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16013 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2日 第1競走 ��1，500�3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
1：27．4
1：27．4

良
良

22 ヴ ァ ト レ ニ �3鹿 56 横山 和生野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 432＋ 21：28．0 2．9�
711 シーロンシャン 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 474－ 81：28．31� 5．0�
57 ブラックハート 牝3黒鹿54 団野 大成�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 398－ 61：28．41 11．4�
610 フレーズバニーユ 牝3黒鹿 54

52 △泉谷 楓真 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 464＋101：28．5クビ 20．6�
45 トリプルフォー 牝3黒鹿54 和田 竜二�ジーホース 矢作 芳人 浦河 谷口牧場 432＋ 61：28．61 81．5	
69 ジュリエットパール 牝3青鹿54 横山 武史�ターフ・スポート伊藤 大士 浦河 酒井牧場 470－ 81：28．81 6．1

46 ナイトエクスプレス 牡3黒鹿56 岩田 康誠石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 三木田牧場 488＋20 〃 クビ 31．5�
712 ア ン フ ィ ニ 牝3鹿 54 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 杵臼牧場 458－ 2 〃 アタマ 27．6�
11 ナスノマイスター �3鹿 56 丸山 元気須野牧場 矢野 英一 日高 新井 昭二 492＋ 41：28．9� 126．5�
58 ア ラ ハ バ キ 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田中 克典 日高 長谷川牧場 436＋ 2 〃 アタマ 49．2�
813 アレレブルー 牡3黒鹿56 �島 克駿程田 真司氏 杉山 晴紀 浦河 有限会社

吉田ファーム 440± 01：29．11 15．7�
34 ラトゥールレディー 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁田畑 利彦氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B484＋181：29．95 13．5�
814 シェーンシュタット 牡3黒鹿56 池添 謙一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤士津八 新ひだか 岡田スタツド 440± 01：30．01 10．0�
33 パブリックドメイン 牡3黒鹿56 菱田 裕二吉田 照哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 462－101：31．710 15．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 22，847，000円 複勝： 40，806，200円 枠連： 9，278，100円
馬連： 46，457，000円 馬単： 19，425，000円 ワイド： 47，145，600円
3連複： 76，557，100円 3連単： 70，537，800円 計： 333，053，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 170円 � 280円 枠 連（2－7） 680円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 390円 �� 610円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 2，750円 3 連 単 ��� 10，030円

票 数

単勝票数 計 228470 的中 � 62432（1番人気）
複勝票数 計 408062 的中 � 117890（1番人気）� 55483（2番人気）� 26698（5番人気）
枠連票数 計 92781 的中 （2－7） 10534（1番人気）
馬連票数 計 464570 的中 �� 43462（2番人気）
馬単票数 計 194250 的中 �� 10216（2番人気）
ワイド票数 計 471456 的中 �� 33677（2番人気）�� 19662（4番人気）�� 10721（11番人気）
3連複票数 計 765571 的中 ��� 20878（4番人気）
3連単票数 計 705378 的中 ��� 5094（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―17．7―28．8―40．7―52．8―1：04．6―1：16．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．2

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

勝馬の
紹 介

ヴ ァ ト レ ニ �
�
父 グラスワンダー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．3．13 中京4着

2018．5．15生 �3鹿 母 チアフルスマイル 母母 ゴールデンカラーズ 4戦1勝 賞金 7，150，000円
〔発走状況〕 ナスノマイスター号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔3走成績による出走制限〕 アレレブルー号・パブリックドメイン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月13日まで平

地競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ジャンドゥーヤ号・ナッシュカッツェ号・ブラックジャッカル号
（非抽選馬） 1頭 ヴィクトリアノート号

16014 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2日 第2競走 1，000�3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
57．5
56．9

良
重

812 シャスティーナ 牝3鹿 54 田中 健 �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 466＋ 41：00．1 2．0�
811 ド ナ テ ッ ラ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 464＋ 61：00．31� 21．6�
68 イニシュモア 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 454＋ 21：00．4� 7．5�
55 スノームーンライト 牡3黒鹿56 団野 大成堀江 貞幸氏 高橋 文雅 むかわ 宇南山牧場 492－ 81：00．61� 57．4�
22 ワールドクルーズ 牝3鹿 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 和田 雄二 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 464＋ 4 〃 クビ 9．9	
67 サザークブリッジ 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 436± 01：00．92 15．9

33 ルーマーミル �3黒鹿56 吉田 隼人ゴドルフィン 小島 茂之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490＋ 81：01．0� 6．3�
710 シュンガイト 牝3黒鹿54 �島 克駿 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 角田 晃一 新ひだか 折手牧場 440± 01：01．1� 18．0�
79 ブルーグリッター 牡3芦 56 横山 武史井手 慶祐氏 新開 幸一 日高 スマイルファーム 458－ 21：01．63 10．0
56 ヤマイチキャプテン 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 496－ 61：01．81� 15．0�
44 クレールジョリ 牝3黒鹿 54

50 ★永島まなみディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 栄進牧場 424 ―1：02．54 151．2�
11 ヴィクトリアブーケ 牝3芦 54 丹内 祐次佐々木雄二氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 382＋ 21：02．81� 37．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，356，900円 複勝： 41，199，900円 枠連： 7，787，500円
馬連： 41，752，000円 馬単： 22，162，900円 ワイド： 42，600，200円
3連複： 67，866，300円 3連単： 81，916，400円 計： 333，642，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 430円 � 200円 枠 連（8－8） 3，040円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，750円

ワ イ ド �� 940円 �� 400円 �� 3，360円

3 連 複 ��� 6，290円 3 連 単 ��� 28，590円

票 数

単勝票数 計 283569 的中 � 108835（1番人気）
複勝票数 計 411999 的中 � 135620（1番人気）� 16094（9番人気）� 46720（2番人気）
枠連票数 計 77875 的中 （8－8） 1980（13番人気）
馬連票数 計 417520 的中 �� 12748（8番人気）
馬単票数 計 221629 的中 �� 4429（13番人気）
ワイド票数 計 426002 的中 �� 11362（10番人気）�� 30195（3番人気）�� 2994（35番人気）
3連複票数 計 678663 的中 ��� 8086（24番人気）
3連単票数 計 819164 的中 ��� 2077（102番人気）

ハロンタイム 12．4―11．2―11．8―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．6―35．4―47．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャスティーナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．7．4 阪神15着

2018．2．24生 牝3鹿 母 パラダイスリッジ 母母 クロウキャニオン 9戦1勝 賞金 9，680，000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 スイートカルデア号

第１回 札幌競馬 第２日



16015 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2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

57 ヴ ェ ノ ム 牡3鹿 56 池添 謙一市川義美ホール
ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 522± 01：46．9 2．4�

610 メイショウナリヒラ 牡3栗 56 和田 竜二松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 466± 01：47．53� 3．6�
58 ガビーズスピリット 牡3鹿 56 吉田 隼人長島 和彦氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 508＋ 41：47．82 7．4�
711 メイショウコトダマ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 454－ 21：48．22� 17．8�
46 ショウネンジダイ 牡3鹿 56 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 新冠 長浜牧場 468＋ 41：48．3� 22．8	
712� コスモシェルパ 牡3鹿 56 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 宮 徹 英 Chasemor

e Farm 450－ 21：48．72 28．2�
33 ウインメイキット 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 新谷 功一 新ひだか 田中 裕之 476＋101：48．91	 193．4�
813 ジェイエルブリッジ 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 472＋18 〃 アタマ 57．9
814 ヨリクンロード 牡3鹿 56 横山 武史辻子 依旦氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 502± 01：49．11� 13．4�
22 チュウワヴィグラス 牡3黒鹿56 原田 和真中西 忍氏 栗田 徹 日高 若林 順一 498－ 41：50．27 233．0�
45 スカイトライア 牡3鹿 56 藤岡 佑介水上 行雄氏 昆 貢 浦河 笠松牧場 490－ 21：50．41	 7．5�
69 � ディキシーデイズ 牡3鹿 56 岩田 康誠ゴドルフィン 藤沢 和雄 愛 Nafferty Stud 490－101：51．35 21．7�
11 トラモントガルフ 牡3芦 56

54 △泉谷 楓真ディアレストクラブ� 鈴木 孝志 浦河 栄進牧場 500＋261：51．93� 102．7�
34 デルマジュンデイ 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心浅沼 廣幸氏 天間 昭一 日高 ファニーヒルファーム 462－ 81：52．0� 129．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，331，100円 複勝： 34，590，100円 枠連： 7，660，400円
馬連： 36，444，900円 馬単： 16，685，600円 ワイド： 35，920，300円
3連複： 62，082，600円 3連単： 70，438，300円 計： 290，153，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 140円 � 160円 枠 連（5－6） 330円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 820円

ワ イ ド �� 210円 �� 260円 �� 430円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，010円

票 数

単勝票数 計 263311 的中 � 86873（1番人気）
複勝票数 計 345901 的中 � 118143（1番人気）� 53623（2番人気）� 40958（3番人気）
枠連票数 計 76604 的中 （5－6） 17955（1番人気）
馬連票数 計 364449 的中 �� 59666（1番人気）
馬単票数 計 166856 的中 �� 15188（1番人気）
ワイド票数 計 359203 的中 �� 48495（1番人気）�� 35838（2番人気）�� 18415（4番人気）
3連複票数 計 620826 的中 ��� 56062（1番人気）
3連単票数 計 704383 的中 ��� 16922（1番人気）

ハロンタイム 6．7―11．0―12．4―12．9―12．8―12．6―12．9―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．7―30．1―43．0―55．8―1：08．4―1：21．3―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

ヴ ェ ノ ム �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 Smart Strike デビュー 2021．1．16 中京11着

2018．5．21生 牡3鹿 母 マーヴェリックス 母母 エ ル ノ ヴ ァ 7戦1勝 賞金 12，470，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマジュンデイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月13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 ズーム号・ラストストーリー号

16016 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2日 第4競走 2，000�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
1：58．6
1：56．1

良
良

811 グッドラベリング 牝3栗 54 池添 謙一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 424－ 22：00．3 11．6�
56 ステイブルアスク 牝3栗 54 坂井 瑠星廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 420＋ 6 〃 ハナ 23．8�
67 ロ ゼ ッ ト 牝3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心飯田 良枝氏 高橋 義忠 新ひだか 千代田牧場 410± 02：00．51� 5．5�
22 ドリームアゲイン 牝3鹿 54 藤岡 佑介前田 幸治氏 田中 克典 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446－122：00．6クビ 7．0�
44 アースフレア 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 22：00．7� 6．2	
710 デルマキッショウ 牝3鹿 54 吉田 隼人浅沼 廣幸氏 友道 康夫 浦河 辻 牧場 468± 0 〃 クビ 4．3

68 マスカリンラン 牝3黒鹿54 丹内 祐次岡村 善行氏 尾形 和幸 新ひだか 西村牧場 466－ 42：01．23 137．8�
33 メイショウイナホ 牝3鹿 54 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 496＋ 82：01．3クビ 9．4�
812 スカーレットテイル 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹 �社台レースホース高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 392－ 62：01．51� 26．5
79 テイケイラウレア 牝3鹿 54 団野 大成兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B444± 02：01．6� 4．2�
11 ブライドピーク 牝3栗 54

51 ▲小沢 大仁�G1レーシング 池江 泰寿 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 404± 02：02．02� 54．6�

55 ハ デ コ 牝3栗 54
50 ★永島まなみケーエスHD 新谷 功一 新ひだか 前谷 武志 366＋102：06．5大差 182．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，074，600円 複勝： 37，468，100円 枠連： 7，351，900円
馬連： 39，173，900円 馬単： 17，992，300円 ワイド： 36，809，000円
3連複： 58，681，500円 3連単： 69，317，100円 計： 294，868，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 310円 � 530円 � 200円 枠 連（5－8） 7，060円

馬 連 �� 13，040円 馬 単 �� 21，410円

ワ イ ド �� 3，890円 �� 840円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 21，310円 3 連 単 ��� 148，680円

票 数

単勝票数 計 280746 的中 � 19246（7番人気）
複勝票数 計 374681 的中 � 31066（6番人気）� 16036（8番人気）� 56249（3番人気）
枠連票数 計 73519 的中 （5－8） 807（21番人気）
馬連票数 計 391739 的中 �� 2327（34番人気）
馬単票数 計 179923 的中 �� 630（65番人気）
ワイド票数 計 368090 的中 �� 2366（34番人気）�� 11818（11番人気）�� 4278（27番人気）
3連複票数 計 586815 的中 ��� 2065（67番人気）
3連単票数 計 693171 的中 ��� 338（441番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．7―12．5―12．4―12．2―12．1―11．9―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．2―22．9―34．6―47．1―59．5―1：11．7―1：23．8―1：35．7―1：47．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グッドラベリング �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．10．11 京都4着

2018．3．16生 牝3栗 母 サンシャイン 母母 バルドウィナ 4戦1勝 賞金 6，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハデコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年8月13日まで平地競走に出走

できない。



16017 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2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

45 トーセンサンダー 牡2青鹿54 丹内 祐次島川 �哉氏 杉浦 宏昭 日高 有限会社 エ
スティファーム 472 ―1：08．9レコード 43．8�

11 グラスミヤラビ 牝2黒鹿54 団野 大成半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 462 ― 〃 クビ 63．0�
44 アスターヘキサゴン 牡2栗 54 和田 竜二加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 天羽牧場 464 ―1：09．53� 9．6�
22 グットディール 牡2鹿 54 吉田 隼人安原 浩司氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 478 ―1：09．81� 1．5�
711 ペルペテュエル 牡2鹿 54 勝浦 正樹落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 モリナガファーム 458 ―1：09．9� 87．3	
56 フォーネリー 牝2栗 54 岩田 康誠ディアレスト 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 386 ―1：10．22 72．3

57 トーセンビースト 牡2栗 54 丸山 元気島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 450 ―1：10．3� 67．8�
33 フレッシュラムール 牝2黒鹿54 �島 克駿吉田 晴哉氏 斎藤 誠 安平 追分ファーム 432 ―1：10．93� 18．9�
68 スマイルバック 牝2青 54 横山 和生ライオンレースホース 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464 ―1：11．0� 12．1�
69 シ ズ オ ウ 牝2鹿 54

52 △秋山 稔樹由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 440 ― 〃 クビ 111．2�
813 ショットオブザデイ 牡2鹿 54 竹之下智昭服部健太郎氏 四位 洋文 日高 白井牧場 436 ―1：11．21� 136．9�
812 ハマーフェイス 牡2鹿 54 池添 謙一 STレーシング 渡辺 薫彦 新ひだか チャンピオンズファーム 442 ―1：11．41 4．8�
710 ギンノアメガフル 牡2鹿 54

51 ▲横山 琉人髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 452 ―1：11．93 22．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 55，243，600円 複勝： 83，268，500円 枠連： 7，601，200円
馬連： 45，587，600円 馬単： 28，979，400円 ワイド： 45，805，800円
3連複： 69，186，800円 3連単： 109，438，700円 計： 445，111，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，380円 複 勝 � 1，420円 � 2，390円 � 430円 枠 連（1－4） 13，260円

馬 連 �� 67，040円 馬 単 �� 108，670円

ワ イ ド �� 9，670円 �� 1，900円 �� 4，070円

3 連 複 ��� 72，370円 3 連 単 ��� 755，640円

票 数

単勝票数 計 552436 的中 � 10690（7番人気）
複勝票数 計 832685 的中 � 14988（7番人気）� 8670（9番人気）� 55832（3番人気）
枠連票数 計 76012 的中 （1－4） 444（25番人気）
馬連票数 計 455876 的中 �� 527（60番人気）
馬単票数 計 289794 的中 �� 200（99番人気）
ワイド票数 計 458058 的中 �� 1205（52番人気）�� 6343（18番人気）�� 2891（32番人気）
3連複票数 計 691868 的中 ��� 717（123番人気）
3連単票数 計1094387 的中 ��� 105（800番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．4―11．4―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．2―45．6―56．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．1―3F34．7
3 4，5（2，10）（1，8，12）（6，11）－（9，13）－7－3 4 ・（4，5）2（1，10）（8，12）11，6－（9，13）7，3

勝馬の
紹 介

トーセンサンダー �
�
父 トーセンファントム �

�
母父 エンパイアメーカー 初出走

2019．3．17生 牡2青鹿 母 カグラグレイス 母母 カ グ ラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※出走取消馬 チェンジザワールド号（疾病〔疝痛〕のため）

16018 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2日 第6競走 1，800�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
1：45．7
1：43．9

良
良

11 ハイエログリフ 牝3黒鹿54 和田 竜二 �カナヤマホール
ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 434＋101：46．7 8．4�

813 サトノディーバ 牝3黒鹿54 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 476－ 81：47．01� 3．3�
711 カ タ リ ー ナ 牝3鹿 54 藤岡 佑介近藤 英子氏 松下 武士 洞�湖 レイクヴィラファーム 444＋ 61：47．21� 22．2�
33 フェイトリッパー 牡3鹿 56 吉田 隼人鈴木 康弘氏 新谷 功一 新ひだか 武 牧場 470± 01：47．41 4．1�
710 ウォリアープライド 牡3鹿 56 横山 和生名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 470＋24 〃 クビ 13．4�
56 ハクシンパーソナル 牡3鹿 56 松田 大作新井原 博氏 清水 久詞 新冠 川上牧場 462－ 61：47．5� 37．1	
812 レ ヴ ォ リ オ 牡3鹿 56 �島 克駿 �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 476＋ 21：47．71� 10．2

57 シグナステソーロ 牡3青鹿 56

54 △秋山 稔樹了德寺健二ホール
ディングス� 加藤士津八 新ひだか 片山牧場 482＋ 8 〃 ハナ 12．5�

69 ムラサメマル 牡3鹿 56 丹内 祐次高橋 文男氏 尾形 和幸 日高 藤本ファーム 454－ 41：48．01� 27．5�
45 モデュロール 牡3青鹿56 団野 大成 シルクレーシング 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：48．31� 49．8�
22 ヴィクトールアイ 牝3鹿 54 原田 和真 コスモヴューファーム 奥平 雅士 日高 沖田牧場 480＋ 61：48．83 18．8�
68 フェアビアンカ 牝3青鹿54 横山 武史 キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 472＋ 81：49．01 6．4�
44 ボ タ ニ ス ト 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁金子真人ホール
ディングス� 国枝 栄 日高 白井牧場 B482－ 21：49．21� 158．1�

（13頭）

売 得 金
単勝： 24，519，600円 複勝： 40，080，100円 枠連： 7，659，200円
馬連： 39，487，700円 馬単： 17，171，700円 ワイド： 38，288，000円
3連複： 61，881，600円 3連単： 69，373，100円 計： 298，461，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 840円 複 勝 � 290円 � 140円 � 590円 枠 連（1－8） 1，400円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 4，040円

ワ イ ド �� 710円 �� 3，020円 �� 1，210円

3 連 複 ��� 9，370円 3 連 単 ��� 47，670円

票 数

単勝票数 計 245196 的中 � 23122（4番人気）
複勝票数 計 400801 的中 � 32210（5番人気）� 99899（1番人気）� 13191（10番人気）
枠連票数 計 76592 的中 （1－8） 4217（6番人気）
馬連票数 計 394877 的中 �� 19549（4番人気）
馬単票数 計 171717 的中 �� 3182（11番人気）
ワイド票数 計 382880 的中 �� 14409（5番人気）�� 3126（41番人気）�� 8097（12番人気）
3連複票数 計 618816 的中 ��� 4950（36番人気）
3連単票数 計 693731 的中 ��� 1055（156番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―23．4―34．9―46．7―58．6―1：10．4―1：22．4―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ハイエログリフ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Street Cry デビュー 2021．4．3 阪神9着

2018．2．21生 牝3黒鹿 母 シ ラ バ リ ー 母母 Beta 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔3走成績による出走制限〕 ムラサメマル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月13日まで平地競走に出走できな

い。
※出走取消馬 キングオブマリア号（疾病〔右前肢跛行〕のため）



16019 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2日 第7競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （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

44 コーリングローリー 牡4栗 57 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 田端牧場 444± 0 59．7 10．9�
55 � エ ル ズ リ ー 牝5栗 55 坂井 瑠星 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 米 Springlan
d Farm 518－ 5 〃 ハナ 11．5�

11 ヨドノゴールド 牡3鹿 54
51 ▲小沢 大仁海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 456＋ 8 59．8� 2．5�

56 � トミケンプロズバ 牡5栗 57 丹内 祐次杉山 元洋氏 古賀 史生 新ひだか 大滝 康晴 498± 0 〃 アタマ 56．8�
33 ナイトコマンダー 牡4鹿 57

54 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム 478－ 4 59．9� 22．6�
812 アイアムスゴスギル 牡4栗 57

53 ★永島まなみ堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 B488± 01：00．21	 6．3	
68 シルヴァーメテオ 牡7芦 57

55 △秋山 稔樹ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 494－261：00．41
 56．0

811 サーストンネイジュ 牝5芦 55 岩田 康誠玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 470－ 61：00．5クビ 5．3�
79 サウンドブライアン 牡3芦 54

52 △泉谷 楓真増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 482＋101：00．81	 8．0�
67 � スマートエリス 牝5栗 55

54 ☆亀田 温心大川 徹氏 尾関 知人 浦河 杵臼牧場 B504＋ 61：01．54 30．1
710� ガビーズメモリー 牝5黒鹿55 黛 弘人長島 和彦氏 藤原 辰雄 日高 沖田牧場 B490＋ 21：02．13� 16．2�
22 � キュウドウクン 牡5鹿 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 476－ 21：02．42 23．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 28，240，900円 複勝： 34，899，300円 枠連： 8，834，600円
馬連： 35，644，800円 馬単： 17，659，600円 ワイド： 35，666，300円
3連複： 58，491，200円 3連単： 72，060，700円 計： 291，497，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 270円 � 320円 � 140円 枠 連（4－5） 3，440円

馬 連 �� 4，610円 馬 単 �� 8，960円

ワ イ ド �� 1，330円 �� 750円 �� 740円

3 連 複 ��� 5，230円 3 連 単 ��� 41，390円

票 数

単勝票数 計 282409 的中 � 20554（5番人気）
複勝票数 計 348993 的中 � 28720（5番人気）� 23679（6番人気）� 83128（1番人気）
枠連票数 計 88346 的中 （4－5） 1990（12番人気）
馬連票数 計 356448 的中 �� 5988（19番人気）
馬単票数 計 176596 的中 �� 1478（35番人気）
ワイド票数 計 356663 的中 �� 6685（17番人気）�� 12455（7番人気）�� 12657（6番人気）
3連複票数 計 584912 的中 ��� 8373（15番人気）
3連単票数 計 720607 的中 ��� 1262（138番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―34．7―47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コーリングローリー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2020．3．8 中山1着

2017．3．5生 牡4栗 母 ヤ ヤ ラ ー ラ 母母 ヒアズホーピング 13戦2勝 賞金 19，600，000円
〔発走状況〕 スマートエリス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 スマートエリス号は，発走調教再審査。

16020 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （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
1：40．9
1：40．9

重
重

46 サトノロイヤル 牡3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 B492＋ 41：46．1 3．5�
33 ペイシャクェーサー 牝3鹿 52

50 △秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 472＋101：46．52� 6．5�
34 リアルシング 牡4黒鹿57 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 524－ 41：47．13� 11．2�
57 � メリディアン 牝4鹿 55 中井 裕二 �ロードホースクラブ 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 442＋161：47．52� 42．6�
22 フームスムート 牡4黒鹿57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 522＋14 〃 ハナ 14．9�
711 トップザビル 牝3栗 52 吉田 隼人吉田 千津氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 420－101：48．13� 8．7	
45 サダムラピュタ 牡6黒鹿 57

56 ☆亀田 温心大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B470－ 61：48．2クビ 11．7

712 エスキシータ 牝5黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁吉田 晴哉氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B474－ 2 〃 クビ 39．3�

58 イ グ ナ ー ツ 牡5鹿 57
54 ▲横山 琉人前田 晋二氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486－ 41：48．51� 69．7�
11 ショウリノカンパイ 牝3鹿 52 横山 和生平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 468－ 41：48．71� 2．8
813� ラレーヌデュバル 牝4鹿 55

51 ★永島まなみ前田 幸治氏 新谷 功一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 478＋ 2 〃 クビ 195．6�

69 マーチリリー 牝3青鹿52 �島 克駿手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 494＋ 61：50．6大差 37．6�
610 イッツオーライト �4栗 57 菱田 裕二田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 448－20 〃 アタマ 244．3�
814 キララアモーレ 牝5栗 55 団野 大成 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 浦河 辻 牧場 492＋121：51．66 139．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，132，900円 複勝： 41，369，100円 枠連： 8，467，600円
馬連： 46，411，800円 馬単： 19，733，900円 ワイド： 42，166，600円
3連複： 72，714，700円 3連単： 82，564，800円 計： 342，561，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 190円 � 300円 枠 連（3－4） 580円

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 2，180円

ワ イ ド �� 460円 �� 750円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 4，970円 3 連 単 ��� 18，720円

票 数

単勝票数 計 291329 的中 � 65174（2番人気）
複勝票数 計 413691 的中 � 81156（2番人気）� 57779（3番人気）� 28558（7番人気）
枠連票数 計 84676 的中 （3－4） 11230（2番人気）
馬連票数 計 464118 的中 �� 25398（4番人気）
馬単票数 計 197339 的中 �� 6770（6番人気）
ワイド票数 計 421666 的中 �� 25143（3番人気）�� 14269（9番人気）�� 6967（17番人気）
3連複票数 計 727147 的中 ��� 10971（19番人気）
3連単票数 計 825648 的中 ��� 3196（52番人気）

ハロンタイム 6．9―11．1―12．3―12．7―12．4―12．2―12．5―12．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．3―43．0―55．4―1：07．6―1：20．1―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F38．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

サトノロイヤル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．8．8 新潟4着

2018．2．14生 牡3鹿 母 カネトシキフジン 母母 シュペリユール 6戦2勝 賞金 17，100，000円
〔その他〕 キララアモーレ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔鼻出血による出走制限〕 キララアモーレ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年7月13日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 タマモヒメギミ号
（非抽選馬） 3頭 ウインレゼルヴ号・タンカノキミ号・ハイラブハンター号



16021 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2日 第9競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走14時15分 （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
1：07．5
1：06．5

良
良

612 テ リ ー ヌ 牝3鹿 52
50 △泉谷 楓真三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 416＋ 61：08．5 7．5�

816 レ コ レ ー タ 牝3栗 52 池添 謙一 �サンデーレーシング 中舘 英二 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 482＋ 8 〃 クビ 9．2�

12 ブルメンダール 牡3青 54 横山 武史 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 458± 01：08．6クビ 2．7�
59 ショウナンラスボス 牡3栗 54 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 468－ 2 〃 クビ 3．4�
48 ブロンズレッド 牡3栗 54 団野 大成下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 518－ 61：08．81� 14．9�
47 � ブラックアーシャ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹古賀 和夫氏 和田正一郎 新ひだか 坂本 春雄 496＋ 21：08．9� 18．2	
714 テリオスヒメ 牝4鹿 55

53 △秋山 稔樹鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 446＋ 61：09．11� 76．0

11 	 オンラインドリーム 牝3黒鹿 52

49 ▲小沢 大仁吉田 千津氏 武 幸四郎 英 Teruya
Yoshida 410－ 6 〃 クビ 8．9�

713 テーオーソクラテス 牡4鹿 57 坂井 瑠星小笹 公也氏 奥村 豊 日高 ヤナガワ牧場 B444－ 41：09．41
 60．8�
510 マイネルテナシャス 牡4青鹿57 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 萱野 浩二 新冠 ビッグレッドファーム 474－ 21：09．5クビ 64．7�
815	 ア ス カ ロ ン 牡3鹿 54 岩田 康誠小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family

Stables, LLC 476－ 41：09．61 85．9�
36 ヴィクトリアポデル 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B502－ 61：09．7� 71．0�
611� ト ッ プ ギ ア 牡6鹿 57

55 △山田 敬士 アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 448＋ 41：10．01
 374．4�
23 セイウンノウヒメ 牝3青 52

49 ★永島まなみ西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 �川 啓一 464＋141：10．32 59．6�
24 � ファストーゾ 牝4鹿 55 �島 克駿小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 B508＋ 81：10．72� 33．9�

（15頭）
35 タイセイレフィーノ 牝4鹿 55 横山 和生田中 成奉氏 森田 直行 登別 登別上水牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 36，036，000円 複勝： 44，716，100円 枠連： 9，795，800円
馬連： 53，234，000円 馬単： 23，157，100円 ワイド： 49，828，300円
3連複： 83，750，500円 3連単： 101，385，300円 計： 401，903，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 750円 複 勝 � 200円 � 260円 � 140円 枠 連（6－8） 3，880円

馬 連 �� 4，090円 馬 単 �� 8，380円

ワ イ ド �� 1，230円 �� 400円 �� 700円

3 連 複 ��� 3，600円 3 連 単 ��� 28，020円

票 数

単勝票数 計 360360 的中 � 38062（3番人気）
複勝票数 計 447161 的中 � 55456（3番人気）� 36807（5番人気）� 101162（1番人気）
枠連票数 計 97958 的中 （6－8） 1953（13番人気）
馬連票数 計 532340 的中 �� 10083（14番人気）
馬単票数 計 231571 的中 �� 2072（28番人気）
ワイド票数 計 498283 的中 �� 9731（13番人気）�� 34124（2番人気）�� 18025（7番人気）
3連複票数 計 837505 的中 ��� 17421（7番人気）
3連単票数 計1013853 的中 ��� 2623（83番人気）

ハロンタイム 11．8―10．6―10．9―11．3―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．4―33．3―44．6―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

テ リ ー ヌ �
�
父 ダノンシャーク �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．10．11 京都5着

2018．5．3生 牝3鹿 母 ピサノグレース 母母 ブルックリンハイツ 8戦2勝 賞金 17，300，000円
〔出走取消〕 タイセイレフィーノ号は，疾病〔左後肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔制裁〕 オンラインドリーム号の騎手小沢大仁は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）

テリオスヒメ号の騎手秋山稔樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番・15
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 アメリカンニーニャ号・サンマルセレッソ号

16022 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2日 第10競走 ��1，800�
と か ち だ け

十 勝 岳 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，330，000
1，330，000

円
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

1：45．7
1：43．9

良
良

813 ミスミルドレッド 牝4黒鹿55 池添 謙一丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 442＋ 21：46．9 2．9�
56 グレースオブナイル 牝4鹿 55 吉田 隼人 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 448＋ 4 〃 クビ 14．9�
22 ロックオンエイム 牝3黒鹿52 横山 和生 �京都ホースレーシング 奥村 武 新ひだか 飛野牧場 456＋ 81：47．32 4．2�
33 マイタイムオブデイ 牝5栗 55 松田 大作 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：47．4� 32．7�
45 ブルームスベリー 牝4鹿 55 横山 武史 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム 458＋16 〃 同着 4．9	
68 イッツユアタイム 牝3鹿 52 �島 克駿百瀬 裕規氏 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 458＋ 41：47．61	 5．3

710
 タ カ ン ナ 牝4栗 55 黛 弘人合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 428＋ 21：47．7	 86．8�
57 アメリカンウェイク 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �キャロットファーム 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 492－ 41：47．91� 12．1�
812 キュンストラー 牝3芦 52 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鹿戸 雄一 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 386－ 41：48．11� 37．6

11 
 シューラヴァーグ 牝4黒鹿55 川又 賢治�ヒダカファーム畑端 省吾 浦河 ヒダカフアーム 444＋ 6 〃 クビ 50．2�
711
 レッドエーデル 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �東京ホースレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 458＋201：48．52	 55．2�
44 ジェラペッシュ 牝4鹿 55 丸山 元気柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 B454－ 41：48．6アタマ 40．9�
69 ラスティングラヴ 牝4鹿 55 坂井 瑠星水上ふじ子氏 安達 昭夫 浦河 笠松牧場 512± 01：49．87 82．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 35，611，900円 複勝： 46，513，800円 枠連： 11，061，700円
馬連： 69，826，700円 馬単： 27，758，500円 ワイド： 51，024，900円
3連複： 102，588，700円 3連単： 132，574，200円 計： 476，960，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 290円 � 170円 枠 連（5－8） 730円

馬 連 �� 2，530円 馬 単 �� 3，640円

ワ イ ド �� 710円 �� 320円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 2，860円 3 連 単 ��� 18，790円

票 数

単勝票数 計 356119 的中 � 95877（1番人気）
複勝票数 計 465138 的中 � 114095（1番人気）� 31726（6番人気）� 67501（4番人気）
枠連票数 計 110617 的中 （5－8） 11638（2番人気）
馬連票数 計 698267 的中 �� 21382（10番人気）
馬単票数 計 277585 的中 �� 5712（14番人気）
ワイド票数 計 510249 的中 �� 17594（8番人気）�� 45314（2番人気）�� 11672（14番人気）
3連複票数 計1025887 的中 ��� 26878（9番人気）
3連単票数 計1325742 的中 ��� 5113（56番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．7―11．9―12．0―12．0―11．8―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―35．6―47．5―59．5―1：11．5―1：23．3―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミスミルドレッド �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ステイゴールド デビュー 2019．10．15 東京2着

2017．2．3生 牝4黒鹿 母 メジロミドウ 母母 メジロサンドラ 15戦2勝 賞金 38，856，000円



16023 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第28回函館スプリントステークス（ＧⅢ）

発走15時25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3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎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）

賞 品
本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

714 ビ ア ン フ ェ 	4鹿 56 藤岡 佑介前田 幸貴氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ 560＋121：07．6 8．0�

816 カ レ ン モ エ 牝5芦 54 
島 克駿鈴木 隆司氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 462＋ 4 〃 クビ 2．9�
47 ミッキーブリランテ 牡5鹿 56 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 ハナ 7．9�
510 ジョーアラビカ 牡7芦 56 横山 和生上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 502＋ 41：07．7クビ 43．2�
48 カ ツ ジ 牡6鹿 57 岩田 康誠 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 490－16 〃 アタマ 26．6�
35 ケープコッド 牝4黒鹿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 478－ 2 〃 クビ 7．7	
12 マイネルアルケミー 牡5栗 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 474－ 61：07．8クビ 43．0

611 コントラチェック 牝5黒鹿55 丸山 元気 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 480± 01：08．01� 10．5�
23 シゲルピンクルビー 牝3栗 50 泉谷 楓真森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 462± 01：08．1� 6．3
612 ロードアクア 牡5鹿 56 田中 健 �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 470－ 2 〃 ハナ 108．9�
11 アスタールビー 牝5鹿 54 池添 謙一加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 452＋16 〃 ハナ 16．6�
59 タイセイアベニール 牡6鹿 56 小崎 綾也田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 490－ 2 〃 ハナ 21．5�
36 リ ン ゴ ア メ 牝3黒鹿50 秋山 稔樹 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 21：08．2クビ 46．1�
713 センショウユウト 牡6鹿 56 中井 裕二川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B478－ 81：08．41 86．8�
815 アルピニズム 牡4鹿 56 団野 大成吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 496－ 21：08．61 61．2�
24 ジャスティン 牡5栗 58 坂井 瑠星小田 吉男氏 矢作 芳人 日高 天羽 禮治 496 1：09．45 29．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 183，333，000円 複勝： 241，981，000円 枠連： 82，684，800円
馬連： 559，136，300円 馬単： 190，046，900円 ワイド： 391，374，100円
3連複： 1，160，770，500円 3連単： 1，253，492，800円 計： 4，062，819，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 260円 � 130円 � 240円 枠 連（7－8） 840円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，480円

ワ イ ド �� 450円 �� 1，220円 �� 560円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 15，280円

票 数

単勝票数 計1833330 的中 � 183320（5番人気）
複勝票数 計2419810 的中 � 198091（5番人気）� 648945（1番人気）� 222848（4番人気）
枠連票数 計 826848 的中 （7－8） 75914（1番人気）
馬連票数 計5591363 的中 �� 425720（1番人気）
馬単票数 計1900469 的中 �� 57357（7番人気）
ワイド票数 計3913741 的中 �� 233361（1番人気）�� 77258（12番人気）�� 181387（4番人気）
3連複票数 計11607705 的中 ��� 291761（5番人気）
3連単票数 計12534928 的中 ��� 59465（28番人気）

ハロンタイム 11．7―10．3―10．8―11．1―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―22．0―32．8―43．9―55．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ビ ア ン フ ェ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2019．6．16 函館2着

2017．4．29生 	4鹿 母 ル シ ュ ク ル 母母 アジアンミーティア 11戦4勝 賞金 148，577，000円
※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。
（非当選馬） 1頭 スギノヴォルケーノ号
（非抽選馬） 5頭 イッツクール号・ギルデッドミラー号・コロラトゥーレ号・ナランフレグ号・ルッジェーロ号

16024 6月13日 晴 良 （3札幌1） 第2日 第12競走 1，700�
そ う え ん

桑 園 特 別
発走16時05分 （ダート・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 231，000円 66，000円 33，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

89 ペイシャキュウ 牝5鹿 55 秋山 稔樹北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 440± 01：45．5 6．0�
22 フルデプスリーダー 牡4鹿 57 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 494＋101：46．35 1．8�
810 グラスデスティーノ 牡4鹿 57 松田 大作半沢� 牧 光二 新ひだか 松田牧場 B486＋ 21：47．15 17．1�
44 グリニッジシチー �5栗 57 丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット 472＋ 4 〃 クビ 25．9�
33 ロンドンデリーエア 牡4栗 57 藤岡 佑介 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 464＋ 21：47．2クビ 4．4	
66 ナ リ ス 牝5鹿 55 団野 大成萩 英男氏 今野 貞一 日高 中川 哲也 480－ 21：47．3� 13．3

77 � オーバーリミット 牡4鹿 57 亀田 温心 �吉澤ホールディングス 宮本 博 浦河 辻 牧場 498＋ 61：47．72� 26．0�
78 � ブリッツシュラーク 牡7芦 57 �島 克駿前田 幸貴氏 杉山 佳明 新冠 株式会社

ノースヒルズ 480－ 61：47．8� 139．0�
55 メイショウフォイル 牡4鹿 57 和田 竜二松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 赤田牧場 518＋ 81：49．28 16．6
11 サウンドサンビーム 牡4黒鹿57 吉田 隼人増田 雄一氏 安達 昭夫 浦河 三嶋牧場 490＋ 21：50．05 27．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 62，193，200円 複勝： 85，077，900円 枠連： 15，786，500円
馬連： 98，748，100円 馬単： 55，656，500円 ワイド： 80，144，400円
3連複： 157，627，100円 3連単： 308，228，300円 計： 863，462，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 110円 � 260円 枠 連（2－8） 380円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，670円

ワ イ ド �� 250円 �� 980円 �� 490円

3 連 複 ��� 2，050円 3 連 単 ��� 13，140円

票 数

単勝票数 計 621932 的中 � 81648（3番人気）
複勝票数 計 850779 的中 � 91908（3番人気）� 429580（1番人気）� 41327（5番人気）
枠連票数 計 157865 的中 （2－8） 31436（1番人気）
馬連票数 計 987481 的中 �� 147602（2番人気）
馬単票数 計 556565 的中 �� 24926（6番人気）
ワイド票数 計 801444 的中 �� 92499（2番人気）�� 18538（15番人気）�� 40556（5番人気）
3連複票数 計1576271 的中 ��� 57402（6番人気）
3連単票数 計3082283 的中 ��� 16996（40番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―11．7―12．6―12．9―12．7―13．0―12．4―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．6―42．2―55．1―1：07．8―1：20．8―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペイシャキュウ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2019．2．10 東京6着

2016．5．4生 牝5鹿 母 マ マ キ ジ ャ 母母 サ ヤ カ 20戦3勝 賞金 58，685，000円
※出走取消馬 フクノワイルド号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

３レース目



（3札幌1）第2日 6月13日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

228，240，000円
1，730，000円
20，720，000円
1，590，000円
27，190，000円
66，857，500円
4，617，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
559，920，700円
771，970，100円
183，969，300円
1，111，904，800円
456，429，400円
896，773，500円
2，032，198，600円
2，421，327，500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 8，434，493，900円

総入場人員 1，375名 （有料入場人員 1，327名）
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