
24013 8月15日 曇 良 （3札幌2） 第2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

66 フリートオブフット 牝2鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 奥村 武 安平 ノーザンファーム 438－ 41：09．3 3．2�
88 ジョーブリッランテ 牡2栗 54 C．ルメール 上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 480－ 61：09．61� 8．5�
22 ハートホイップ 牝2芦 54

53 ☆泉谷 楓真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 聖心台牧場 456＋ 21：09．7� 9．9�

55 プ ラ ソ ン 牝2鹿 54
51 ▲小沢 大仁市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 430± 01：10．02 2．3�

11 ブローヴェイス 牡2黒鹿 54
52 △秋山 稔樹豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 416＋ 61：10．21� 24．9	

33 カルネアサーダ 牝2芦 54
51 ▲西谷 凜吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 432－121：10．41 10．8


77 ミッドナイトミニー 牝2鹿 54
51 ▲小林 凌大小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 464＋141：10．5� 44．2�

44 � エレクトロワールド 牝2鹿 54 坂井 瑠星山口 裕介氏 吉岡 辰弥 米 Farm Ⅲ
Enterprises 430＋ 21：10．71� 14．7�

89 アーサーズウィーク 牡2鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 新開 幸一 平取 坂東牧場 504－ 61：10．91� 37．8
（9頭）

売 得 金
単勝： 34，874，000円 複勝： 40，517，600円 枠連： 5，970，900円
馬連： 46，521，200円 馬単： 25，325，300円 ワイド： 43，904，900円
3連複： 72，820，200円 3連単： 102，357，900円 計： 372，292，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 190円 � 200円 枠 連（6－8） 810円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，750円

ワ イ ド �� 440円 �� 520円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，350円 3 連 単 ��� 8，960円

票 数

単勝票数 計 348740 的中 � 88422（2番人気）
複勝票数 計 405176 的中 � 100616（2番人気）� 50258（3番人気）� 44510（4番人気）
枠連票数 計 59709 的中 （6－8） 5662（3番人気）
馬連票数 計 465212 的中 �� 33105（3番人気）
馬単票数 計 253253 的中 �� 10815（4番人気）
ワイド票数 計 439049 的中 �� 26610（4番人気）�� 21666（5番人気）�� 13476（11番人気）
3連複票数 計 728202 的中 ��� 23212（6番人気）
3連単票数 計1023579 的中 ��� 8278（22番人気）

ハロンタイム 12．1―10．4―11．0―11．7―11．9―12．2

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フリートオブフット �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．6．19 札幌3着

2019．4．16生 牝2鹿 母 シーイズトウショウ 母母 ジェーントウショウ 2戦1勝 賞金 6，900，000円

24014 8月15日 曇 良 （3札幌2） 第2日 第2競走 2，400�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
2：32．1
2：28．6

重
不良

710 ワセダハーツ 牡3栗 56 横山 武史大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 434＋142：36．8 5．2�
68 メイショウケンジャ 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 B498－ 4 〃 アタマ 3．4�
33 フィエラブラス 牡3黒鹿 56

54 △秋山 稔樹 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム B476－ 82：38．18 4．1�
67 マ リ ア ッ チ 牡3鹿 56 菊沢 一樹内藤 好江氏 中野 栄治 新ひだか キヨタケ牧場 466＋ 22：39．05 47．2�
55 フォトンストリーム 牡3鹿 56 黛 弘人幡 有氏 浅野洋一郎 日高 増尾牧場 408＋ 42：39．21� 75．2�
56 カフジドラド 牡3栃栗56 坂井 瑠星加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518＋ 62：39．62� 7．0	
44 シルヴェスター 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁
G1レーシング 松下 武士 安平 追分ファーム B498＋ 6 〃 クビ 19．9�
811 ショスタコーヴィチ 牡3芦 56 横山 和生原 �子氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 432＋ 62：40．66 6．7�
22 ウエイトジャッジ 牡3黒鹿56 丹内 祐次薗部 博之氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 530＋ 82：40．8� 27．4
812 ダンスインザスノー 牡3芦 56 加藤 祥太ライオンレースホース
 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 498－ 22：41．01 69．3�
11 グランポートリネス 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 浦河日成牧場 518＋ 62：41．85 217．1�
79 テイエムキセキダン 牡3黒鹿 56

53 ▲西谷 凜竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 岩見牧場 B502＋ 6 〃 クビ 9．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，901，700円 複勝： 40，418，400円 枠連： 7，356，300円
馬連： 43，452，800円 馬単： 21，259，100円 ワイド： 42，355，500円
3連複： 70，671，500円 3連単： 73，464，100円 計： 326，879，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 180円 � 140円 � 140円 枠 連（6－7） 470円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，220円

ワ イ ド �� 400円 �� 450円 �� 290円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 9，050円

票 数

単勝票数 計 279017 的中 � 42137（3番人気）
複勝票数 計 404184 的中 � 50895（4番人気）� 77931（2番人気）� 81090（1番人気）
枠連票数 計 73563 的中 （6－7） 11984（1番人気）
馬連票数 計 434528 的中 �� 35043（2番人気）
馬単票数 計 212591 的中 �� 7176（7番人気）
ワイド票数 計 423555 的中 �� 26695（2番人気）�� 22836（6番人気）�� 38976（1番人気）
3連複票数 計 706715 的中 ��� 38622（1番人気）
3連単票数 計 734641 的中 ��� 5884（15番人気）

ハロンタイム 13．2―13．3―13．8―13．2―12．7―13．2―13．4―13．5―12．4―12．6―12．5―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―26．5―40．3―53．5―1：06．2―1：19．4―1：32．8―1：46．3―1：58．7―2：11．3―2：23．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ワセダハーツ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Awesome Again デビュー 2020．10．24 京都8着

2018．5．7生 牡3栗 母 パーソナルレジェンド 母母 Highland Legend 10戦1勝 賞金 8，960，000円
〔制裁〕 メイショウケンジャ号の騎手菱田裕二は，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30，000円。（被害馬：10

番）
※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 テイエムカチドキ号・ノーブルアイランド号
（非抽選馬） 3頭 コンフィアンス号・テイエムユキマイ号・ヒーズオールザット号

第２回 札幌競馬 第２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



24015 8月15日 曇 良 （3札幌2） 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

34 ウィリアムバローズ 牡3鹿 56 横山 武史猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 B482± 01：45．2 3．5�
69 ゲットアップ �3黒鹿56 松田 大作 �ニッシンホール

ディングス 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム B472＋ 41：45．94 44．7�
58 シゲルダイナミック 牡3鹿 56 C．ルメール 森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 藤原牧場 490－ 21：46．11� 2．5�
712 タイセイフリート �3鹿 56 坂井 瑠星田中 成奉氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム B460－ 21：47．05 11．8�
814 アルマブレイド 牡3青鹿 56

54 △秋山 稔樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 494± 0 〃 アタマ 22．5�
46 テイエムリオン 牡3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真竹園 正繼氏 浜田多実雄 日高 山田 政宏 478± 0 〃 クビ 4．9	
711 ラ イ ム 牡3鹿 56 国分 恭介山本 堅治氏 大根田裕之 新ひだか ヒサイファーム 460－ 41：47．53 11．8

11 ガビーズスピリット 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁長島 和彦氏 牧田 和弥 新ひだか 前田牧場 508－101：47．6クビ 19．8�
45 ペダンクルアーチ 牡3栗 56 吉田 隼人谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B504＋ 2 〃 クビ 64．7�
22 キュールエライジン 牡3青鹿56 団野 大成岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 B522＋ 61：48．02 24．4
33 ソルトレイト 牡3芦 56

53 ▲西谷 凜杉浦 敏夫氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 504－16 〃 アタマ 118．9�
57 エンドステージ 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 藤沢牧場 508＋101：48．42� 148．7�
813 レッドグレイシャー 牡3栗 56 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 白老 社台牧場 472－18 〃 アタマ 141．8�
610 ツーエムタイガー 牡3栗 56

55 ☆亀田 温心水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 パカパカ
ファーム 440＋ 41：48．71� 97．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，593，800円 複勝： 42，232，500円 枠連： 7，859，100円
馬連： 43，066，400円 馬単： 22，293，800円 ワイド： 43，200，600円
3連複： 71，328，100円 3連単： 79，233，900円 計： 342，808，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 170円 � 560円 � 150円 枠 連（3－6） 6，140円

馬 連 �� 7，360円 馬 単 �� 10，660円

ワ イ ド �� 2，400円 �� 320円 �� 1，840円

3 連 複 ��� 7，750円 3 連 単 ��� 54，040円

票 数

単勝票数 計 335938 的中 � 75108（2番人気）
複勝票数 計 422325 的中 � 71748（3番人気）� 13706（9番人気）� 89204（1番人気）
枠連票数 計 78591 的中 （3－6） 991（23番人気）
馬連票数 計 430664 的中 �� 4534（22番人気）
馬単票数 計 222938 的中 �� 1568（36番人気）
ワイド票数 計 432006 的中 �� 4238（25番人気）�� 40212（2番人気）�� 5593（21番人気）
3連複票数 計 713281 的中 ��� 6897（22番人気）
3連単票数 計 792339 的中 ��� 1063（161番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．9―12．3―12．7―12．8―12．4―11．9―13．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．0―42．3―55．0―1：07．8―1：20．2―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウィリアムバローズ �
�
父 ミッキーアイル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．5．30 中京7着

2018．2．17生 牡3鹿 母 ダイアナバローズ 母母 チッキーズディスコ 5戦1勝 賞金 8，120，000円
〔3走成績による出走制限〕 ペダンクルアーチ号・キュールエライジン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月15日

まで平地競走に出走できない。

24016 8月15日 曇 良 （3札幌2） 第2日 第4競走 ��1，500�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：27．3
1：27．3

良
良

45 アルジェントステラ 牝3黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 422＋ 21：29．0 5．2�
33 シュアーヴアリア 牝3黒鹿54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B470± 01：29．1� 8．0�
610 ヴィトーリア 牡3黒鹿56 横山 和生寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 436－ 2 〃 ハナ 5．9�
711 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± 01：29．31� 10．7�
69 ホウオウラフィット 牝3青鹿54 C．ルメール 小笹 芳央氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 416－ 41：29．4� 1．9	
34 シルバーファーン 牡3芦 56

53 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 488± 01：29．72 78．4


11 ドルチェヴィータ 牝3黒鹿54 国分 恭介岡田 隆寛氏 茶木 太樹 新ひだか 高橋フアーム 428＋101：29．8� 186．3�
712 トゥールアンレール 牝3黒鹿54 団野 大成 �シルクレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 400± 01：29．9クビ 48．0�
814 ディープステイト 牡3鹿 56 丹内 祐次ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 460－ 41：30．11� 29．7
57 フレーズバニーユ 牝3黒鹿 54

52 △秋山 稔樹 �社台レースホース和田正一郎 千歳 社台ファーム 468＋ 21：30．2� 32．9�
22 ミステリーツアー 牡3鹿 56 加藤 祥太薪浦 亨氏 梅田 智之 安平 吉田 三郎 480－ 4 〃 アタマ 128．7�
813 ソルフィネット 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁水上ふじ子氏 田中 克典 浦河 笠松牧場 430＋ 21：30．41� 27．2�
46 レッドアヴニール 牡3鹿 56 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 古賀 慎明 浦河 辻 牧場 486 ―1：33．1大差 92．6�
58 スプリングクルーズ �3鹿 56 荻野 琢真谷掛 龍夫氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム B474＋ 81：33．84 304．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，188，900円 複勝： 87，093，100円 枠連： 8，673，400円
馬連： 47，716，100円 馬単： 29，631，000円 ワイド： 47，512，500円
3連複： 81，612，000円 3連単： 118，448，900円 計： 459，875，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 290円 � 370円 � 340円 枠 連（3－4） 2，020円

馬 連 �� 2，160円 馬 単 �� 4，110円

ワ イ ド �� 630円 �� 540円 �� 570円

3 連 複 ��� 3，370円 3 連 単 ��� 19，870円

票 数

単勝票数 計 391889 的中 � 59277（2番人気）
複勝票数 計 870931 的中 � 80522（2番人気）� 59365（4番人気）� 66778（3番人気）
枠連票数 計 86734 的中 （3－4） 3315（6番人気）
馬連票数 計 477161 的中 �� 17069（7番人気）
馬単票数 計 296310 的中 �� 5396（14番人気）
ワイド票数 計 475125 的中 �� 19022（7番人気）�� 22814（5番人気）�� 21486（6番人気）
3連複票数 計 816120 的中 ��� 18145（9番人気）
3連単票数 計1184489 的中 ��� 4320（65番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．5―18．2―29．9―42．0―53．9―1：05．6―1：17．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．1

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

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

アルジェントステラ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．10．10 東京2着

2018．4．2生 牝3黒鹿 母 アルギュロス 母母 シルヴァースカヤ 5戦1勝 賞金 10，740，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 レッドアヴニール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月15日まで平地競

走に出走できない。
スプリングクルーズ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月15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 イフィゲニア号・シーロンシャン号



24017 8月15日 曇 良 （3札幌2） 第2日 第5競走 ��2，000�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
2：02．1
1：58．9

良
良

33 ホウオウプレミア 牡2芦 54 C．ルメール 小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 482 ―2：02．6 2．2�
44 サンストックトン 牡2栗 54 横山 武史 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 株式会社 加

藤ステーブル 454 ―2：02．7クビ 2．8�
77 ストキャスティーク 牝2栗 54 団野 大成藤田 岳彦氏 手塚 貴久 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 436 ―2：03．23 5．1�
66 マイネルクリソーラ 牡2栗 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 新冠 ビッグレッドファーム 438 ―2：03．3� 70．9�
11 イズジョーアーサー 牡2鹿 54 菱田 裕二泉 一郎氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 490 ―2：03．93� 22．9�
55 ド ッ ト 牡2鹿 54 吉田 隼人市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 482 ―2：05．17 7．3	
22 ワカミヤプレスト 牡2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 504 ―2：06．58 73．6


（7頭）

売 得 金
単勝： 47，255，700円 複勝： 30，146，500円 枠連： 発売なし
馬連： 39，177，200円 馬単： 27，111，000円 ワイド： 24，616，500円
3連複： 49，121，100円 3連単： 136，741，000円 計： 354，169，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 590円

ワ イ ド �� 140円 �� 210円 �� 160円

3 連 複 ��� 330円 3 連 単 ��� 1，560円

票 数

単勝票数 計 472557 的中 � 173736（1番人気）
複勝票数 計 301465 的中 � 85840（2番人気）� 93851（1番人気）
馬連票数 計 391772 的中 �� 108574（1番人気）
馬単票数 計 271110 的中 �� 34447（2番人気）
ワイド票数 計 246165 的中 �� 48457（1番人気）�� 24792（4番人気）�� 37883（2番人気）
3連複票数 計 491211 的中 ��� 110470（1番人気）
3連単票数 計1367410 的中 ��� 63254（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．0―36．3―48．7―1：01．4―1：14．1―1：26．6―1：39．0―1：50．8

コーナー
通過順位

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

2
4
5，4（1，2）3，7，6
4（5，3）（1，7）－6－2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウプレミア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ク ロ フ ネ 初出走

2019．1．22生 牡2芦 母 アドマイヤテンバ 母母 アドマイヤグルーヴ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24018 8月15日 曇 良 （3札幌2） 第2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）

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
56．8

良
重

68 タマモヒメギミ 牝3鹿 52 国分 恭介タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 492－ 2 58．7 1．8�
811 ヒートライトニング 牝4栗 55

53 △秋山 稔樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B476＋12 59．12� 4．7�
710 セイウンノウヒメ 牝3青 52 勝浦 正樹西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 �川 啓一 464± 0 〃 クビ 34．8�
33 � ランランウイング 牝5黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B474－ 8 59．52� 6．5�
79 ア ン ビ ル �5黒鹿57 菊沢 一樹�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 482＋10 59．71� 18．5	
56 フィールドモーリス 牡3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか 中田 英樹 466± 0 59．91� 36．0

11 ナイトコマンダー 牡4鹿 57 丹内 祐次田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 日高 藤本ファーム B488＋ 21：00．0	 22．7�
67 � フ ロ イ デ �6栗 57

55 △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 B496－ 21：00．21� 75．4�

55 ニシノミズカゼ 牝3栗 52
49 ▲小林 凌大西山 茂行氏 伊藤 圭三 新ひだか 中田 英樹 470± 0 〃 クビ 8．0

22 レムリアンシード 牡4芦 57 黛 弘人田頭 勇貴氏 松永 康利 新冠 スカイビーチステーブル 442－ 41：00．94 232．1�
44 � サウスパッキオ 牝5栗 55

54 ☆亀田 温心布武起会 中野 栄治 日高 木村牧場 474－ 41：01．0クビ 58．0�
812� ガビーズメモリー 牝5黒鹿 55

52 ▲西谷 凜長島 和彦氏 藤原 辰雄 日高 沖田牧場 B504＋141：01．53 27．1�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，980，600円 複勝： 35，760，100円 枠連： 6，688，200円
馬連： 36，701，300円 馬単： 21，791，200円 ワイド： 35，365，600円
3連複： 59，140，100円 3連単： 86，337，800円 計： 313，764，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 150円 � 520円 枠 連（6－8） 360円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 230円 �� 990円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 3，510円 3 連 単 ��� 10，670円

票 数

単勝票数 計 319806 的中 � 137523（1番人気）
複勝票数 計 357601 的中 � 120423（1番人気）� 57475（2番人気）� 10125（9番人気）
枠連票数 計 66882 的中 （6－8） 14245（1番人気）
馬連票数 計 367013 的中 �� 68419（1番人気）
馬単票数 計 217912 的中 �� 28315（1番人気）
ワイド票数 計 353656 的中 �� 48610（1番人気）�� 8271（14番人気）�� 4218（20番人気）
3連複票数 計 591401 的中 ��� 12608（10番人気）
3連単票数 計 863378 的中 ��� 5861（29番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．6―11．6―12．0

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

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

タマモヒメギミ �
�
父 アポロキングダム �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．11．22 阪神10着

2018．4．1生 牝3鹿 母 タマモマナムスメ 母母 ヒトリムスメ 10戦2勝 賞金 20，730，000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。
（非抽選馬） 2頭 キョシンタンカイ号・テイエムミラクル号



24019 8月15日 曇 良 （3札幌2） 第2日 第7競走 1，700�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
1：40．9
1：40．9

重
重

45 ピクトルテソーロ 牡3黒鹿54 横山 和生了德寺健二ホール
ディングス� 田中 博康 日高 船越牧場 464－101：45．9 5．8�

34 キアヌマウナ 牝3鹿 52 黛 弘人�ターフ・スポート和田 雄二 浦河 市川フアーム 502＋ 81：46．21� 7．0�
11 リアルシング 牡4黒鹿 57

54 ▲西谷 凜 �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 530＋ 81：46．73 12．3�

69 テンウォークライ 牡3栗 54 原田 和真天白 泰司氏 金成 貴史 日高 木村牧場 478± 01：46．91� 25．8�
58 アミュリオン 牡5栗 57

54 ▲小林 凌大 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 474＋12 〃 クビ 14．6	
712 サンエルセントロ 牡3黒鹿54 C．ルメール �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 シンボリ牧場 462＋121：47．64 4．8

813 フォアシュピール �4黒鹿57 団野 大成 �キャロットファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム B460＋121：48．02� 55．8�
46 ゴットゴーゴー 牝3黒鹿52 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 452－121：48．1� 30．5�
814 ヴィクトリオン 牡3鹿 54 荻野 琢真菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 504＋ 81：48．2� 48．6
610 ディーエスボンバー 牡3黒鹿54 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 484＋121：48．52 3．3�
711 アイルビーメジャー 牡4栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 468－ 21：49．35 28．9�
22 ヒストリアノワール 牡3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 432－ 61：50．36 38．8�
33 メイショウラッシュ 牝5鹿 55

53 △秋山 稔樹松本 好�氏 石橋 守 浦河 三嶋牧場 476－ 21：50．4� 15．0�
57 � クリノウマーベラス �4鹿 57

54 ▲小沢 大仁栗本 守氏 大橋 勇樹 新ひだか 千代田牧場 540＋101：50．82� 20．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，206，900円 複勝： 43，966，100円 枠連： 9，163，600円
馬連： 46，988，800円 馬単： 18，904，800円 ワイド： 46，116，400円
3連複： 77，194，500円 3連単： 78，627，900円 計： 352，169，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 220円 � 260円 枠 連（3－4） 1，070円

馬 連 �� 2，100円 馬 単 �� 5，240円

ワ イ ド �� 690円 �� 890円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，930円 3 連 単 ��� 22，310円

票 数

単勝票数 計 312069 的中 � 43002（3番人気）
複勝票数 計 439661 的中 � 61310（3番人気）� 51076（4番人気）� 41478（5番人気）
枠連票数 計 91636 的中 （3－4） 6592（4番人気）
馬連票数 計 469888 的中 �� 17268（6番人気）
馬単票数 計 189048 的中 �� 2703（17番人気）
ワイド票数 計 461164 的中 �� 17418（5番人気）�� 13297（8番人気）�� 11897（10番人気）
3連複票数 計 771945 的中 ��� 11728（11番人気）
3連単票数 計 786279 的中 ��� 2555（43番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．1―12．8―12．7―12．6―12．6―12．2―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．2―43．0―55．7―1：08．3―1：20．9―1：33．1

コーナー
通過順位

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

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

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 デビュー 2020．8．29 札幌1着

2018．2．3生 牡3黒鹿 母 ハンドスター 母母 ビーフレグラント 8戦2勝 賞金 16，710，000円

24020 8月15日 曇 良 （3札幌2） 第2日 第8競走 1，500�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （芝・右）

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
1：27．3
1：27．3

良
良

711 サ ト ノ ア イ 牝3青鹿52 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 430＋101：28．7 5．2�
33 ポレンティア 牝4青鹿55 団野 大成 �シルクレーシング 田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 510＋ 81：29．01� 7．6�
813 マルカエイペックス 牝4黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 456－ 4 〃 アタマ 13．6�
610 サトノヴィーナス 牝4鹿 55

54 ☆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 B468± 0 〃 クビ 10．2�
712 フ ラ リ オ ナ 牝3青鹿52 吉田 隼人大冨 智弘氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 426＋141：29．1� 5．7	
45 アトミックフレア 牝3鹿 52

51 ☆泉谷 楓真天堀 忠博氏 渡辺 薫彦 日高 オリオンファーム 444－ 4 〃 クビ 15．7

22 イッツユアタイム 牝3鹿 52 古川 吉洋 MOMOレーシング 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 460＋ 2 〃 アタマ 5．5�
11 サクラカレント 牝3鹿 52 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 488＋101：29．2クビ 17．6�
58 デルマアミダ 牝3栗 52 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 474－ 8 〃 ハナ 69．1
34 クリノイヴァンカ 牝5鹿 55 丹内 祐次栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか タイヘイ牧場 474＋101：29．41� 18．9�
57 ブ レ リ ア 牝3青鹿52 黛 弘人 �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 442－ 4 〃 クビ 203．8�
46 ポピュリズム 牝4鹿 55 横山 和生ゴドルフィン 昆 貢 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496－ 21：29．5クビ 23．9�
814 ユールファーナ 牝4黒鹿55 横山 武史 �キャロットファーム 和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 41：29．71� 6．2�
69 イッツアワターン 牝4黒鹿 55

53 △秋山 稔樹田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 434＋ 61：30．12� 116．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，924，400円 複勝： 52，080，900円 枠連： 10，788，000円
馬連： 50，313，100円 馬単： 22，270，800円 ワイド： 48，739，100円
3連複： 84，037，300円 3連単： 98，165，400円 計： 399，319，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 290円 � 380円 枠 連（3－7） 840円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 5，110円

ワ イ ド �� 850円 �� 1，360円 �� 1，710円

3 連 複 ��� 9，440円 3 連 単 ��� 51，750円

票 数

単勝票数 計 329244 的中 � 50387（1番人気）
複勝票数 計 520809 的中 � 72098（2番人気）� 45542（6番人気）� 32480（9番人気）
枠連票数 計 107880 的中 （3－7） 9892（2番人気）
馬連票数 計 503131 的中 �� 15765（9番人気）
馬単票数 計 222708 的中 �� 3266（19番人気）
ワイド票数 計 487391 的中 �� 15206（7番人気）�� 9132（19番人気）�� 7194（27番人気）
3連複票数 計 840373 的中 ��� 6674（34番人気）
3連単票数 計 981654 的中 ��� 1375（189番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―18．2―30．0―41．9―53．7―1：05．4―1：16．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

サ ト ノ ア イ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Catcher In The Rye デビュー 2020．6．21 阪神5着

2018．3．8生 牝3青鹿 母 キャッチザカクテル 母母 Cocktail Attire 8戦2勝 賞金 16，170，000円
〔制裁〕 マルカエイペックス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：14番）



24021 8月15日 曇 良 （3札幌2） 第2日 第9競走 ��1，000�3歳以上2勝クラス
発走14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 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
57．5
56．8

良
重

11 ゼンノアンジュ 牝3鹿 52 団野 大成大迫久美子氏 浅見 秀一 新冠 川島牧場 492＋ 4 58．0 13．1�
812 カ イ ア ワ セ 牝4栗 55 吉田 隼人内田 玄祥氏 鈴木慎太郎 日高 オリオンファーム 446－ 4 58．95 11．3�
811 テンテキセンセキ 牡4黒鹿 57

54 ▲小沢 大仁岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 482＋ 6 59．0� 5．1�
710 ミエノワールド 牡4黒鹿57 C．ルメール 里見美惠子氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 504＋ 2 59．21� 2．6�
22 � プリンセスヨウク 牝7鹿 55

53 △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 462－ 4 〃 クビ 18．3�
67 ア ル ナ ー ジ 牝3黒鹿52 横山 和生安原 浩司氏 昆 貢 浦河 宮内牧場 478＋ 4 59．41� 13．6	
33 	 カーンテソーロ 牡5栗 57

56 ☆亀田 温心了德寺健二ホール
ディングス� 加藤 和宏 仏

Dunmore Stud（Ire-
land）Ltd, Earl
Haras De L’Hotellerie

498－12 〃 ハナ 58．7

56 マリアルージュ 牝5青鹿 55

54 ☆泉谷 楓真河合 裕明氏 畠山 吉宏 新冠 川上牧場 466－ 2 59．5クビ 10．2�
79 コ パ シ ー ナ 
4栗 57

54 ▲小林 凌大椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486－ 6 59．82 5．0�
44 サ ツ キ マ ス 牝4鹿 55 菱田 裕二越村 哲男氏 田島 俊明 平取 坂東牧場 442－ 41：00．01� 45．4
68 カシマフウリン 牝6栗 55 菊沢 一樹松浦 一久氏 鈴木慎太郎 新ひだか 金舛 幸夫 B502＋ 81：00．31� 150．7�
55 スイートアリエス 牝3鹿 52 丹内 祐次前田 清二氏 青木 孝文 日高 シンボリ牧場 462± 01：01．04 18．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，368，800円 複勝： 46，785，200円 枠連： 10，296，300円
馬連： 58，596，900円 馬単： 24，700，000円 ワイド： 51，820，700円
3連複： 87，153，300円 3連単： 102，993，000円 計： 418，714，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，310円 複 勝 � 410円 � 310円 � 220円 枠 連（1－8） 2，270円

馬 連 �� 6，150円 馬 単 �� 10，750円

ワ イ ド �� 2，090円 �� 1，220円 �� 800円

3 連 複 ��� 8，660円 3 連 単 ��� 64，640円

票 数

単勝票数 計 363688 的中 � 22205（6番人気）
複勝票数 計 467852 的中 � 26869（8番人気）� 38853（4番人気）� 63932（3番人気）
枠連票数 計 102963 的中 （1－8） 3507（9番人気）
馬連票数 計 585969 的中 �� 7374（23番人気）
馬単票数 計 247000 的中 �� 1722（44番人気）
ワイド票数 計 518207 的中 �� 6202（29番人気）�� 10882（15番人気）�� 17074（6番人気）
3連複票数 計 871533 的中 ��� 7544（32番人気）
3連単票数 計1029930 的中 ��� 1155（219番人気）

ハロンタイム 12．3―10．5―11．5―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―22．8―34．3―46．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．7―3F35．2
3 ・（5，9，12）－（10，11）6，1，4，7，2（3，8） 4 12（5，9）（10，11）1，6－4，7，2，3，8

勝馬の
紹 介

ゼンノアンジュ �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 Bertolini デビュー 2020．7．12 阪神5着

2018．3．2生 牝3鹿 母 ウインアンジェラス 母母 エシュクアルバー 9戦3勝 賞金 27，131，000円
［他本会外：1戦0勝］

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 パイプライン号
（非抽選馬） 2頭 エムオーシャトル号・サウンドサンビーム号

24022 8月15日 曇 良 （3札幌2） 第2日 第10競走 ��1，800�
い し か り

石 狩 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 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

22 プラチナトレジャー 牡3芦 54 C．ルメール 嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 480＋141：49．0 2．3�
66 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 446－ 21：49．42� 3．1�
55 � アルファウェーブ �4栗 57 団野 大成吉田 勝己氏 藤沢 和雄 愛 Athassel House

Stud Ltd B532± 01：49．72 14．3�
11 スプリッツァー 牡4栗 57 菊沢 一樹古賀 禎彦氏 菊沢 隆徳 新冠 村上 欽哉 478－ 2 〃 ハナ 43．9�
78 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± 01：49．8アタマ 51．8�
77 ロ ッ ク ユ ー �3青鹿54 坂井 瑠星石川 達絵氏 中内田充正 浦河 三嶋牧場 B442± 0 〃 クビ 6．6	
89 グレルグリーン 牡5黒鹿57 勝浦 正樹斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 460± 01：50．11	 76．4

33 � アイロンワークス 牡4鹿 57 横山 和生ゴドルフィン 高橋 義忠 英 Usk Val-

ley Stud 484＋ 61：50．2クビ 15．1�
44 ウイングリュック 牡3青鹿54 丹内 祐次�ウイン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム 474－ 81：50．83� 10．6�
810� ロシアンサモワール 牝3鹿 52 横山 武史吉田 和美氏 松永 幹夫 米 Zayat Sta-

bles, LLC 482＋121：51．33 13．4
（10頭）

売 得 金
単勝： 41，182，500円 複勝： 49，378，900円 枠連： 9，877，900円
馬連： 73，908，500円 馬単： 36，476，900円 ワイド： 54，157，400円
3連複： 100，631，700円 3連単： 162，639，300円 計： 528，253，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 220円 枠 連（2－6） 410円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 210円 �� 460円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 4，920円

票 数

単勝票数 計 411825 的中 � 139712（1番人気）
複勝票数 計 493789 的中 � 139560（1番人気）� 115099（2番人気）� 37176（6番人気）
枠連票数 計 98779 的中 （2－6） 18448（1番人気）
馬連票数 計 739085 的中 �� 136667（1番人気）
馬単票数 計 364769 的中 �� 41171（1番人気）
ワイド票数 計 541574 的中 �� 78586（1番人気）�� 26859（7番人気）�� 32376（6番人気）
3連複票数 計1006317 的中 ��� 54603（4番人気）
3連単票数 計1626393 的中 ��� 23933（7番人気）

ハロンタイム 12．9―12．0―12．1―12．2―12．2―12．0―12．0―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．0―49．2―1：01．4―1：13．4―1：25．4―1：37．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

プラチナトレジャー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．7．26 札幌4着

2018．3．21生 牡3芦 母 ホワイトエレガンス 母母 レディベローナ 7戦2勝 賞金 25，880，000円



24023 8月15日 曇 良 （3札幌2） 第2日 第11競走 ��
��1，200�U H B 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，2．8．15以降3．8．8まで1回以上出走馬，除未出走馬および未勝利馬；負担重
量は，ハンデキャップ

北海道文化放送賞（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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

23 アヌラーダプラ 牝4鹿 53 横山 武史 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 484＋ 81：08．8 4．2�
816 タイセイアベニール 牡6鹿 56 C．ルメール 田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 B482－ 6 〃 ハナ 8．0�
714 カイザーメランジェ 牡6鹿 55 菱田 裕二友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 482－121：08．9� 95．3�
12 � ヒロイックアゲン 牝7黒鹿53 秋山 稔樹浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 492－ 6 〃 クビ 18．9�
11 アスタールビー 牝5鹿 53 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 452± 0 〃 アタマ 15．5�
48 シャンデリアムーン 牝5鹿 52 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 斎藤 誠 新ひだか 松田牧場 472＋ 81：09．0クビ 14．2	
36 リ ン ゴ ア メ 牝3黒鹿50 泉谷 楓真 �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 440＋12 〃 アタマ 42．2

611 ナイントゥファイブ 牝4黒鹿50 川又 賢治�桑田牧場 西園 正都 安平 ノーザンファーム 466－ 8 〃 ハナ 12．2�
713 インスピレーション 牡6黒鹿51 坂井 瑠星寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 B482± 0 〃 クビ 26．8�
24 マイネルアルケミー 牡5栗 55 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 478＋ 41：09．1� 8．4�
612 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± 0 〃 ハナ 6．1�
35 ジョーアラビカ 牡7芦 56 国分 恭介上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 498－ 21：09．2クビ 17．2�
59 エイティーンガール 牝5青鹿55 横山 和生中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 460＋ 81：09．41	 8．8�
815 ゴールドチャリス 牝3鹿 48 竹之下智昭フィールドレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 416＋ 81：09．72 13．2�
47 コロラトゥーレ 牝7鹿 52 荻野 琢真廣崎利洋HD 梅田 智之 日高 Shall Farm 454－181：09．91	 73．3�
510 センショウユウト 牡6鹿 54 吉田 隼人川勝 裕之氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 B478± 01：10．11� 85．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 82，296，500円 複勝： 116，940，000円 枠連： 54，616，400円
馬連： 252，883，800円 馬単： 86，954，600円 ワイド： 174，982，200円
3連複： 456，914，200円 3連単： 481，072，100円 計： 1，706，659，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 200円 � 310円 � 1，890円 枠 連（2－8） 710円

馬 連 �� 2，300円 馬 単 �� 3，960円

ワ イ ド �� 950円 �� 8，210円 �� 11，900円

3 連 複 ��� 92，410円 3 連 単 ��� 286，110円

票 数

単勝票数 計 822965 的中 � 153526（1番人気）
複勝票数 計1169400 的中 � 188919（1番人気）� 96790（5番人気）� 12802（15番人気）
枠連票数 計 546164 的中 （2－8） 58854（2番人気）
馬連票数 計2528838 的中 �� 85144（5番人気）
馬単票数 計 869546 的中 �� 16435（7番人気）
ワイド票数 計1749822 的中 �� 49782（5番人気）�� 5370（78番人気）�� 3694（94番人気）
3連複票数 計4569142 的中 ��� 3708（261番人気）
3連単票数 計4810721 的中 ��� 1219（1038番人気）

ハロンタイム 12．0―10．9―11．3―11．4―11．3―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．9―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4F45．9―3F34．6
3 1，3（2，11，12）8，4（6，14）16（10，5，15）7，13，9 4 ・（1，3）（2，11，12，14）8（4，6，16）5（10，15，9）13，7

勝馬の
紹 介

アヌラーダプラ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Rahy デビュー 2019．9．22 中山1着

2017．4．17生 牝4鹿 母 ポロンナルワ 母母 シンハリーズ 9戦5勝 賞金 76，031，000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。
（非当選馬） 1頭 ショウナンアリアナ号

24024 8月15日 曇 良 （3札幌2） 第2日 第12競走 ��
��2，000�

も い わ や ま

藻 岩 山 特 別
発走16時05分 （芝・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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

66 ソーヴァリアント 牡3鹿 54 横山 武史 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 506＋ 42：00．5 1．4�
44 � プ ロ ー ス 牡5栗 57 吉田 隼人髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B514± 02：01．13	 24．9�
55 
 フジノロケット 牡4青鹿57 菱田 裕二藤沢 和德氏 米川 昇 日高 Wing Farm 454± 02：01．2クビ 37．5�

（北海道）

22 エイシンヒテン 牝3栗 52 団野 大成�栄進堂 渡辺 薫彦 浦河 栄進牧場 450＋ 82：01．51� 3．8�
88 セントオブゴールド 牡4鹿 57 C．ルメール �シルクレーシング 岩戸 孝樹 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋ 82：01．82 5．2	
77 � カ サ ー レ 牝6青鹿55 坂井 瑠星飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 446± 0 〃 クビ 51．2

33 コロンドール 牡4栗 57 丹内 祐次栗坂 崇氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 512＋182：02．11� 50．5�
89 デルマラピスラズリ 牡4鹿 57 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 520－ 82：02．2	 168．3�
11 ルーチェデラヴィタ 牝4鹿 55 水口 優也安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 広富牧場 450－ 22：02．62	 124．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 81，765，400円 複勝： 163，519，300円 枠連： 13，965，300円
馬連： 87，943，300円 馬単： 63，107，500円 ワイド： 68，288，500円
3連複： 139，177，000円 3連単： 375，056，100円 計： 992，822，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 250円 � 270円 枠 連（4－6） 1，510円

馬 連 �� 1，390円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 450円 �� 490円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 3，670円 3 連 単 ��� 9，510円

票 数

単勝票数 計 817654 的中 � 442695（1番人気）
複勝票数 計1635193 的中 � 1283141（1番人気）� 41819（4番人気）� 36871（5番人気）
枠連票数 計 139653 的中 （4－6） 7124（4番人気）
馬連票数 計 879433 的中 �� 48907（4番人気）
馬単票数 計 631075 的中 �� 27499（5番人気）
ワイド票数 計 682885 的中 �� 40589（4番人気）�� 37215（5番人気）�� 9992（16番人気）
3連複票数 計1391770 的中 ��� 28400（11番人気）
3連単票数 計3750561 的中 ��� 28571（27番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．5―12．3―12．2―12．2―11．7―11．3―11．3―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．7―37．2―49．5―1：01．7―1：13．9―1：25．6―1：36．9―1：48．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソーヴァリアント �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．11 東京3着

2018．2．28生 牡3鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 7戦3勝 賞金 43，069，000円

３レース目



（3札幌2）第2日 8月15日（日曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 143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

208，760，000円
7，300，000円
23，760，000円
1，220，000円
23，840，000円
61，609，000円
3，932，500円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
520，539，200円
748，838，600円
145，255，400円
827，269，400円
399，826，000円
681，059，900円
1，349，801，000円
1，895，137，400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 6，567，726，900円

総入場人員 1，383名 （有料入場人員 1，290名）
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