリアン 牡3栗 54 横山 武史�ウイン 鹿戸 雄一 新冠 コスモヴューファーム 492＋ 2 〃 アタマ 2．5	
510 ムーンライトナイト 牝5鹿 55 菱田 裕二 �シルクレーシング 久保田貴士 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448－ 42：01．0	 47．3

24 スコッチリール 牝4黒鹿55 和田 竜二 �サンデーレーシング 林 徹 安平 ノーザンファーム 466± 02：01．1クビ 63．1�
48 サトノゴールド 牡3芦 54 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 千歳 社台ファーム B466＋ 22：01．63 9．0�
611 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 442＋ 2 〃 クビ 16．0
612 ダイワギャバン 牡5鹿 57 勝浦 正樹大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 484＋ 22：01．91	 25．3�
59 ビックピクチャー 牝4鹿 55 荻野 琢真廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 428＋ 22：02．0� 71．6�
714 モ イ 牝4黒鹿55 池添 謙一 Him Rock Racing

ホールディングス� 寺島 良 日高 タバタファーム 392－ 42：02．53 50．0�
816 トゥーフラッシー 牝4鹿 55

52 ▲山田 敬士西森 功氏 小桧山 悟 新ひだか グローリーファーム 472＋102：02．6� 109．8�
36 ホウオウエーデル 牡4鹿 57

55 △亀田 温心小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド B480± 02：03．02� 113．2�
713 サイモンサーマル 
5鹿 57 柴山 雄一澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 500＋ 42：03．64 392．1�
23 ファストライフ 牝5栗 55 大野 拓弥石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 458＋ 22：05．19 32．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，834，500円 複勝： 52，362，200円 枠連： 9，632，400円
馬連： 45，302，000円 馬単： 19，776，300円 ワイド： 44，396，500円
3連複： 72，484，500円 3連単： 71，410，400円 計： 351，198，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 590円 複 勝 � 210円 � 200円 � 280円 枠 連（1－3） 1，080円

馬 連 �� 1，500円 馬 単 �� 3，110円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，350円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 6，040円 3 連 単 ��� 32，290円

票 数

単勝票数 計 358345 的中 � 48302（3番人気）
複勝票数 計 523622 的中 � 68774（3番人気）� 71917（2番人気）� 43781（6番人気）
枠連票数 計 96324 的中 （1－3） 6861（5番人気）
馬連票数 計 453020 的中 �� 23385（4番人気）
馬単票数 計 197763 的中 �� 4767（8番人気）
ワイド票数 計 443965 的中 �� 21009（3番人気）�� 8182（16番人気）�� 8825（15番人気）
3連複票数 計 724845 的中 ��� 8990（18番人気）
3連単票数 計 714104 的中 ��� 1603（84番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．1―36．2―48．7―1：01．2―1：13．4―1：25．2―1：37．0―1：48．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コンダクトレス �
�
父 ホワイトマズル �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2017．8．26 札幌1着

2015．1．19生 牝5黒鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 15戦3勝 賞金 50，472，000円
〔発走状況〕 ウインカーネリアン号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※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 サクラユニヴァース号



24081 9月5日 晴 良 （2札幌2） 第7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）

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

58 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 478－ 21：45．5 2．2�
610 リアルシング 牡3黒鹿54 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± 01：46．56 24．5�
22 ファイナルマズル 牡4鹿 57

56 ☆団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 474－ 2 〃 ハナ 11．1�

711 モズピンポン 牡3栗 54 坂井 瑠星 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 530＋141：46．81� 27．8�
11 サウンドテーブル 牡6黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 田所 秀孝 新ひだか 金 球美 B498－ 41：47．11� 14．7�
45 ダンスメーカー 牡5黒鹿57 横山 和生�G1レーシング 戸田 博文 安平 追分ファーム 490＋ 41：47．31 16．0	
34 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 B466＋ 4 〃 クビ 12．8

813 ラフリッグフェル 牝3栗 52

50 △亀田 温心 �社台レースホース寺島 良 千歳 社台ファーム 430－ 61：47．4� 11．4�
57 ハニーエンパイア 牝4黒鹿55 菱田 裕二松岡 隆雄氏 平田 修 平取 雅 牧場 B468＋101：47．5クビ 36．1
814 エイユージャッカル 牡3黒鹿 54

51 ▲秋山 稔樹笹部 義則氏 岡田 稲男 様似 富田 恭司 486＋ 61：47．6� 12．9�
712� イルフェソレイユ 牝4芦 55

52 ▲山田 敬士�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 450＋221：47．91� 175．6�

69 スマートラビリンス 牝3栗 52 石川裕紀人大川 徹氏 小崎 憲 日高 株式会社ス
マート 450－ 81：48．85 245．9�

33 カネコメノボル 	3栗 54 横山 武史髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 438＋ 2 （競走中止） 4．3�
（13頭）

46 バナナボート 牡6栗 57
54 ▲原 優介田頭 勇貴氏 星野 忍 新冠 坂元 芳春 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 31，020，100円 複勝： 50，334，500円 枠連： 10，901，900円
馬連： 51，435，400円 馬単： 26，065，600円 ワイド： 46，154，200円
3連複： 81，917，400円 3連単： 96，473，200円 計： 394，302，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 620円 � 290円 枠 連（5－6） 3，220円

馬 連 �� 3，190円 馬 単 �� 4，960円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 690円 �� 4，040円

3 連 複 ��� 10，730円 3 連 単 ��� 45，680円

票 数

単勝票数 計 310201 的中 � 110027（1番人気）
複勝票数 計 503345 的中 � 154267（1番人気）� 14627（9番人気）� 36290（6番人気）
枠連票数 計 109019 的中 （5－6） 2617（11番人気）
馬連票数 計 514354 的中 �� 12471（13番人気）
馬単票数 計 260656 的中 �� 3934（17番人気）
ワイド票数 計 461542 的中 �� 9461（14番人気）�� 18090（5番人気）�� 2810（39番人気）
3連複票数 計 819174 的中 ��� 5721（43番人気）
3連単票数 計 964732 的中 ��� 1531（150番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―12．5―12．7―12．4―12．2―12．1―12．2―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．6―43．3―55．7―1：07．9―1：20．0―1：32．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オレンジペコ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．1．5 京都1着

2017．3．8生 牝3栗 母 ココモオレンジ 母母 オレンジピール 6戦2勝 賞金 19，600，000円
〔出走取消〕 バナナボート号は，疾病〔左前肢跛行〕のため出走取消。
〔競走中止〕 カネコメノボル号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アドマイヤルプス号・ピエナシニスター号・プントファイヤー号・レゴリス号

24082 9月5日 晴 良 （2札幌2） 第7日 第10競走 ��
��1，200�札幌スポニチ賞

発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

スポーツニッポン新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 399，000円 114，000円 57，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

714 ファーストフォリオ 牝3栗 53 吉田 隼人 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 448＋101：08．8 5．3�
24 � デルマカトリーナ 牝4鹿 55 和田 竜二浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 米 Payson

Stud, Inc. 442＋ 2 〃 クビ 29．1�
815 チェアリングソング 牡3栗 55 柴山 雄一 �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 454－ 41：09．11	 35．2�
612 キ ー ダ イ ヤ 牝3鹿 53 戸崎 圭太青山 洋一氏 藤岡 健一 浦河 谷川牧場 446－ 81：09．2	 5．4�
23 ラ キ 牝3鹿 53 武 豊 �ニッシンホール

ディングス 小崎 憲 新ひだか 友田牧場 450－ 61：09．3クビ 5．1	
611 キャスパリーグ 牝6鹿 55 坂井 瑠星杉山 忠国氏 浅見 秀一 新ひだか 明治牧場 454－ 81：09．4	 13．9

12 フィルムフェスト 牝4青鹿55 C．ルメール �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 454＋ 8 〃 クビ 4．2�
36 アスタービーナス 牝5鹿 55 藤岡 佑介加藤 久枝氏 中竹 和也 新ひだか タイヘイ牧場 428＋12 〃 ハナ 24．2�
510 ピースマインド 牡7鹿 57 古川 吉洋小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 454－ 4 〃 アタマ 26．9
11 イ キ オ イ 牡8鹿 57 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新ひだか カタオカフアーム 446－121：09．5クビ 130．5�
816 ダノンハイパワー 牡6黒鹿57 石川裕紀人�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 508± 0 〃 クビ 28．8�
48 カクテルドレス 牝5芦 55 団野 大成 Him Rock Racing

ホールディングス� 佐々木晶三 日高 槇本牧場 B500＋ 41：09．6
 52．1�
59 モンテヴェルデ 牡6青鹿57 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B474± 01：09．7	 11．1�
35 オーパキャマラード 牝4黒鹿55 黛 弘人�ターフ・スポート本田 優 新冠 村田牧場 510＋201：09．8クビ 113．2�
47 タイセイトレンディ �5青鹿57 菱田 裕二田中 成奉氏 森田 直行 新ひだか タイヘイ牧場 468± 0 〃 アタマ 18．6�
713 キラットダイヤ 牝3栗 53 勝浦 正樹�ビリオンスター上原 博之 新ひだか 服部 牧場 B466± 01：10．86 43．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 50，778，200円 複勝： 78，353，300円 枠連： 15，929，200円
馬連： 86，846，200円 馬単： 33，157，600円 ワイド： 76，000，800円
3連複： 140，094，500円 3連単： 137，190，900円 計： 618，350，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 250円 � 630円 � 850円 枠 連（2－7） 1，230円

馬 連 �� 7，340円 馬 単 �� 13，660円

ワ イ ド �� 2，250円 �� 2，230円 �� 9，590円

3 連 複 ��� 48，820円 3 連 単 ��� 216，690円

票 数

単勝票数 計 507782 的中 � 76570（3番人気）
複勝票数 計 783533 的中 � 95104（4番人気）� 30781（9番人気）� 21887（12番人気）
枠連票数 計 159292 的中 （2－7） 9957（3番人気）
馬連票数 計 868462 的中 �� 9166（27番人気）
馬単票数 計 331576 的中 �� 1820（52番人気）
ワイド票数 計 760008 的中 �� 8800（28番人気）�� 8884（26番人気）�� 2010（78番人気）
3連複票数 計1400945 的中 ��� 2152（174番人気）
3連単票数 計1371909 的中 ��� 459（753番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．0―11．7―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．8―45．5―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファーストフォリオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．11．23 京都1着

2017．5．1生 牝3栗 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 6戦3勝 賞金 29，999，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の11頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬）11頭 アレス号・エイカイマドンナ号・シゲルスピネル号・ナリノメジャー号・ニシノラディアント号・ノボベイビー号・

ファンシャン号・ベッラヴォルタ号・マイネルアルケミー号・リッチクレマチス号・ワンダーアフィラド号



24083 9月5日 晴 良 （2札幌2） 第7日 第11競走
第55回農林水産省賞典

��
��1，800�札幌2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

農林水産大臣賞・北海道知事賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 497，000円 142，000円 71，000円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：48．3
1：44．5

良
良

813 ソ ダ シ 牝2白 54 吉田 隼人金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 474＋ 21：48．2レコード 4．7�

58 ユーバーレーベン 牝2青鹿54 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 478＋20 〃 クビ 10．6�

46 バスラットレオン 牡2鹿 54 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 浦河 三嶋牧場 462± 01：48．51� 3．9�
814 アオイゴールド 牝2黒鹿54 団野 大成鈴木 照雄氏 和田 雄二 浦河 市川フアーム 456＋ 81：48．6� 42．5�
22 ヴェローチェオロ 牡2栗 54 大野 拓弥大野 剛嗣氏 須貝 尚介 新ひだか 千代田牧場 454－ 21：48．7クビ 26．0�
712 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 454＋ 21：48．91� 29．3	
57 コスモアシュラ 牡2芦 54 丹内 祐次岡田 繁幸氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 484± 01：49．11	 41．3

711 ウイングリュック 牡2青鹿54 和田 竜二�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 21：49．52� 10．4�
69 ウインルーア 牝2鹿 54 横山 武史�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 436－ 2 〃 クビ 10．7�
610 リキサントライ 牡2栗 54 柴山 雄一 ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 484± 01：49．71 146．2�
33 ジ オ ル テ ィ 牡2鹿 54 C．ルメール 杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 472± 01：50．23 15．8�
34 カガフラッシュ 牡2黒鹿54 江田 照男香川 憲次氏 萱野 浩二 新ひだか 片岡 博 446－ 21：50．41	 44．9�
11 ピンクカメハメハ 牡2鹿 54 武 豊木村 久子氏 森 秀行 新ひだか 畠山牧場 458＋201：50．5� 5．6�
45 ス ラ イ リ ー 牝2鹿 54 石川裕紀人 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 相沢 郁 日高 白井牧場 430－ 21：50．81� 21．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 178，339，900円 複勝： 205，797，200円 枠連： 50，201，600円
馬連： 378，053，400円 馬単： 127，031，000円 ワイド： 260，645，300円
3連複： 645，452，000円 3連単： 693，514，300円 計： 2，539，034，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 290円 � 150円 枠 連（5－8） 1，560円

馬 連 �� 2，360円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 900円 �� 410円 �� 830円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 17，670円

票 数

単勝票数 計1783399 的中 � 311576（2番人気）
複勝票数 計2057972 的中 � 368540（2番人気）� 140447（6番人気）� 411184（1番人気）
枠連票数 計 502016 的中 （5－8） 24869（6番人気）
馬連票数 計3780534 的中 �� 124124（9番人気）
馬単票数 計1270310 的中 �� 24272（11番人気）
ワイド票数 計2606453 的中 �� 71054（9番人気）�� 175080（1番人気）�� 78192（7番人気）
3連複票数 計6454520 的中 ��� 158056（2番人気）
3連単票数 計6935143 的中 ��� 28441（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．3―35．0―47．1―59．2―1：11．3―1：23．2―1：35．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．9
1
3
1（6，11）（5，13）（2，3，9，14）（4，7）（10，12）8・（1，6）（11，13）（2，5，9，14，8）（10，3，7，12）4

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

勝馬の
紹 介

ソ ダ シ �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．7．12 函館1着

2018．3．8生 牝2白 母 ブ チ コ 母母 シラユキヒメ 2戦2勝 賞金 38，497，000円
〔制裁〕 ソダシ号の騎手吉田隼人は，決勝線手前での御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。

24084 9月5日 晴 良 （2札幌2） 第7日 第12競走 ��
��1，500�

ひ だ か

日高ステークス
発走16時05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
55�4歳以上57�，牝馬2�減

日高軽種馬共同育成公社賞（1着）
賞 品

本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．4
1：27．4

良
良

22 � クラヴィスオレア 	4黒鹿57 C．ルメール 多田 信尊氏 藤沢 和雄 平取 坂東牧場 B472＋ 21：28．4 5．6�
33 ロ ラ イ マ 	7鹿 57 和田 竜二 �社台レースホース松田 国英 千歳 社台ファーム 456± 01：28．93 9．1�
58 アドマイヤスコール 牡4鹿 57 吉田 隼人近藤 旬子氏 加藤 征弘 洞
湖 レイクヴィラファーム 480－ 6 〃 クビ 11．6�
11 � ショウナンアリアナ 牝4鹿 55 団野 大成国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 434＋ 4 〃 アタマ 14．6�
57 メイショウミモザ 牝3芦 53 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 452± 01：29．32 2．7�
711 カフジジュピター 牡4鹿 57 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 新ひだか チャンピオンズファーム 466＋ 21：29．51� 8．8	
46 デスティニーソング 牝6鹿 55 川島 信二 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 462－ 21：29．6 149．6�
69 ラベンダーヴァレイ 牝7鹿 55 戸崎 圭太金子真人ホール

ディングス
 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 428－ 2 〃 同着 19．7�
34 シュエットヌーベル 牝6栗 55 亀田 温心 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 小西 一男 新ひだか 岡田スタツド B478＋ 41：29．92 46．5
813 ウインゼノビア 牝4栗 55 丹内 祐次
ウイン 青木 孝文 新冠 村本牧場 494＋ 21：30．0 23．0�
45 スワーヴアーサー 牡7鹿 57 古川 吉洋
NICKS 庄野 靖志 千歳 社台ファーム B496＋ 81：30．1クビ 144．0�
610 オースミカテドラル 牡4鹿 57 菱田 裕二
オースミ 高橋 亮 千歳 社台ファーム 464± 0 〃 クビ 7．4�
712 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 460－ 41：30．31 28．2�
814 ソーラーフレア 牡5鹿 57 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454± 01：30．4 33．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 64，314，000円 複勝： 87，603，100円 枠連： 20，201，500円
馬連： 102，102，200円 馬単： 43，638，800円 ワイド： 87，448，500円
3連複： 159，220，900円 3連単： 185，291，500円 計： 749，820，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 240円 � 240円 � 360円 枠 連（2－3） 2，160円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，890円

ワ イ ド �� 880円 �� 1，070円 �� 1，380円

3 連 複 ��� 6，680円 3 連 単 ��� 30，480円

票 数

単勝票数 計 643140 的中 � 91747（2番人気）
複勝票数 計 876031 的中 � 98746（3番人気）� 98711（4番人気）� 57820（7番人気）
枠連票数 計 202015 的中 （2－3） 7224（10番人気）
馬連票数 計1021022 的中 �� 34294（7番人気）
馬単票数 計 436388 的中 �� 8402（11番人気）
ワイド票数 計 874485 的中 �� 25990（8番人気）�� 20947（10番人気）�� 16000（18番人気）
3連複票数 計1592209 的中 ��� 17852（16番人気）
3連単票数 計1852915 的中 ��� 4406（79番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．7―30．5―42．2―54．2―1：05．8―1：16．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．2―3F34．2

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

勝馬の
紹 介

�クラヴィスオレア �
�
父 レッドスパーダ �

�
母父 キングヘイロー

2016．5．18生 	4黒鹿 母 ク ラ リ ン 母母 バトルサンサシオン 15戦3勝 賞金 57，861，000円
地方デビュー 2018．6．20 門別

〔制裁〕 デスティニーソング号の騎手川島信二は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：4
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。
（非当選馬） 2頭 ジョブックコメン号・ヒルノマリブ号



（2札幌2）第7日 9月5日（土曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 173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

238，020，000円
5，620，000円
22，340，000円
1，740，000円
27，930，000円
76，049，250円
4，995，500円
1，660，800円

勝馬投票券売得金
602，206，600円
801，273，300円
163，165，000円
956，919，500円
400，582，800円
795，263，500円
1，569，298，400円
1，731，017，600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 7，019，726，700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7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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