
24085 9月5日 晴 稍重 （3札幌2） 第8日 第1競走 ��2，000�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
2：02．1
1：58．9

良
良

22 ジャスティンスカイ 牡2鹿 54 C．ルメール 三木 正浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 512± 02：04．9 1．7�
78 メイケイバートン 牡2黒鹿54 藤岡 佑介名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 456－ 22：05．22 3．6�
55 ジョーカーブラウン 牡2鹿 54

52 △秋山 稔樹プレミアムレースホース 松山 将樹 浦河 栄進牧場 512＋ 22：05．94 5．4�
66 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 486－ 4 〃 アタマ 31．2�
44 ヒシアラカン 牡2栗 54 大野 拓弥阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B470＋ 22：06．43 25．5�
33 バーニングサン 牡2芦 54 荻野 琢真長谷川光司氏 小林 真也 浦河 �川フアーム 452－ 22：06．82 156．0	
811 ブルーロワイヤル 牡2鹿 54 団野 大成 
サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B502－ 2 〃 ハナ 15．0�
67 セ リ ガ チ 牡2栗 54

52 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 450－ 42：07．33 359．1�
11 ストリッパーズ 牝2栗 54

51 ▲西谷 凜岡田 隆寛氏 武 英智 新ひだか 岡田 猛 396＋ 22：07．72� 223．4
79 ヴィオレントアズル 牡2青鹿 54

51 ▲小沢 大仁岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 410± 02：07．91� 111．6�
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810 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 430－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 36，423，100円 複勝： 86，431，500円 枠連： 7，098，100円
馬連： 38，597，900円 馬単： 25，054，100円 ワイド： 34，411，100円
3連複： 54，375，100円 3連単： 96，752，400円 計： 379，143，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連（2－7） 300円

馬 連 �� 270円 馬 単 �� 400円

ワ イ ド �� 130円 �� 150円 �� 210円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 910円

票 数

単勝票数 差引計 364231（返還計 13633） 的中 � 174470（1番人気）
複勝票数 差引計 864315（返還計 32923） 的中 � 597683（1番人気）� 98983（2番人気）� 81127（3番人気）
枠連票数 差引計 70981（返還計 723） 的中 （2－7） 17971（1番人気）
馬連票数 差引計 385979（返還計 58695） 的中 �� 108361（1番人気）
馬単票数 差引計 250541（返還計 36877） 的中 �� 46626（1番人気）
ワイド票数 差引計 344111（返還計 70544） 的中 �� 80515（1番人気）�� 59521（2番人気）�� 31857（3番人気）
3連複票数 差引計 543751（返還計197379） 的中 ��� 131897（1番人気）
3連単票数 差引計 967524（返還計329318） 的中 ��� 76510（1番人気）

ハロンタイム 12．9―10．8―12．1―12．8―12．7―13．4―12．9―13．2―12．1―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．7―35．8―48．6―1：01．3―1：14．7―1：27．6―1：40．8―1：52．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャスティンスカイ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 Numerous デビュー 2021．8．1 函館2着

2019．1．19生 牡2鹿 母 リアリサトリス 母母 Riziere 2戦1勝 賞金 7，900，000円
〔競走除外〕 マイネルクリソーラ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。疾病〔右前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻6分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 マイネルクリソーラ号は，令和3年9月6日から令和3年10月5日まで出走停止。停止期間の満了後

に発走調教再審査。

24086 9月5日 晴 稍重 （3札幌2） 第8日 第2競走 ��1，500�2歳未勝利
発走10時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：29．1
1：29．1

良
良

56 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 478－ 61：32．4 11．4�
22 � シーヴィクセン 牝2鹿 54 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Breeze

Easy, LLC 470－ 41：32．61� 2．7�
812 カルチェリノイオリ 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 432＋ 81：32．81� 13．0�
711 レモンケーキ 牝2黒鹿54 大野 拓弥 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 426－ 2 〃 クビ 3．9�
69 ウインマーベル 牡2栗 54 丹内 祐次�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 6 〃 クビ 9．0	
710 エンドロール 牡2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 460－ 41：32．9クビ 39．4

57 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 B480＋ 61：33．01 288．1�
44 エ ル バ リ オ 牡2鹿 54 団野 大成 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 494－ 2 〃 ハナ 5．2�
813 キ ン ト リ ヒ 牡2芦 54

53 ☆泉谷 楓真 �Gリビエール・
レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト

クラブ 454＋ 41：33．1� 28．7
33 ミユキアイラブユー 牡2鹿 54

51 ▲小沢 大仁長井 純一氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 544＋ 81：33．2クビ 31．2�
68 ロイズピーク 牡2黒鹿54 勝浦 正樹高橋 文男氏 武藤 善則 浦河 笠松牧場 476± 01：33．62� 206．2�
11 シルバーオーク 牝2鹿 54

53 ☆亀田 温心小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 418－ 41：33．92 309．8�
45 フローラルビアンカ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：34．21� 105．1�
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売 得 金
単勝： 37，367，600円 複勝： 51，093，000円 枠連： 8，658，500円
馬連： 50，722，700円 馬単： 26，913，700円 ワイド： 50，210，300円
3連複： 83，398，800円 3連単： 104，919，100円 計： 413，283，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，140円 複 勝 � 220円 � 130円 � 250円 枠 連（2－5） 1，550円

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 4，480円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，180円 �� 630円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 32，060円

票 数

単勝票数 計 373676 的中 � 27458（5番人気）
複勝票数 計 510930 的中 � 51174（4番人気）� 140946（1番人気）� 42162（6番人気）
枠連票数 計 86585 的中 （2－5） 4318（8番人気）
馬連票数 計 507227 的中 �� 27935（5番人気）
馬単票数 計 269137 的中 �� 4505（18番人気）
ワイド票数 計 502103 的中 �� 27458（4番人気）�� 10348（14番人気）�� 20464（9番人気）
3連複票数 計 833988 的中 ��� 16512（13番人気）
3連単票数 計1049191 的中 ��� 2372（109番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．0―19．2―31．3―43．8―56．3―1：08．5―1：20．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．6―3F36．1

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

勝馬の
紹 介

ナ バ ロ ン �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．6．12 札幌7着

2019．4．25生 牡2鹿 母 シシャモチャン 母母 レインボウスズラン 4戦1勝 賞金 7，170，000円

第２回 札幌競馬 第８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



24087 9月5日 晴 稍重 （3札幌2） 第8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

46 イ シ ュ タ ル 牝3鹿 54
52 △秋山 稔樹 �シルクレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 528－ 61：45．2 11．5�

58 ブラッティーキッド 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新ひだか 高橋フアーム B504－ 41：45．51� 3．8�
45 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± 01：46．45 4．3�
57 スパラキシス 牝3黒鹿54 丹内 祐次ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 ディアレスト

クラブ 484＋161：46．5クビ 58．6�
22 メイショウマグワシ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心松本 好雄氏 藤原 英昭 浦河 斉藤英牧場 410－ 61：47．13� 90．8	
34 リ ツ ィ タ ル 牝3栗 54

51 ▲小沢 大仁永田 和彦氏 牧田 和弥 日高 森永牧場 400＋ 41：47．2� 16．7

69 クアドリフォリオ 牝3黒鹿54 国分 恭介�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社

ノースヒルズ B508＋ 81：47．41� 22．4�
711 ベルンハルト 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496－ 81：47．61� 36．0�
11 メモリーエアシップ 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜�シンザンクラブ 池添 兼雄 浦河 大北牧場 456－ 21：48．45 17．3
33 セブンデイズ 牡3青鹿56 黛 弘人前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 486－ 4 〃 クビ 9．5�
712 テイエムマルタン 牡3鹿 56 原田 和真竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 若林 順一 496＋ 41：48．71� 128．6�
814 フ ィ エ ゾ ン 牝3青 54 団野 大成吉田 照哉氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム B442＋ 41：49．65 35．5�
813 アークライト 牡3鹿 56 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 518－101：51．7大差 3．1�
610 コ コ ゾ 牝3鹿 54 古川 吉洋�イクタ 谷 潔 新冠 ムラカミファーム 434 ―1：52．33� 297．1�
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売 得 金
単勝： 35，143，800円 複勝： 50，049，400円 枠連： 11，616，200円
馬連： 49，505，200円 馬単： 21，715，200円 ワイド： 49，779，300円
3連複： 82，511，800円 3連単： 81，255，000円 計： 381，575，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 280円 � 150円 � 160円 枠 連（4－5） 550円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 5，350円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，150円 �� 260円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 21，380円

票 数

単勝票数 計 351438 的中 � 24274（5番人気）
複勝票数 計 500494 的中 � 36696（5番人気）� 99572（1番人気）� 88629（2番人気）
枠連票数 計 116162 的中 （4－5） 16257（1番人気）
馬連票数 計 495052 的中 �� 14704（10番人気）
馬単票数 計 217152 的中 �� 3040（19番人気）
ワイド票数 計 497793 的中 �� 14421（10番人気）�� 10034（15番人気）�� 56341（1番人気）
3連複票数 計 825118 的中 ��� 18851（8番人気）
3連単票数 計 812550 的中 ��� 2755（53番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．4―30．5―42．9―55．3―1：07．6―1：19．9―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イ シ ュ タ ル �
�
父 American Pharoah �

�
母父 Galileo デビュー 2021．7．31 函館8着

2018．4．11生 牝3鹿 母 モ ヒ ニ 母母 Denebola 2戦1勝 賞金 5，100，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アークライト号・ココゾ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月5日まで平

地競走に出走できない。

24088 9月5日 晴 稍重 （3札幌2） 第8日 第4競走 ��1，200�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
1：07．5
1：06．0

良
良

59 ノックトゥワイス �3栗 56 C．ルメール 飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 486－ 41：10．5 3．2�

48 ボーヴィヴィエンヌ 牝3栗 54 川又 賢治加藤 裕司氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 448＋101：10．6� 21．6�
713 サ ン ミ ラ ー 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 448＋141：11．02� 35．8�
23 ミニマリズム 牝3栗 54 大野 拓弥 �社台レースホース田中 博康 千歳 社台ファーム 428＋ 21：11．1� 6．5�
816 タイセイブレイズ 牡3鹿 56 団野 大成田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 B462＋ 21：11．2� 4．8�
815 バーニングパワー 牝3栗 54 古川 吉洋長谷川光司氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム 476＋141：11．3� 9．7	
714 ロ ジ ネ イ ア 牝3黒鹿 54

52 △秋山 稔樹久米田正明氏 古賀 慎明 洞	湖 レイクヴィラファーム 428－ 2 〃 ハナ 5．1

24 アレヴィクトワール 牝3黒鹿54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B490＋ 81：11．61� 56．3�
611 コンジェラメント 牝3芦 54

51 ▲小沢 大仁吉田 晴哉氏 武 幸四郎 安平 追分ファーム 444－ 6 〃 ハナ 51．0�
35 オウケンビリュウ 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 438－ 21：11．81
 9．4
11 � バウンシーダンス 牝3栗 54

52 △山田 敬士岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 愛 Grenane
House Stud B432＋ 21：11．9� 106．9�

36 ラブバルドー 牝3鹿 54 菊沢 一樹増田 陽一氏 田島 俊明 日高 奥山 博 450＋181：12．11
 174．8�
12 ライングローリー 牡3鹿 56 黛 弘人大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 新冠 海馬沢 明 474－ 41：12．31� 317．2�
47 クリスタルアゲン 牝3栗 54

51 ▲西谷 凜浅川 皓司氏 加藤 和宏 新ひだか 千代田牧場 448－181：12．61� 287．2�
612 サクセスビリーブ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心小林 章氏 蛯名 利弘 新冠 飛渡牧場 482＋ 6 〃 クビ 27．3�
510 セイウンピーチ 牝3青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 松山 将樹 千歳 社台ファーム 436＋ 41：12．7クビ 196．3�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，774，300円 複勝： 42，444，100円 枠連： 8，949，800円
馬連： 44，181，100円 馬単： 19，104，400円 ワイド： 43，500，100円
3連複： 70，075，200円 3連単： 71，568，500円 計： 330，597，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 190円 � 680円 � 670円 枠 連（4－5） 3，620円

馬 連 �� 4，250円 馬 単 �� 7，240円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 2，420円 �� 5，020円

3 連 複 ��� 32，240円 3 連 単 ��� 120，660円

票 数

単勝票数 計 307743 的中 � 76923（1番人気）
複勝票数 計 424441 的中 � 73026（2番人気）� 14187（9番人気）� 14400（8番人気）
枠連票数 計 89498 的中 （4－5） 1916（15番人気）
馬連票数 計 441811 的中 �� 8052（15番人気）
馬単票数 計 191044 的中 �� 1978（29番人気）
ワイド票数 計 435001 的中 �� 8100（15番人気）�� 4624（25番人気）�� 2192（39番人気）
3連複票数 計 700752 的中 ��� 1630（80番人気）
3連単票数 計 715685 的中 ��� 430（338番人気）

ハロンタイム 12．3―11．2―11．5―11．7―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．5―35．0―46．7―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．5
3 ・（8，14，16）（6，9）（11，12）（1，5，4）15（3，10，13）（2，7） 4 8（14，16）（6，9）（1，5，11）（3，12，15）4，13，2，10，7
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ノックトゥワイス �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．9．6 新潟18着

2018．2．28生 �3栗 母 ネロディアマンテ 母母 アドマイヤマダム 9戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 ノックトゥワイス号の騎手C．ルメールは，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：16番）
〔3走成績による出走制限〕 バウンシーダンス号・ライングローリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月5日まで

平地競走に出走できない。



24089 9月5日 晴 稍重 （3札幌2） 第8日 第5競走 1，700�3歳未勝利
発走12時15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

814 シ ル ミ ー ヌ 牝3黒鹿54 丹内 祐次市瀬 章氏 田中 剛 新冠 村上 欽哉 442± 01：46．3 12．8�
11 ラフルオリータ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹ライオンレースホース� 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 516＋ 21：46．51� 7．5�
46 ゼ ー タ 牡3青鹿56 大野 拓弥外池榮一郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 446－ 21：46．81� 28．1�
69 ドラマティコ 牝3青鹿54 松田 大作 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 482－ 4 〃 アタマ 4．4�
610 タイセイフリート �3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真田中 成奉氏 栗田 徹 平取 二風谷ファーム B466＋ 61：46．9クビ 26．6�
34 ライズンシャイン 牝3栗 54 藤岡 佑介	下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B502＋ 21：47．32� 16．7

813 ラ ン ス ル ー 牡3栗 56 C．ルメール 前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 546＋ 2 〃 クビ 2．4�
712 メイショウカークス 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 本巣 敦 420＋ 4 〃 ハナ 34．3�
22 カンナリリー 牝3栗 54 団野 大成�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 430± 01：47．83 33．5
57 ホッコーマイサン 牡3鹿 56 菱田 裕二北幸商事� 松永 康利 浦河 高昭牧場 494－ 41：48．11� 8．8�
58 マテンロウアスカ 牝3栗 54 古川 吉洋寺田千代乃氏 武 英智 新ひだか タイヘイ牧場 B440＋ 21：48．63 41．4�
711 レベニューシェア 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜吉田 照哉氏 戸田 博文 千歳 社台ファーム 468 ―1：49．34 90．0�
33 デ ク ラ ー ク 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 プログレスファーム 452＋ 81：50．04 26．2�

45 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 490－ 8 （競走中止） 37．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，182，600円 複勝： 50，695，200円 枠連： 9，806，200円
馬連： 46，500，500円 馬単： 23，937，100円 ワイド： 53，284，400円
3連複： 78，889，500円 3連単： 89，877，100円 計： 389，172，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 330円 � 250円 � 570円 枠 連（1－8） 670円

馬 連 �� 3，990円 馬 単 �� 8，160円

ワ イ ド �� 1，530円 �� 3，650円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 27，930円 3 連 単 ��� 148，090円

票 数

単勝票数 計 361826 的中 � 22595（5番人気）
複勝票数 計 506952 的中 � 40621（5番人気）� 57684（3番人気）� 20756（8番人気）
枠連票数 計 98062 的中 （1－8） 11254（2番人気）
馬連票数 計 465005 的中 �� 9016（12番人気）
馬単票数 計 239371 的中 �� 2198（28番人気）
ワイド票数 計 532844 的中 �� 9146（15番人気）�� 3721（37番人気）�� 5364（28番人気）
3連複票数 計 788895 的中 ��� 2118（91番人気）
3連単票数 計 898771 的中 ��� 440（461番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．9―30．4―43．3―56．0―1：07．9―1：20．6―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シ ル ミ ー ヌ �
�
父 エイシンヒカリ �

�
母父 アポインテッドデイ デビュー 2020．10．18 東京10着

2018．2．11生 牝3黒鹿 母 ホットサマーデイ 母母 マルターズヒート 8戦1勝 賞金 8，210，000円
〔競走中止〕 アルマブレイド号は，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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ヒカルマドンナ号
（非抽選馬） 1頭 ラムダ号

24090 9月5日 晴 稍重 （3札幌2） 第8日 第6競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （芝・右）

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
1：07．5
1：06．0

良
良

816 カシノフォワード �3鹿 55
53 △秋山 稔樹柏木 務氏 蛯名 利弘 新冠 サンローゼン 436＋ 41：10．2 12．2�

611 マウンテンムスメ 牝3栗 53 勝浦 正樹西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 450－ 21：10．52 27．4�
815 レ コ レ ー タ 牝3栗 53 団野 大成 �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 486± 01：10．6� 3．2�
23 アンジュソレイユ 牝3栗 53 国分 恭介犬塚悠治郎氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 450－121：10．7� 33．6�
714 ジ ャ ガ ー ド 牡3芦 55

54 ☆亀田 温心栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 418＋ 41：10．8アタマ 8．5�
48 エールヴィフ 牝4鹿 55 藤岡 佑介佐伯由加理氏 橋口 慎介 日高 下河辺牧場 B522＋26 〃 クビ 11．4	
47 ファクトゥーラ 牝5黒鹿55 菊沢 一樹 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B474＋ 21：11．11� 43．8

12 グルーヴビート 牡3鹿 55 川又 賢治 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472＋101：11．41� 9．0�
510	 リターンギフト 牝3青鹿53 荻野 琢真�辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 B396＋ 2 〃 クビ 374．3�
11 	 ラブサンキュー 牝5鹿 55 古川 吉洋増田 陽一氏 辻 哲英 日高 奥山 博 472± 0 〃 クビ 122．9
59 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± 01：11．5� 78．8�
713 メイショウオニテ 牡5青鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 浦河 まるとみ冨岡牧場 460＋ 21：11．6クビ 18．2�
24 ブルメンダール 牡3青 55

54 ☆泉谷 楓真 �キャロットファーム 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 470＋121：11．7� 4．6�
35 テネラメンテ 牝3鹿 53

50 ▲小林 凌大吉田 勝己氏 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 470± 01：11．91
 7．7�
36 アンクルテイオウ 牡5鹿 57

54 ▲小沢 大仁塚本 能交氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B480－ 2 〃 ハナ 43．9�
612 レッドアダン 牡4鹿 57 黛 弘人 �東京ホースレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 474＋ 41：12．11
 114．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 27，377，200円 複勝： 40，406，300円 枠連： 9，004，200円
馬連： 44，275，600円 馬単： 17，521，900円 ワイド： 43，347，300円
3連複： 74，115，800円 3連単： 73，749，100円 計： 329，797，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，220円 複 勝 � 400円 � 620円 � 150円 枠 連（6－8） 3，430円

馬 連 �� 13，680円 馬 単 �� 24，060円

ワ イ ド �� 4，260円 �� 610円 �� 1，690円

3 連 複 ��� 11，530円 3 連 単 ��� 85，820円

票 数

単勝票数 計 273772 的中 � 17872（7番人気）
複勝票数 計 404063 的中 � 22545（7番人気）� 13274（9番人気）� 95076（1番人気）
枠連票数 計 90042 的中 （6－8） 2031（15番人気）
馬連票数 計 442756 的中 �� 2507（40番人気）
馬単票数 計 175219 的中 �� 546（72番人気）
ワイド票数 計 433473 的中 �� 2500（47番人気）�� 19620（4番人気）�� 6463（18番人気）
3連複票数 計 741158 的中 ��� 4819（38番人気）
3連単票数 計 737491 的中 ��� 623（279番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．5―11．8―11．3―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．5―35．0―46．8―58．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カシノフォワード �
�
父 ゴスホークケン �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．8．30 小倉11着

2018．5．2生 �3鹿 母 セトウチダイヤ 母母 テレサザティーチャ 12戦2勝 賞金 17，300，000円
〔その他〕 ブルメンダール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ブルメンダール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年10月5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。
（非抽選馬） 4頭 スーパービーム号・フランクエトワール号・マイネルレスペト号・マントゥノン号



24091 9月5日 晴 稍重 （3札幌2） 第8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

712 エクレルシー 牡3黒鹿54 C．ルメール�ノースヒルズ 栗田 徹 浦河 高野牧場 B488＋ 21：45．3 3．6�
34 アミュリオン 牡5栗 57 丹内 祐次 �吉澤ホールディングス 藤原 辰雄 浦河 栄進牧場 472－ 21：45．93� 8．0�
22 ラ ル フ 牡3栗 54 団野 大成�GET NEXT 荒川 義之 新冠 須崎牧場 464± 01：46．11 8．6�
46 サダムラピュタ 牡6黒鹿 57

54 ▲小沢 大仁大西美生子氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 B476＋ 41：46．2� 3．6�
57 ゲットアップ �3黒鹿54 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 B474－ 21：46．4� 5．2�
45 イッツオーライト �4栗 57

55 △秋山 稔樹田島榮二郎氏 竹内 正洋 日高 坂 牧場 466－ 21：46．61� 170．4	
11 パクスジャポニカ 牡3鹿 54 黛 弘人田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 新ひだか 谷岡スタット 482＋ 21：46．81� 277．1

813 メッザノッテ 牝3栗 52 荻野 琢真ゴドルフィン 寺島 良 新ひだか 田中 裕之 478＋241：47．01 6．6�
33 � コスモクウェンチ 牡7鹿 57

55 △山田 敬士Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 21：47．21� 90．4�
58 � ウインググランダー 牡5鹿 57

54 ▲西谷 凜池田 實氏 藤沢 則雄 浦河 村中牧場 524＋ 21：47．3クビ 108．1
814 キングスバレイ 牡5栗 57

56 ☆泉谷 楓真村野 康司氏 斎藤 誠 日高 下河辺牧場 528＋ 41：47．4� 19．4�
711� マイネルエスペルト 牡4鹿 57

56 ☆亀田 温心吉田 勝利氏 小崎 憲 新ひだか 千代田牧場 512＋ 21：47．61� 113．3�
69 サウンドテーブル 牡7黒鹿57 水口 優也山上 和良氏 畑端 省吾 新ひだか 金 球美 B506－ 21：48．98 70．1�
610 ナ ム ラ ハ カ 牡3黒鹿54 川又 賢治奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 王蔵牧場 470－ 21：50．8大差 54．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 27，609，200円 複勝： 38，253，700円 枠連： 7，265，000円
馬連： 40，511，400円 馬単： 17，787，500円 ワイド： 38，899，400円
3連複： 59，806，900円 3連単： 72，284，900円 計： 302，418，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 200円 � 260円 枠 連（3－7） 1，230円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，320円

ワ イ ド �� 570円 �� 690円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，140円 3 連 単 ��� 13，640円

票 数

単勝票数 計 276092 的中 � 60942（1番人気）
複勝票数 計 382537 的中 � 67196（2番人気）� 50462（4番人気）� 32671（6番人気）
枠連票数 計 72650 的中 （3－7） 4549（6番人気）
馬連票数 計 405114 的中 �� 22640（5番人気）
馬単票数 計 177875 的中 �� 5743（7番人気）
ワイド票数 計 388994 的中 �� 17891（6番人気）�� 14446（11番人気）�� 13171（12番人気）
3連複票数 計 598069 的中 ��� 14252（12番人気）
3連単票数 計 722849 的中 ��� 3842（37番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―12．0―12．3―12．3―12．4―12．7―12．3―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．9―42．2―54．5―1：06．9―1：19．6―1：31．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エクレルシー �
�
父 ダ ン カ ー ク �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2020．12．26 中山11着

2018．5．21生 牡3黒鹿 母 イ ソ シ ギ 母母 テ ン ド ラ ー 6戦2勝 賞金 15，800，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラハカ号は，「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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 ウォーターボンボン号・クリノハーベスト号

24092 9月5日 晴 稍重 （3札幌2） 第8日 第8競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時45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
1：45．7
1：43．8

良
良

610 ペドラフォルカ 牝3鹿 52 大野 拓弥下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 462＋141：51．3 7．1�
45 ミツルハピネス 牝3栗 52

51 ☆泉谷 楓真守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 516＋201：51．4� 3．0�
813 タウゼントシェーン 牝3青 52 川又 賢治 �社台レースホース矢作 芳人 千歳 社台ファーム 434＋14 〃 ハナ 7．2�
22 リ ス カ ム �3青鹿54 藤岡 佑介寺田 寿男氏 昆 貢 新ひだか 畠山牧場 484－ 41：51．5クビ 5．3�
711� ニ ー ニ ャ 牝4芦 55

53 △秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 506＋251：51．71� 91．9	

46 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 466＋ 21：51．8� 17．4

814 ミリタリータンゴ 牡3黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム B462＋ 8 〃 クビ 47．1�
69 ウインルーア 牝3鹿 52 黛 弘人�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 466＋16 〃 アタマ 38．7�
58 ケンアンビシャス 牡3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 472－141：51．9クビ 12．0
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 470－ 2 〃 クビ 19．4�
11 クリノイヴァンカ 牝5鹿 55

52 ▲西谷 凜栗本 博晴氏 天間 昭一 新ひだか タイヘイ牧場 476± 0 〃 ハナ 56．1�
712 テイエムタツマキ 牡3青鹿54 古川 吉洋竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 B500－ 2 〃 同着 13．7�
34 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 B482＋ 81：52．75 10．1�
57 ヒシタイザン 牡4栗 57 団野 大成阿部 雅英氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 B524＋ 61：52．91� 66．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，781，200円 複勝： 39，448，300円 枠連： 7，307，300円
馬連： 41，719，500円 馬単： 17，800，300円 ワイド： 43，320，400円
3連複： 62，097，600円 3連単： 71，279，700円 計： 311，754，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 220円 � 160円 � 240円 枠 連（4－6） 910円

馬 連 �� 1，200円 馬 単 �� 2，950円

ワ イ ド �� 460円 �� 880円 �� 820円

3 連 複 ��� 4，040円 3 連 単 ��� 20，200円

票 数

単勝票数 計 287812 的中 � 32163（3番人気）
複勝票数 計 394483 的中 � 44267（3番人気）� 73774（1番人気）� 37835（5番人気）
枠連票数 計 73073 的中 （4－6） 6178（3番人気）
馬連票数 計 417195 的中 �� 26742（2番人気）
馬単票数 計 178003 的中 �� 4512（8番人気）
ワイド票数 計 433204 的中 �� 25217（2番人気）�� 12180（11番人気）�� 13210（7番人気）
3連複票数 計 620976 的中 ��� 11510（9番人気）
3連単票数 計 712797 的中 ��� 2558（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．0―37．4―49．7―1：02．4―1：14．8―1：27．0―1：39．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペドラフォルカ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Bernardini デビュー 2020．8．1 新潟2着

2018．3．6生 牝3鹿 母 サトノジョリー 母母 ハニーローズ 7戦2勝 賞金 17，310，000円



24093 9月5日 晴 稍重 （3札幌2） 第8日 第9競走 ��1，700�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
1：40．9
1：40．9

重
重

33 スカーレットスカイ 牝3栗 52 国分 恭介ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 480＋121：45．6 4．7�

69 � コスモセイリュウ 牡4鹿 57 団野 大成 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 488－121：46．34 15．5�
814 ピクトルテソーロ 牡3黒鹿54 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 日高 船越牧場 470＋ 6 〃 ハナ 4．0�
22 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± 0 〃 クビ 27．4�
46 ルーチェデラヴィタ 牝4鹿 55

52 ▲西谷 凜安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 広富牧場 450± 0 〃 ハナ 70．3	
34 シンヨモギネス 牡3鹿 54 菱田 裕二岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B480＋ 61：46．4アタマ 7．5

712 タイトロープウィン 牝5栗 55 黛 弘人浅田 次郎氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 450＋ 41：46．5� 27．6�
610 アベックフォルス 牡4鹿 57

54 ▲小沢 大仁田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 484＋ 21：46．6� 17．8�
45 モリノカワセミ 牝5鹿 55

52 ▲小林 凌大森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 478＋ 8 〃 クビ 13．4
11 トリッチトラッチ 牝4芦 55 丹内 祐次ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 浦河日成牧場 B448＋ 61：46．91� 7．8�
57 	 インペリアルエア 
6黒鹿57 古川 吉洋岡田 牧雄氏 稲垣 幸雄 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 21：47．0� 248．0�
813 ミツカネプリンス 牡4芦 57 藤岡 佑介小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 448－ 61：47．1クビ 10．1�
58 メイショウヨシテル 牡3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心松本 好�氏 池添 兼雄 浦河 高昭牧場 476＋ 41：47．42 7．0�
711 ピッツバーグ 
8鹿 57

56 ☆泉谷 楓真ディアレストクラブ� 清水 英克 日高 戸川牧場 B512＋ 21：50．3大差 139．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，767，100円 複勝： 49，854，600円 枠連： 10，592，500円
馬連： 52，727，900円 馬単： 21，002，100円 ワイド： 48，282，000円
3連複： 85，925，200円 3連単： 90，867，400円 計： 389，018，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 230円 � 410円 � 160円 枠 連（3－6） 1，120円

馬 連 �� 4，730円 馬 単 �� 7，130円

ワ イ ド �� 1，720円 �� 520円 �� 1，180円

3 連 複 ��� 7，380円 3 連 単 ��� 41，690円

票 数

単勝票数 計 297671 的中 � 50204（2番人気）
複勝票数 計 498546 的中 � 54140（4番人気）� 25228（9番人気）� 101507（1番人気）
枠連票数 計 105925 的中 （3－6） 7273（4番人気）
馬連票数 計 527279 的中 �� 8627（20番人気）
馬単票数 計 210021 的中 �� 2207（27番人気）
ワイド票数 計 482820 的中 �� 6921（25番人気）�� 25412（3番人気）�� 10265（12番人気）
3連複票数 計 859252 的中 ��� 8732（21番人気）
3連単票数 計 908674 的中 ��� 1580（123番人気）

ハロンタイム 6．6―11．4―12．3―12．7―12．5―12．4―12．4―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―18．0―30．3―43．0―55．5―1：07．9―1：20．3―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スカーレットスカイ �
�
父 ディスクリートキャット �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2020．11．1 京都12着

2018．3．25生 牝3栗 母 レッドフェザー 母母 チャリティークエスト 8戦3勝 賞金 25，970，000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 サトノクライム号

24094 9月5日 晴 良 （3札幌2） 第8日 第10競走 ��
��1，200�す ず ら ん 賞

発走14時50分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 203，000円 58，000円 29，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．9
1：07．5

良
良

66 ヴィアドロローサ 牡2鹿 54 C．ルメール �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 日高 下河辺牧場 440－ 21：11．0 3．5�
89 ポメランチェ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 402± 01：11．1	 2．0�
88 リ ト ス 牝2鹿 54 亀田 温心ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 400－ 61：11．2
 9．0�
44 ジョーブリッランテ 牡2栗 54 大野 拓弥上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 482－ 61：11．62 6．9�
33 ニシノタマユラ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 460＋ 61：11．7
 13．2	
55 � ドラゴンゴクウ 牡2黒鹿54 松田 大作福本 次雄氏 堂山 芳則 日高 福本 次雄 452－ 21：12．12
 32．0


（北海道）

11 フォルトゥナ 牡2青鹿54 黛 弘人山本三津子氏 中野 栄治 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464＋ 21：12．2	 98．4�

22 � ビッキーチャンス 牝2黒鹿54 菱田 裕二 Him Rock Racing
ホールディングス� 田中 淳司 日高 豊洋牧場 416－ 61：14．6大差 42．8�

（北海道）

77 � タイセイエミネント 牡2鹿 54 団野 大成田中 成奉氏 田中 淳司 日高 田端牧場 444－ 2 〃 クビ 58．8
（北海道）

（9頭）

売 得 金
単勝： 49，904，800円 複勝： 39，946，700円 枠連： 9，816，600円
馬連： 57，541，900円 馬単： 33，365，200円 ワイド： 43，036，400円
3連複： 82，295，200円 3連単： 178，344，000円 計： 494，250，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 110円 � 110円 � 150円 枠 連（6－8） 240円

馬 連 �� 300円 馬 単 �� 670円

ワ イ ド �� 170円 �� 340円 �� 240円

3 連 複 ��� 530円 3 連 単 ��� 2，190円

票 数

単勝票数 計 499048 的中 � 119246（2番人気）
複勝票数 計 399467 的中 � 91963（2番人気）� 127674（1番人気）� 48056（4番人気）
枠連票数 計 98166 的中 （6－8） 30860（1番人気）
馬連票数 計 575419 的中 �� 146516（1番人気）
馬単票数 計 333652 的中 �� 37150（2番人気）
ワイド票数 計 430364 的中 �� 76937（1番人気）�� 27013（6番人気）�� 43127（2番人気）
3連複票数 計 822952 的中 ��� 115961（1番人気）
3連単票数 計1783440 的中 ��� 58856（4番人気）

ハロンタイム 12．2―11．1―11．5―12．3―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．3―34．8―47．1―58．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヴィアドロローサ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．8．7 函館1着

2019．3．6生 牡2鹿 母 ロイヤルストリート 母母 フィラストリート 2戦2勝 賞金 23，203，000円
〔発走状況〕 ビッキーチャンス号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ビッキーチャンス号は，令和3年9月6日から令和3年9月26日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ビッキーチャンス号・タイセイエミネント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年

10月5日まで平地競走に出走できない。



24095 9月5日 晴 良 （3札幌2） 第8日 第11競走 ��
��2，600�

たんちょう

丹頂ステークス
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，2．9．5以降3．8．29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

賞 品
本 賞 24，000，000円 9，600，000円 6，000，000円 3，600，000円 2，400，000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
2：37．6
2：35．1

良
良

810 カウディーリョ 牡5黒鹿55 大野 拓弥 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 448－ 42：44．3 2．8�
89 ボ ス ジ ラ 牡5芦 56 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 510－12 〃 クビ 4．8�
55 ゴ ー ス ト �5芦 54 C．ルメール 西村 健氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 498－ 42：44．51� 3．0�
77 オウケンムーン 牡6鹿 56 団野 大成福井 明氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 440－ 62：44．6クビ 21．7�
44 アイスバブル 牡6芦 55 水口 優也金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 クビ 7．3	
33 ウィナーポイント 牝6黒鹿48 川又 賢治岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 420＋ 22：44．7クビ 15．8

11 コスモジェミラ 牝4芦 48 竹之下智昭 �ビッグレッドファーム 吉田 直弘 新冠 ビッグレッドファーム 470± 02：45．01	 34．9�
78 トーセンカンビーナ 牡5鹿 55 泉谷 楓真島川 �哉氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 474＋14 〃 クビ 19．4
22 タイセイトレイル 牡6黒鹿55 菱田 裕二田中 成奉氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492＋ 6 〃 ハナ 28．5�
66 ジャディード 牡6黒鹿48 小沢 大仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B448－ 22：45．31	 106．9�

（10頭）

売 得 金
単勝： 68，401，700円 複勝： 67，150，800円 枠連： 30，278，600円
馬連： 165，722，100円 馬単： 74，178，500円 ワイド： 105，348，000円
3連複： 266，618，100円 3連単： 450，861，400円 計： 1，228，559，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 140円 � 120円 枠 連（8－8） 650円

馬 連 �� 660円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 260円 �� 210円 �� 300円

3 連 複 ��� 590円 3 連 単 ��� 2，690円

票 数

単勝票数 計 684017 的中 � 191760（1番人気）
複勝票数 計 671508 的中 � 166983（1番人気）� 106072（3番人気）� 141619（2番人気）
枠連票数 計 302786 的中 （8－8） 35727（2番人気）
馬連票数 計1657221 的中 �� 192112（2番人気）
馬単票数 計 741785 的中 �� 46242（4番人気）
ワイド票数 計1053480 的中 �� 99066（2番人気）�� 136654（1番人気）�� 84018（3番人気）
3連複票数 計2666181 的中 ��� 336850（1番人気）
3連単票数 計4508614 的中 ��� 121505（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．1―25．4―38．3―51．4―1：04．1―1：17．4―1：30．7―1：43．6―1：56．0―2：08．1―2：20．2―2：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カウディーリョ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．8．19 札幌1着

2016．3．8生 牡5黒鹿 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 13戦5勝 賞金 89，228，000円

24096 9月5日 晴 良 （3札幌2） 第8日 第12競走 ��2，000�
く し ろ し つ げ ん

釧 路 湿 原 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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

68 ミスミルドレッド 牝4黒鹿55 亀田 温心丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 450＋ 82：03．1 9．4�
44 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 476－ 42：03．2� 1．9�
69 モリノカンナチャン 牝3鹿 52 団野 大成森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 444＋ 22：03．73 3．7�
33 アルテラローザ 牝5黒鹿55 藤岡 佑介 �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 476－ 22：03．8� 15．0�
45 ヒューマンコメディ 牝4黒鹿55 秋山 稔樹野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 506± 02：04．33 55．4�
11 バルバレスコ 牝4鹿 55 菊沢 一樹 	シルクレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：04．51 32．0

57 マイネルステレール 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム B484－ 22：04．6� 71．3�
813� プ ロ ー ス 牡5栗 57 泉谷 楓真髙樽さゆり氏 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ B512－ 22：05．02� 13．2�
812� カ サ ー レ 牝6青鹿55 川又 賢治飯田 正剛氏 吉岡 辰弥 新ひだか 千代田牧場 452＋ 62：05．53 125．7
710 タ ガ ノ カ イ 牡3黒鹿54 古川 吉洋八木 良司氏 宮 徹 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 514＋102：05．6� 31．8�
56 コロンドール 牡4栗 57 荻野 琢真栗坂 崇氏 和田 雄二 安平 ノーザンファーム 514＋ 22：05．91	 64．2�
711 ル ー ス 牝3栗 52 大野 拓弥山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 496＋ 8 〃 ハナ 10．8�
22 サ ン シ ロ ウ 牡7鹿 57 菱田 裕二合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B504－ 22：06．0� 178．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 75，085，200円 複勝： 82，214，600円 枠連： 24，948，000円
馬連： 123，370，100円 馬単： 58，611，200円 ワイド： 106，671，700円
3連複： 197，241，400円 3連単： 295，211，400円 計： 963，353，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 940円 複 勝 � 190円 � 110円 � 120円 枠 連（4－6） 280円

馬 連 �� 1，220円 馬 単 �� 4，170円

ワ イ ド �� 430円 �� 370円 �� 170円

3 連 複 ��� 930円 3 連 単 ��� 9，570円

票 数

単勝票数 計 750852 的中 � 63383（3番人気）
複勝票数 計 822146 的中 � 78464（3番人気）� 228986（1番人気）� 185478（2番人気）
枠連票数 計 249480 的中 （4－6） 68567（1番人気）
馬連票数 計1233701 的中 �� 77881（3番人気）
馬単票数 計 586112 的中 �� 10526（14番人気）
ワイド票数 計1066717 的中 �� 53651（5番人気）�� 65832（2番人気）�� 194918（1番人気）
3連複票数 計1972414 的中 ��� 157382（1番人気）
3連単票数 計2952114 的中 ��� 22356（17番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．3―12．6―12．5―12．6―12．2―12．5―12．0―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．2―48．8―1：01．3―1：13．9―1：26．1―1：38．6―1：50．6

コーナー
通過順位

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

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

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 16戦3勝 賞金 54，171，000円
〔騎手変更〕 コロンドール号の騎手荻野極は，出馬投票における誤記のため荻野琢真に変更。
〔制裁〕 コロンドール号の調教師和田雄二は，出馬投票に際し騎手名を誤記して騎手変更となったことについて過怠金30，000円。

３レース目



（3札幌2）第8日 9月5日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
稍重

競走回数 12回 出走頭数 157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

217，080，000円
13，830，000円
23，390，000円
1，070，000円
25，740，000円
67，997，000円
4，317，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
482，817，800円
637，988，200円
145，341，000円
755，375，900円
356，991，200円
660，090，400円
1，197，350，600円
1，676，970，000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 5，912，925，100円

総入場人員 1，378名 （有料入場人員 1，291名）



令和3年度 第2回札幌競馬 総計

競走回数 96回 出走延頭数 1，233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 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，780，880，000円
45，320，000円
184，850，000円
13，250，000円
202，280，000円
2，500，000円
528，539，000円
34，526，000円
11，836，800円

勝馬投票券売得金
4，732，310，500円
6，187，127，500円
1，401，987，200円
7，772，377，300円
3，490，544，500円
6，556，204，600円
12，998，246，500円
17，362，844，200円
749，251，100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
5 重 勝
計 61，250，893，400円

総入場延人員 11，093名 （有料入場延人員 10，354名）
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