
16049 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5日 第1競走 ��1，200�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
1：07．9
1：07．5

良
良

11 リ ト ス 牝2鹿 54
53 ☆亀田 温心ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 404± 01：09．0 3．4�

46 ブッシュガーデン 牝2黒鹿54 吉田 隼人�須野牧場 武井 亮 栃木 恵比寿興業株式
会社那須野牧場 448－ 41：09．63� 1．5�

22 ナ バ ロ ン 牡2鹿 54 菱田 裕二�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 474± 0 〃 ハナ 12．7�
813 スマイルアップ 牝2芦 54 丹内 祐次馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 426＋ 41：09．7� 14．1	
57 ミスリチャード 牝2鹿 54

52 △泉谷 楓真小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 服部 牧場 410－ 61：10．23 57．8

58 ハイスペックマン 牡2鹿 54 坂井 瑠星柴原 榮氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 438－ 41：10．3� 90．3�
33 フォーネリー 牝2栗 54 黛 弘人ディアレスト 高橋 裕 新冠 オリエント牧場 380－ 6 〃 クビ 43．2�
45 ショットオブザデイ 牡2鹿 54

51 ▲小沢 大仁服部健太郎氏 四位 洋文 日高 白井牧場 442＋ 61：10．72� 191．9
712 シ ズ オ ウ 牝2鹿 54

52 △山田 敬士由井健太郎氏 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 442＋ 2 〃 クビ 192．8�
34 オーシンプラス 牡2黒鹿54 古川 吉洋大田 慎治氏 宮 徹 新ひだか 松本牧場 454＋ 61：10．8アタマ 76．2�
69 リブラソナチネ 牝2黒鹿54 大庭 和弥田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 村上 雅規 372＋ 21：11．01� 69．0�
610 ダイチスマイル 牡2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 428＋ 4 〃 ハナ 188．1�
814 ギンノアメガフル 牡2鹿 54 大野 拓弥髙瀬 真尚氏 相沢 郁 日高 本間牧場 456＋ 41：13．5大差 44．6�
711 アイノビューティー 牝2栗 54

50 ★永島まなみライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 浦河小林牧場 452± 01：14．03 134．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，908，400円 複勝： 66，131，000円 枠連： 8，632，500円
馬連： 37，412，000円 馬単： 26，574，500円 ワイド： 38，359，900円
3連複： 67，936，400円 3連単： 103，121，400円 計： 375，076，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（1－4） 210円

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 550円

ワ イ ド �� 120円 �� 350円 �� 230円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 2，370円

票 数

単勝票数 計 269084 的中 � 66168（2番人気）
複勝票数 計 661310 的中 � 80949（2番人気）� 464496（1番人気）� 30500（4番人気）
枠連票数 計 86325 的中 （1－4） 31654（1番人気）
馬連票数 計 374120 的中 �� 146283（1番人気）
馬単票数 計 265745 的中 �� 36152（2番人気）
ワイド票数 計 383599 的中 �� 113983（1番人気）�� 20132（5番人気）�� 34606（2番人気）
3連複票数 計 679364 的中 ��� 100848（1番人気）
3連単票数 計1031214 的中 ��� 31440（4番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．3―11．6―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．9―45．5―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リ ト ス �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．6．12 札幌2着

2019．4．8生 牝2鹿 母 カ ル デ ィ ア 母母 レディアーティスト 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔その他〕 アイノビューティー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕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。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ギンノアメガフル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月26日まで平地競

走に出走できない。

16050 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5日 第2競走 1，000�3歳未勝利
発走10時15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

710 メイショウエニシア 牝3青鹿 54
52 △泉谷 楓真松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 430＋ 2 59．3 2．7�

44 インディナート 牝3黒鹿 54
51 ▲小沢 大仁 KAJIMOTOホー

ルディングス� 浅見 秀一 新ひだか タガミファーム 434－ 21：00．25 13．4�
56 ハクサンタマテバコ 牝3栗 54 丹内 祐次河﨑 五市氏 武藤 善則 新ひだか 田湯牧場 446＋ 81：00．51� 6．8�
67 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 462－ 2 〃 クビ 12．3	
55 カフェリリー 牝3芦 54

52 △秋山 稔樹西川 光一氏 中舘 英二 新ひだか 三石橋本牧場 494＋ 21：00．6� 16．0

33 ア ヴ ォ カ ド 牝3鹿 54 横山 武史小田 吉男氏 武井 亮 新冠 芳住 鉄兵 B476＋ 4 〃 クビ 9．9�
11 デイジームーン 牝3栗 54 菱田 裕二�大樹ファーム 谷 潔 日高 千葉飯田牧場 442＋121：00．81� 5．6�
811 トーアアネラ 牝3鹿 54 小崎 綾也高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 456－ 61：01．11� 6．4
812 サザークブリッジ 牝3鹿 54 団野 大成�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 438＋ 21：01．2クビ 27．6�
68 スターリーソング 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心広尾レース� 高柳 大輔 新ひだか 金 球美 438＋141：01．51� 51．4�
22 ラヴィネルージュ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 的場 均 浦河 村下農場 438－ 4 〃 クビ 332．8�

79 サ ン ミ ラ ー 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 琉人諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 B434－ 61：01．81� 37．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 26，792，000円 複勝： 43，961，100円 枠連： 7，133，000円
馬連： 38，402，600円 馬単： 18，709，300円 ワイド： 40，599，900円
3連複： 63，798，900円 3連単： 72，952，400円 計： 312，349，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 280円 � 170円 枠 連（4－7） 1，850円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 600円 �� 380円 �� 1，360円

3 連 複 ��� 4，290円 3 連 単 ��� 19，720円

票 数

単勝票数 計 267920 的中 � 78435（1番人気）
複勝票数 計 439611 的中 � 109558（1番人気）� 30368（7番人気）� 66029（3番人気）
枠連票数 計 71330 的中 （4－7） 2988（10番人気）
馬連票数 計 384026 的中 �� 16645（7番人気）
馬単票数 計 187093 的中 �� 5216（9番人気）
ワイド票数 計 405999 的中 �� 17116（7番人気）�� 29357（1番人気）�� 7082（23番人気）
3連複票数 計 637989 的中 ��� 11150（15番人気）
3連単票数 計 729524 的中 ��� 2682（54番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―11．9―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．4―46．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウエニシア �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 バ ゴ デビュー 2020．11．28 阪神12着

2018．5．5生 牝3青鹿 母 ブリーズヴェール 母母 レディフューチャー 6戦1勝 賞金 9，700，000円
〔3走成績による出走制限〕 サンミラー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月26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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 スプリングローズ号

第１回 札幌競馬 第５日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



16051 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10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

810 オーホンブリック 牡3鹿 56 川又 賢治�ノースヒルズ 吉村 圭司 新冠 株式会社
ノースヒルズ 498－ 21：47．0 4．3�

66 ウォーターボンボン 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 466＋ 21：47．63� 2．0�
78 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 466－ 21：47．7� 9．6�
89 アトラスエース 牡3鹿 56 黛 弘人柳橋 俊昭氏 伊藤 伸一 新ひだか 桑嶋 峰雄 492＋ 61：47．8クビ 45．4�
77 クリノハーベスト 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 日西牧場 486－ 61：48．43� 57．8�
11 テンノリュウギ 牡3青鹿56 坂井 瑠星天白 泰司氏 新谷 功一 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514－ 81：48．82� 23．3	
55 ガ レ ア 牡3黒鹿 56

53 ▲横山 琉人 
フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム 468＋ 4 〃 クビ 16．7�
33 ヨリクンロード 牡3鹿 56

54 △秋山 稔樹辻子 依旦氏 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 504＋ 21：49．11� 31．9�
22 メイショウソウゴン 牡3栗 56 丹内 祐次松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 466－ 21：50．59 4．1
44 ニースバローズ 牝3栗 54

51 ▲小沢 大仁猪熊 広次氏 斎藤 誠 浦河 杵臼牧場 406＋ 41：53．1大差 69．5�
（10頭）

売 得 金
単勝： 27，944，100円 複勝： 36，918，300円 枠連： 5，411，300円
馬連： 33，121，300円 馬単： 18，635，800円 ワイド： 33，365，200円
3連複： 51，573，700円 3連単： 74，226，000円 計： 281，195，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 110円 � 180円 枠 連（6－8） 360円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 1，070円

ワ イ ド �� 230円 �� 440円 �� 290円

3 連 複 ��� 910円 3 連 単 ��� 3，680円

票 数

単勝票数 計 279441 的中 � 51625（3番人気）
複勝票数 計 369183 的中 � 57152（3番人気）� 126733（1番人気）� 37232（4番人気）
枠連票数 計 54113 的中 （6－8） 11383（1番人気）
馬連票数 計 331213 的中 �� 60313（1番人気）
馬単票数 計 186358 的中 �� 13017（3番人気）
ワイド票数 計 333652 的中 �� 40716（2番人気）�� 17273（6番人気）�� 29026（3番人気）
3連複票数 計 515737 的中 ��� 42185（2番人気）
3連単票数 計 742260 的中 ��� 14594（7番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―11．9―12．7―12．6―12．4―13．1―13．5―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．5―42．2―54．8―1：07．2―1：20．3―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

オーホンブリック �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 Medaglia d’Oro デビュー 2020．7．5 福島3着

2018．5．1生 牡3鹿 母 アンファミーユ 母母 Copper State 10戦1勝 賞金 10，780，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニースバローズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月26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〕 ニースバローズ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月26日まで平地競走に出走でき

ない。

16052 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5日 第4競走 1，500�3歳未勝利
発走11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
1：27．4
1：27．4

良
良

712 ジャンドゥーヤ 牝3青 54
53 ☆亀田 温心 �グリーンファーム小林 真也 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 428± 01：28．5 12．1�
57 トリプルフォー 牝3黒鹿54 坂井 瑠星�ジーホース 矢作 芳人 浦河 谷口牧場 432± 01：28．6� 20．6�
46 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 402＋ 41：28．7クビ 7．3�
34 シュアーヴアリア 牝3黒鹿54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 472－ 21：28．8� 3．0�
11 シーロンシャン 牝3黒鹿54 池添 謙一 �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 476＋ 2 〃 クビ 2．1	
45 キタノオーシャン 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁北所 直人氏 高木 登 浦河 谷川牧場 458＋ 21：28．9クビ 64．0

610 シャトワイエー 牝3栃栗 54

51 ▲小林 凌大 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 430－ 2 〃 ハナ 32．7�
813 ニシノカムイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 田上 徹 472＋14 〃 ハナ 35．8�
33 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 466＋ 21：29．21� 10．8
69 ルージュパルファン 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 376－ 41：29．62� 161．9�
22 ユリシスフライ 牝3鹿 54

51 ▲横山 琉人岡田 牧雄氏 松山 将樹 日高 滝本 健二 426± 01：29．81 370．2�
814 ワールドナカヤマ 牝3鹿 54

52 △山田 敬士�中山牧場 小手川 準 浦河 中山牧場 384＋ 61：29．9� 330．0�
711 トレンチタウン 牡3鹿 56 菱田 裕二 �ニッシンホール

ディングス 森田 直行 新ひだか チャンピオンズファーム 488＋161：30．21� 87．9�
58 ミチノシチリア 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ鈴木 道雄氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 462－ 61：33．4大差 458．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 34，939，000円 複勝： 37，876，900円 枠連： 7，789，700円
馬連： 39，481，900円 馬単： 20，306，600円 ワイド： 37，053，700円
3連複： 67，037，500円 3連単： 87，283，000円 計： 331，768，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，210円 複 勝 � 350円 � 370円 � 200円 枠 連（5－7） 10，110円

馬 連 �� 14，840円 馬 単 �� 22，560円

ワ イ ド �� 3，440円 �� 1，110円 �� 1，300円

3 連 複 ��� 18，570円 3 連 単 ��� 170，560円

票 数

単勝票数 計 349390 的中 � 23026（5番人気）
複勝票数 計 378769 的中 � 25986（5番人気）� 24336（6番人気）� 58086（3番人気）
枠連票数 計 77897 的中 （5－7） 597（20番人気）
馬連票数 計 394819 的中 �� 2061（27番人気）
馬単票数 計 203066 的中 �� 675（45番人気）
ワイド票数 計 370537 的中 �� 2697（29番人気）�� 8724（11番人気）�� 7431（14番人気）
3連複票数 計 670375 的中 ��� 2707（49番人気）
3連単票数 計 872830 的中 ��� 371（324番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．5―18．1―30．0―41．5―53．0―1：04．5―1：16．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．5

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

勝馬の
紹 介

ジャンドゥーヤ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．11．21 東京3着

2018．2．9生 牝3青 母 ツルマルオトメ 母母 メモリーズオブロニー 6戦1勝 賞金 6，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミチノシチリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月26日まで平地競走

に出走できない。



16053 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時05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
1：07．9
1：07．5

良
良

66 キングエルメス 牡2鹿 54 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 480 ―1：09．2 4．4�
11 カルネアサーダ 牝2芦 54

51 ▲小沢 大仁吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 442 ―1：09．52 25．7�
22 エ ル バ リ オ 牡2鹿 54 吉田 隼人 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494 ―1：09．71� 8．2�
77 ヴォルケニック 牡2栗 54 武 豊ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 458 ―1：09．8� 4．5�
55 セイウンプラチナ 牡2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 472 ―1：10．11� 6．8	
88 ロータスペトル 牡2鹿 54 横山 武史 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474 ―1：10．63 2．5

44 ヒルノショパン 牡2栗 54 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 446 ―1：10．81 22．8�
33 グランジャンブ 牡2鹿 54 黛 弘人 �コスモヴューファーム 鈴木慎太郎 青森 風ノ丘ファーム 470 ―1：12．07 105．6�

（8頭）

売 得 金
単勝： 43，810，700円 複勝： 37，038，800円 枠連： 発売なし
馬連： 37，711，100円 馬単： 22，966，400円 ワイド： 28，279，700円
3連複： 43，424，500円 3連単： 88，624，900円 計： 301，856，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 160円 � 510円 � 230円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 5，690円 馬 単 �� 8，320円

ワ イ ド �� 1，480円 �� 470円 �� 1，450円

3 連 複 ��� 7，110円 3 連 単 ��� 44，900円

票 数

単勝票数 計 438107 的中 � 82911（2番人気）
複勝票数 計 370388 的中 � 78158（2番人気）� 14599（7番人気）� 39962（5番人気）
馬連票数 計 377111 的中 �� 5128（18番人気）
馬単票数 計 229664 的中 �� 2068（28番人気）
ワイド票数 計 282797 的中 �� 4715（18番人気）�� 16615（7番人気）�� 4830（16番人気）
3連複票数 計 434245 的中 ��� 4576（25番人気）
3連単票数 計 886249 的中 ��� 1431（142番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．5―11．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．4―34．9―46．4―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．3
3 1，6（2，7）（3，8）4－5 4 ・（1，6）7（2，8）5－3，4

勝馬の
紹 介

キングエルメス 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 スペシャルウィーク 初出走

2019．2．5生 牡2鹿 母 ステラリード 母母 ウェルシュステラ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

16054 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時35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

57 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 418－ 22：00．7 2．9�
45 ホウオウリアリティ 牡3栗 56 大野 拓弥小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 22：01．02 3．0�
44 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 408－ 2 〃 クビ 4．8�
56 シーチェンジ 牝3栗 54 団野 大成吉田 晴哉氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 418－ 22：01．2� 60．6�
813 エーティーツヨシ 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁荒木 徹氏 四位 洋文 新ひだか 米田牧場 490＋ 6 〃 アタマ 11．4�
33 クリノサルベージ 牡3鹿 56 古川 吉洋栗本 博晴氏 藤岡 健一 様似 様似渡辺牧場 456± 02：01．3� 254．2	
22 ブリングトゥライフ 牝3鹿 54

52 △泉谷 楓真�G1レーシング 畑端 省吾 安平 追分ファーム 476＋102：01．61� 107．9

11 カ サ デ ガ 牡3芦 56 川又 賢治杉浦 和也氏 寺島 良 浦河 栄進牧場 454＋ 62：01．7� 13．2�
68 ブ ラ イ エ ス 牝3黒鹿54 国分 恭介�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 444－ 22：02．55 49．2�
710 マイネルスキーブ 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 62：02．71� 12．9
69 ラジェドール 牡3芦 56

54 △秋山 稔樹根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム B498± 02：02．8クビ 74．7�
711 マッソニアーナ 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ水野 淳氏 松下 武士 日高 中前牧場 460＋ 62：03．54 15．3�
812 ライヴビスケット 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大澤田 孝之氏 尾形 和幸 日高 宝寄山 拓樹 498＋ 62：04．88 317．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 28，067，600円 複勝： 36，567，400円 枠連： 7，593，800円
馬連： 35，211，600円 馬単： 16，310，700円 ワイド： 33，973，100円
3連複： 55，290，500円 3連単： 69，829，800円 計： 282，844，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 130円 � 130円 枠 連（4－5） 300円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，110円

ワ イ ド �� 220円 �� 230円 �� 260円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 2，900円

票 数

単勝票数 計 280676 的中 � 75877（1番人気）
複勝票数 計 365674 的中 � 70668（3番人気）� 71854（2番人気）� 76801（1番人気）
枠連票数 計 75938 的中 （4－5） 19111（1番人気）
馬連票数 計 352116 的中 �� 53010（1番人気）
馬単票数 計 163107 的中 �� 11019（2番人気）
ワイド票数 計 339731 的中 �� 40849（1番人気）�� 37242（2番人気）�� 32166（3番人気）
3連複票数 計 552905 的中 ��� 67985（1番人気）
3連単票数 計 698298 的中 ��� 17410（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．8―35．8―48．1―1：00．7―1：12．7―1：24．6―1：36．7―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ステイブルアスク �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2021．4．24 新潟12着

2018．4．12生 牝3栗 母 トレノエンジェル 母母 アスクコマンダー 3戦1勝 賞金 7，100，000円
※シーチェンジ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



16055 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5日 第7競走 1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時05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

68 スイートアリエス 牝3鹿 52
49 ▲横山 琉人前田 清二氏 青木 孝文 日高 シンボリ牧場 464＋18 59．0 13．2�

56 コ ウ イ チ 牡4芦 57 吉田 隼人桂土地� 庄野 靖志 新冠 森永 聡 494－ 4 59．32 3．3�
44 � ス テ ラ ー タ 牝4栗 55 武 豊小菅 定雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 478＋ 4 59．4� 6．2�
11 � 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 502＋ 4 59．5クビ 15．0�
79 ベ ラ ー ル 牡4黒鹿57 団野 大成安原 浩司氏 武 幸四郎 浦河 三嶋牧場 498＋18 59．6� 12．2�
22 ナイトコマンダー 牡4鹿 57 大野 拓弥田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム 482＋ 4 〃 クビ 29．9	
55 ヨドノゴールド 牡3鹿 54

51 ▲小林 凌大海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 452－ 4 〃 クビ 3．3

812� カテドラルロック 牝4栗 55

53 △山田 敬士ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 424＋ 6 59．81 114．0�
710 サブロンカズマ 牡3鹿 54

51 ▲小沢 大仁合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：00．01� 5．8�
811 シルヴァーメテオ 牡7芦 57 菊沢 一樹ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 498＋ 41：00．32 159．5
33 マーチリリー 牝3青鹿 52

49 ★永島まなみ手嶋 美季氏 牧浦 充徳 浦河 谷口牧場 B492－ 21：00．61� 43．4�
67 サノノショウグン �7栗 57

55 △秋山 稔樹佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 B454＋ 41：00．7� 43．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，192，300円 複勝： 45，266，700円 枠連： 8，352，200円
馬連： 40，018，100円 馬単： 21，244，700円 ワイド： 40，204，500円
3連複： 63，122，500円 3連単： 80，384，100円 計： 330，785，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，320円 複 勝 � 360円 � 150円 � 180円 枠 連（5－6） 1，070円

馬 連 �� 2，050円 馬 単 �� 4，920円

ワ イ ド �� 860円 �� 1，270円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，080円 3 連 単 ��� 26，340円

票 数

単勝票数 計 321923 的中 � 19400（6番人気）
複勝票数 計 452667 的中 � 24947（7番人気）� 91408（1番人気）� 67979（4番人気）
枠連票数 計 83522 的中 （5－6） 6024（4番人気）
馬連票数 計 400181 的中 �� 15058（6番人気）
馬単票数 計 212447 的中 �� 3234（20番人気）
ワイド票数 計 402045 的中 �� 11625（12番人気）�� 7679（18番人気）�� 27449（3番人気）
3連複票数 計 631225 的中 ��� 15321（8番人気）
3連単票数 計 803841 的中 ��� 2212（97番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．4―11．6―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―34．6―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．8
3 ・（6，8）（5，7）－1，4（2，12）3，10，9－11 4 ・（6，8）－（5，7）1，4，2，12（9，10）－（11，3）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

スイートアリエス �
�
父 アジアエクスプレス �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2020．7．4 函館6着

2018．4．17生 牝3鹿 母 スイートマルセル 母母 スイートフルーレ 9戦2勝 賞金 12，700，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 サウンドブライアン号・ハイレリーフ号

16056 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時40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

57 ショウリノカンパイ 牝3鹿 52 黛 弘人平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 474＋ 61：46．8 7．8�
22 サプライズビュー 牡3鹿 54 坂井 瑠星 �CHEVAL AT-

TACHE 栗田 徹 新ひだか 田中 春美 506＋ 21：47．33 4．0�
33 リアルシング 牡4黒鹿 57

54 ▲小沢 大仁 �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 522－ 21：47．4� 11．0�

711 ウィッチクラフト �5鹿 57 大野 拓弥 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 安平 追分ファーム 524± 01：47．5� 29．1�

69 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 520－ 21：47．6� 15．9�

34 カズカポレイ 牡3鹿 54 池添 謙一合同会社雅苑興業 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 492－ 61：47．7� 8．3	
610 トーセンエディ 牡3黒鹿54 菊沢 一樹島川 
哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 536± 01：48．12 15．3�
45 モノポリーアイズ 牝4黒鹿 55

53 △泉谷 楓真吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B440± 0 〃 クビ 39．5�
814	 キトゥンズワルツ 牝3黒鹿52 横山 和生 キャロットファーム 安田 翔伍 米 Shadai Cor-

poration 456＋ 81：48．31 5．6�
11 チュウワジョーダン �4黒鹿 57

54 ▲小林 凌大中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 B444＋101：49．89 12．2�
712	 ナイルリバー 牡4黒鹿57 吉田 隼人馬場 幸夫氏 藤原 英昭 米 Rosedown Rac-

ing Stable, LLC B564－ 21：50．12 32．0�
58 ハイモビリティ 牡3黒鹿54 団野 大成竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ゼットステーブル 498＋ 21：50．2� 31．0�
813 レッドソルダード �3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 478－ 4 （競走中止） 6．4�

（13頭）
46 ヴィクトリオン 牡3鹿 54 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 496－ 6 （競走除外）

売 得 金
単勝： 37，869，000円 複勝： 58，144，600円 枠連： 12，361，400円
馬連： 53，712，200円 馬単： 22，813，900円 ワイド： 57，482，600円
3連複： 95，472，300円 3連単： 92，655，400円 計： 430，511，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 270円 � 160円 � 220円 枠 連（2－5） 2，110円

馬 連 �� 2，630円 馬 単 �� 5，970円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，460円 �� 690円

3 連 複 ��� 7，070円 3 連 単 ��� 46，840円

票 数

単勝票数 差引計 378690（返還計 8778） 的中 � 38450（4番人気）
複勝票数 差引計 581446（返還計 11794） 的中 � 49127（5番人気）� 108549（1番人気）� 67054（3番人気）
枠連票数 差引計 123614（返還計 157） 的中 （2－5） 4520（11番人気）
馬連票数 差引計 537122（返還計 31053） 的中 �� 15785（9番人気）
馬単票数 差引計 228139（返還計 12623） 的中 �� 2865（22番人気）
ワイド票数 差引計 574826（返還計 31537） 的中 �� 17522（7番人気）�� 9773（21番人気）�� 21920（4番人気）
3連複票数 差引計 954723（返還計 86014） 的中 ��� 10126（18番人気）
3連単票数 差引計 926554（返還計 87633） 的中 ��� 1434（143番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―12．2―12．9―12．7―12．4―12．7―12．8―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．1―43．0―55．7―1：08．1―1：20．8―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．1―3F38．7
1
3
・（8，11）（1，12）4（2，13）7－（5，10，14）－（3，9）・（8，11，4）（12，7）1（2，3）10（5，9，14）－13

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

勝馬の
紹 介

ショウリノカンパイ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2020．7．26 札幌1着

2018．3．29生 牝3鹿 母 ショウリノウタゲ 母母 ワンアンドオール 8戦2勝 賞金 16，830，000円
〔競走除外〕 ヴィクトリオン号は，馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻5分遅延。
〔発走状況〕 リアルシング号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 レッドソルダード号は，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〕 レッドソルダード号は，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。



16057 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5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

611 コスモカッティーボ 牡4鹿 57 横山 武史 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム B482－ 41：08．7 28．2�
34 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 488＋ 61：08．91 1．8�
815 シシリエンヌ 牝5青鹿55 菊沢 一樹手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B498＋ 81：09．0� 129．0�
712 グレイトミッション 牝3栗 52 大野 拓弥 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 B442－ 41：09．11 13．8�
59 アンジュマリッシュ 牝3青 52 古川 吉洋 �サンデーレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 440＋141：09．31� 82．7�
713 アンクルテイオウ 牡5鹿 57 菱田 裕二塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B482－ 4 〃 クビ 25．6	
814 ラ ピ カ ズ マ 牡3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B488－ 2 〃 ハナ 5．3

46 � 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 508＋121：09．4クビ 17．5�
47 ディーイストワール 牡5鹿 57 岩田 康誠嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 452－ 41：09．5� 74．3�
22 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 510－ 8 〃 アタマ 5．9
11 サニーオーシャン 牡3鹿 54

52 △秋山 稔樹海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 442－ 8 〃 クビ 14．3�
35 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 B478＋ 41：09．92� 115．9�
58 � レッドエーデル 牝4黒鹿 55

53 △泉谷 楓真 �東京ホースレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 448－101：10．1� 123．7�
610� 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 440－ 8 〃 クビ 271．8�
23 リーゼントアイリス 牝6黒鹿55 坂井 瑠星三浦 大輔氏 青木 孝文 新ひだか 畠山牧場 440± 01：10．52� 28．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 36，358，900円 複勝： 61，618，200円 枠連： 10，245，600円
馬連： 49，706，700円 馬単： 28，344，300円 ワイド： 50，327，700円
3連複： 83，994，700円 3連単： 119，668，400円 計： 440，264，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，820円 複 勝 � 460円 � 110円 � 1，320円 枠 連（3－6） 1，850円

馬 連 �� 2，170円 馬 単 �� 7，200円

ワ イ ド �� 940円 �� 14，290円 �� 3，320円

3 連 複 ��� 38，640円 3 連 単 ��� 326，160円

票 数

単勝票数 計 363589 的中 � 10310（9番人気）
複勝票数 計 616182 的中 � 21908（8番人気）� 267122（1番人気）� 6863（12番人気）
枠連票数 計 102456 的中 （3－6） 4277（8番人気）
馬連票数 計 497067 的中 �� 17704（7番人気）
馬単票数 計 283443 的中 �� 2950（18番人気）
ワイド票数 計 503277 的中 �� 14350（8番人気）�� 880（76番人気）�� 3849（34番人気）
3連複票数 計 839947 的中 ��� 1630（105番人気）
3連単票数 計1196684 的中 ��� 266（651番人気）

ハロンタイム 12．2―10．4―10．9―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．6―33．5―45．1―56．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

コスモカッティーボ �
�
父 アンライバルド �

�
母父 スターオブコジーン デビュー 2019．6．1 東京6着

2017．3．25生 牡4鹿 母 ビラゴーティアラ 母母 ブルーファイブ 17戦2勝 賞金 22，450，000円
〔制裁〕 ラピカズマ号の騎手小沢大仁は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：11番・9番・8番・

7番）

16058 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5日 第10競走 ��1，800�
ほ く し ん

北 辰 特 別
発走14時50分 （芝・右）

3歳以上，1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 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000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
1：45．7
1：43．9

良
良

33 ナリタブレード 牡4黒鹿57 吉田 隼人�オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 496－141：47．4 4．2�
813 グレースオブナイル 牝4鹿 55 武 豊 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 448± 01：47．71� 9．7�
610 ランドアーティスト �4鹿 57 池添 謙一吉田 照哉氏 木村 哲也 千歳 社台ファーム 470－ 4 〃 ハナ 6．5�
57 カフジアスール 牡3鹿 54 大野 拓弥加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 468＋ 81：47．91� 6．6�
22 アルマイナンナ 牝4芦 55 菊沢 一樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 454＋ 4 〃 アタマ 38．8�
46 ミ ル ウ 牝3鹿 52 坂井 瑠星大塚 亮一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 436－ 21：48．0クビ 20．4	
11 ハイエログリフ 牝3黒鹿52 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 池添 学 浦河 富田牧場 438＋ 41：48．1� 3．6

814	 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 446＋ 21：48．31
 259．9�
712 ウインアステロイド 牡4青鹿57 原田 和真�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 462－ 21：48．4クビ 92．8
711 マイタイムオブデイ 牝5栗 55 団野 大成 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：48．5� 23．7�
45 キュンストラー 牝3芦 52 荻野 琢真 �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 388＋ 21：48．6� 137．0�

58 ヤップヤップヤップ 牡5栗 57 丹内 祐次薗部 博之氏 宗像 義忠 洞�湖 レイクヴィラファーム 454＋ 6 〃 ハナ 47．1�
69 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± 0 〃 アタマ 6．3�
34 アルマフォルト 牡4黒鹿57 古川 吉洋名古屋友豊� 木原 一良 安平 ノーザンファーム B492± 01：49．23� 55．0�
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売 得 金
単勝： 46，361，500円 複勝： 68，271，900円 枠連： 13，117，900円
馬連： 73，940，100円 馬単： 32，697，600円 ワイド： 67，130，600円
3連複： 123，326，500円 3連単： 137，011，200円 計： 561，857，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 210円 � 250円 � 240円 枠 連（3－8） 2，050円

馬 連 �� 2，270円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 890円 �� 580円 �� 1，260円

3 連 複 ��� 4，140円 3 連 単 ��� 23，230円

票 数

単勝票数 計 463615 的中 � 88019（2番人気）
複勝票数 計 682719 的中 � 87809（4番人気）� 67591（6番人気）� 73289（5番人気）
枠連票数 計 131179 的中 （3－8） 4955（9番人気）
馬連票数 計 739401 的中 �� 25145（12番人気）
馬単票数 計 326976 的中 �� 5879（22番人気）
ワイド票数 計 671306 的中 �� 19241（13番人気）�� 30889（6番人気）�� 13220（15番人気）
3連複票数 計1233265 的中 ��� 22338（13番人気）
3連単票数 計1370112 的中 ��� 4275（76番人気）

ハロンタイム 12．4―11．5―12．2―12．1―11．9―11．9―11．8―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―36．1―48．2―1：00．1―1：12．0―1：23．8―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ナリタブレード �
�
父 ヴィクトワールピサ �

�
母父 More Than Ready デビュー 2019．6．29 函館2着

2017．2．3生 牡4黒鹿 母 レディトゥプリーズ 母母 Guilty Pleasure 14戦2勝 賞金 37，415，000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 ケルンキングダム号



16059 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5日 第11競走 ��
��1，200�T V h 賞

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

テレビ北海道賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

813 ロードアクア 牡5鹿 56 団野 大成 �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 472＋ 21：07．8 20．4�
57 ルッジェーロ 	6黒鹿56 横山 武史村木 隆氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B512－ 8 〃 ハナ 9．9�
11 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± 01：07．9
 12．8�
34 ナランフレグ 牡5栗 56 丹内 祐次村木 克成氏 宗像 義忠 日高 坂戸 節子 486＋ 21：08．0
 5．6�
45 ギルデッドミラー 牝4鹿 54 池添 謙一 �シルクレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 490＋101：08．1
 4．3	
22 タイセイアベニール 牡6鹿 57 小崎 綾也田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 B488－ 21：08．31
 25．7

69 ジョーアラビカ 牡7芦 56 大野 拓弥上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 500－ 21：08．4クビ 5．3�
58 スギノヴォルケーノ 牡5鹿 56 吉田 隼人杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 494± 0 〃 ハナ 19．5�
711 アスタールビー 牝5鹿 54 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 452± 01：08．5
 9．0
33 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 428＋ 41：08．6
 29．1�
610 コロラトゥーレ 牝7鹿 54 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 472－ 4 〃 クビ 35．6�
814 イッツクール 牡5栗 56 武 豊久木田 隆氏 武 英智 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 B478－ 8 〃 ハナ 29．0�
712 ケイアイサクソニー 牡5鹿 56 坂井 瑠星 �ケイアイスタリオン 吉岡 辰弥 新ひだか 佐竹 学 498－ 81：08．7� 8．1�
46 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± 01：09．33
 102．6�
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売 得 金
単勝： 82，969，600円 複勝： 116，542，100円 枠連： 38，770，900円
馬連： 219，092，300円 馬単： 73，821，000円 ワイド： 165，067，600円
3連複： 383，418，500円 3連単： 375，358，700円 計： 1，455，040，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，040円 複 勝 � 710円 � 350円 � 390円 枠 連（5－8） 3，720円

馬 連 �� 12，700円 馬 単 �� 27，360円

ワ イ ド �� 3，900円 �� 4，220円 �� 2，120円

3 連 複 ��� 48，440円 3 連 単 ��� 323，580円

票 数

単勝票数 計 829696 的中 � 32526（9番人気）
複勝票数 計1165421 的中 � 39968（10番人気）� 90954（6番人気）� 79896（7番人気）
枠連票数 計 387709 的中 （5－8） 8074（20番人気）
馬連票数 計2190923 的中 �� 13365（49番人気）
馬単票数 計 738210 的中 �� 2023（103番人気）
ワイド票数 計1650676 的中 �� 10861（50番人気）�� 10014（54番人気）�� 20270（27番人気）
3連複票数 計3834185 的中 ��� 5936（169番人気）
3連単票数 計3753587 的中 ��� 841（1042番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．0―11．1―11．4―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．5―44．6―56．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードアクア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2018．6．17 東京1着

2016．4．8生 牡5鹿 母 オーシュペール 母母 レディマーメイド 19戦5勝 賞金 93，279，000円
〔制裁〕 ルッジェーロ号の騎手横山武史は，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：2番）

16060 6月26日 晴 良 （3札幌1） 第5日 第12競走 1，700�ポ プ ラ 特 別
発走16時05分 （ダート・右）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
道議会議長賞（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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

811 オレンジペコ 牝4栗 55 武 豊今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 484＋ 61：46．9 3．9�
68 グレースルビー 牝4鹿 55 岩田 康誠本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 458＋ 21：47．11� 7．6�
11 ク レ デ ン ザ 牝4芦 55 坂井 瑠星�G1レーシング 辻野 泰之 安平 追分ファーム 446－ 8 〃 クビ 5．8�
710 ソプラドール 牝4栗 55 横山 和生�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ B488＋101：47．2クビ 5．5�
56 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 478－ 21：47．41� 39．3�
44 タイトロープウィン 牝5栗 55 丹内 祐次浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 444＋ 61：47．61� 54．0	
812 トリッチトラッチ 牝4芦 55 大野 拓弥ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B436＋161：48．02� 16．5

67 ワンダーシエンプロ 牝4栗 55 吉田 隼人山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 B450＋261：48．42� 5．1�
33 ピュアブレンド 牝4栗 55 池添 謙一 �シルクレーシング 中川 公成 安平 ノーザンファーム 472－101：48．51 22．8
22 タガノペルマネンテ 牝4黒鹿55 亀田 温心八木 良司氏 平田 修 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 460＋101：48．92 55．9�
79 ストリートピアノ 牝4芦 55 勝浦 正樹高橋 文男氏 武藤 善則 平取 二風谷ファーム 450－101：51．7大差 74．9�
55 � ホウオウヒミコ 牝5黒鹿55 横山 武史小笹 芳央氏 池上 昌和 洞�湖 レイクヴィラファーム 458－ 61：53．310 6．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 54，833，200円 複勝： 81，046，800円 枠連： 18，661，700円
馬連： 99，867，100円 馬単： 40，430，800円 ワイド： 85，696，200円
3連複： 159，294，600円 3連単： 190，060，300円 計： 729，890，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 170円 � 190円 � 190円 枠 連（6－8） 620円

馬 連 �� 1，550円 馬 単 �� 2，680円

ワ イ ド �� 530円 �� 590円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，350円 3 連 単 ��� 14，340円

票 数

単勝票数 計 548332 的中 � 110190（1番人気）
複勝票数 計 810468 的中 � 130374（1番人気）� 105113（5番人気）� 111115（3番人気）
枠連票数 計 186617 的中 （6－8） 23100（1番人気）
馬連票数 計 998671 的中 �� 49672（5番人気）
馬単票数 計 404308 的中 �� 11279（6番人気）
ワイド票数 計 856962 的中 �� 42278（3番人気）�� 37567（5番人気）�� 23602（15番人気）
3連複票数 計1592946 的中 ��� 35585（10番人気）
3連単票数 計1900603 的中 ��� 9605（25番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―12．5―13．0―12．7―12．4―12．5―12．4―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．5―43．5―56．2―1：08．6―1：21．1―1：33．5

コーナー
通過順位

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

2
4

・（10，11）（5，9）7（2，8）4，12（6，3）1・（10，11）8－7（4，3）（9，12）（1，6）2＝5
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4栗 母 ココモオレンジ 母母 オレンジピール 10戦3勝 賞金 36，352，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホウオウヒミコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月26日まで平地競走

に出走できない。



（3札幌1）第5日 6月26日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151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

197，440，000円
1，730，000円
23，050，000円
1，250，000円
23，030，000円
63，732，000円
4，152，500円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
479，046，300円
689，383，800円
138，070，000円
757，677，000円
342，855，600円
677，540，700円
1，257，690，600円
1，491，175，600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 5，833，439，600円

総入場人員 1，318名 （有料入場人員 1，292名）
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