
20061 8月7日 曇 良 （4札幌1） 第6日 第1競走 ��1，700�2歳未勝利
発走9時50分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：44．9
1：44．8

稍重
不良

811 サトノミスチーフ 牡2鹿 54 富田 暁 �サトミホースカンパニー 平田 修 千歳 社台ファーム 480± 01：49．2 2．9�
78 キスオンザビーチ 牝2黒鹿54 �島 克駿吉田 千津氏 中村 直也 新ひだか 前田ファーム 470－ 81：50．26 3．8�
55 ハットグットゲット 牡2青鹿54 丹内 祐次小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 514＋ 21：50．73 14．6�
810 シンドバッド 牡2鹿 54

52 △角田 大和 Him Rock Racing
ホールディングス� 寺島 良 浦河 ディアレスト

クラブ 468＋ 41：51．23 16．0�
79 シャイナライ 牝2鹿 54 黛 弘人�ミルファーム 宗像 義忠 新ひだか 田中 裕之 430－ 41：51．41� 38．2	
11 サ グ ア ロ 牡2栗 54

52 △横山 琉人飯田 貴大氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 516＋201：51．72 5．8

67 シゲルヴィンセント 牡2青鹿54 勝浦 正樹森中 蕃氏 水野 貴広 浦河 笹島 政信 492－ 21：52．87 111．3�
22 マローディープ 牡2栗 54 石川裕紀人 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 506＋ 41：52．9クビ 10．0�
33 ジャンマギアーナ 牡2黒鹿54 吉田 隼人加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 476＋101：53．0� 7．7
44 ブルーシャトー 牡2青鹿54 丸山 元気 �サザンホールディング 根本 康広 日高 門別 敏朗 494－101：53．63� 67．1�
66 モルデュール 牡2芦 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 池添 兼雄 新ひだか 高橋フアーム 470＋141：55．5大差 73．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，785，800円 複勝： 36，105，200円 枠連： 8，883，500円
馬連： 55，847，200円 馬単： 27，910，600円 ワイド： 46，646，100円
3連複： 88，094，800円 3連単： 104，163，700円 計： 402，436，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 130円 � 270円 枠 連（7－8） 470円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 320円 �� 540円 �� 750円

3 連 複 ��� 3，020円 3 連 単 ��� 13，040円

票 数

単勝票数 計 347858 的中 � 96402（1番人気）
複勝票数 計 361052 的中 � 75441（2番人気）� 83096（1番人気）� 24835（6番人気）
枠連票数 計 88835 的中 （7－8） 14536（1番人気）
馬連票数 計 558472 的中 �� 62939（1番人気）
馬単票数 計 279106 的中 �� 14877（3番人気）
ワイド票数 計 466461 的中 �� 40285（2番人気）�� 21588（5番人気）�� 14875（13番人気）
3連複票数 計 880948 的中 ��� 21838（12番人気）
3連単票数 計1041637 的中 ��� 5788（45番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―12．6―13．4―13．3―13．1―13．1―12．5―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．5―43．9―57．2―1：10．3―1：23．4―1：35．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．0―3F38．9
1
3
・（5，8）11－（6，4，10）－（1，9）（3，7）2・（5，8）11－（6，4，10）7（1，9）2，3

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

勝馬の
紹 介

サトノミスチーフ �
�
父 Into Mischief �

�
母父 Indian Charlie デビュー 2022．6．4 中京7着

2020．4．20生 牡2鹿 母 プレイプリティー 母母 Oatsee 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 モルデュール号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月7日まで平地競走

に出走できない。

20062 8月7日 曇 良 （4札幌1） 第6日 第2競走 1，000�3歳未勝利
発走10時20分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．8

良
重

812 メ ル シ ー 牝3青鹿54 武 豊 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新冠 富本 茂喜 422＋ 4 59．3 2．0�
79 サリーチャン 牝3黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹栗山 道郎氏 石栗 龍彦 浦河トラストスリーファーム 448＋ 6 59．51� 54．4�
710 ベ ジ ェ サ 牝3鹿 54 池添 謙一 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 新冠 協和牧場 496＋10 59．6� 6．2�
56 タ イ コ ネ ン 牝3栗 54

51 ▲西塚 洸二布武起会 水野 貴広 日高 木村牧場 450＋ 21：00．45 156．8�
55 テ ス テ ッ ソ 牡3鹿 56 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B432＋ 4 〃 ハナ 140．7	
22 ルルネージュ 牝3芦 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 武市 康男 浦河 宮内牧場 480＋ 41：00．5� 10．1

44 クリスタルローズ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 484± 0 〃 ハナ 15．3�
811 クインズハッピー 牝3鹿 54 石川裕紀人 �ケイアイスタリオン 和田正一郎 新冠 新冠橋本牧場 450＋ 4 〃 ハナ 46．4�
68 サバンナチャンス 牝3芦 54

52 △横山 琉人由井健太郎氏 竹内 正洋 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 21：00．7� 3．7
67 タイセイレーヴ 牡3鹿 56 川又 賢治田中 成奉氏 矢作 芳人 浦河 酒井牧場 B500－ 41：00．8� 29．4�
11 ビュートラン 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士岡村 善行氏 牧 光二 日高 オリオンファーム 480－181：01．75 124．9�
33 トキメキナイト 牡3青鹿56 丹内 祐次田頭 勇貴氏 武藤 善則 新冠 ハシモトフアーム B462－141：02．34 11．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，813，400円 複勝： 56，658，800円 枠連： 9，385，200円
馬連： 56，048，900円 馬単： 31，008，700円 ワイド： 57，651，600円
3連複： 101，585，500円 3連単： 135，730，600円 計： 486，882，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 540円 � 220円 枠 連（7－8） 610円

馬 連 �� 5，040円 馬 単 �� 5，850円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 370円 �� 3，130円

3 連 複 ��� 8，110円 3 連 単 ��� 39，340円

票 数

単勝票数 計 388134 的中 � 149840（1番人気）
複勝票数 計 566588 的中 � 217996（1番人気）� 16155（8番人気）� 50419（4番人気）
枠連票数 計 93852 的中 （7－8） 11910（2番人気）
馬連票数 計 560489 的中 �� 8609（13番人気）
馬単票数 計 310087 的中 �� 3970（19番人気）
ワイド票数 計 576516 的中 �� 9948（15番人気）�� 44576（3番人気）�� 4379（24番人気）
3連複票数 計1015855 的中 ��� 9387（23番人気）
3連単票数 計1357306 的中 ��� 2501（117番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．7―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．8―35．5―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メ ル シ ー �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．24 阪神5着

2019．4．24生 牝3青鹿 母 メモリーオブハース 母母 スウィートハース 8戦1勝 賞金 10，080，000円
〔3走成績による出走制限〕 タイセイレーヴ号・ビュートラン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月7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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オーシンプラス号
（非抽選馬） 4頭 エスティメート号・カルーナブルガリス号・シェリーココ号・デュードメール号

第１回 札幌競馬 第６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



20063 8月7日 晴 良 （4札幌1） 第6日 第3競走 2，000�3歳未勝利
発走10時50分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

510 サトノゼノビア 牝3鹿 54 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム B472－ 42：00．8 17．0�
815 イ ル モ ン ド 牝3黒鹿54 菱田 裕二大塚 亮一氏 池上 昌和 浦河 杵臼牧場 470－ 2 〃 クビ 5．1�
23 トーセンシエロ 牝3鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 430± 02：00．9クビ 5．3�
47 スコールユニバンス 牝3鹿 54 石川裕紀人亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 444－102：01．11� 5．8�
11 ソングフォーマーヤ 牝3鹿 54 武 豊嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 山際牧場 460＋ 42：01．3� 9．1	
36 ナンベイコー 牝3鹿 54 吉田 隼人陳 立文氏 尾形 和幸 苫小牧 アスラン 426－ 8 〃 アタマ 10．4

611 ベアーザベル 牝3鹿 54 �島 克駿 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 432－ 42：01．4� 6．1�
12 ディープクイーン 牝3鹿 54 富田 暁�コスモ・コスモ 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B388－ 42：01．61 46．3
24 ルグランブルー 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二山田 弘氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 436± 0 〃 � 166．0�
48 シルバーリング 牝3青 54 池添 謙一杉山 忠国氏 上村 洋行 新ひだか 明治牧場 456＋ 42：01．7クビ 12．3�
612 ジ ェ ト ラ イ 牝3鹿 54

52 △角田 大和 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 浦河 三嶋牧場 478＋ 22：01．8� 12．8�
35 スズカマース 牝3青鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太永井 啓弍氏 橋田 満 平取 稲原牧場 468－ 4 〃 クビ 73．9�
816 ヤマニンエピュレ 牝3黒鹿54 黛 弘人土井 肇氏 稲垣 幸雄 新冠 錦岡牧場 432－ 82：02．11� 62．7�
713 ウォーターレクラ 牝3鹿 54 古川 吉洋山岡 正人氏 岡田 稲男 新ひだか 築紫 洋 416± 02：02．52 20．7�
59 ララサンシャイン 牝3栗 54 柴山 雄一大塚 亮一氏 千田 輝彦 浦河 ディアレスト

クラブ 416＋122：02．6� 311．5�
714 ケ イ カ 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅桂土地� 庄野 靖志 新ひだか 山際セントラルスタッド 456＋ 82：08．1大差 113．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，098，000円 複勝： 75，084，500円 枠連： 15，444，500円
馬連： 75，283，000円 馬単： 29，194，800円 ワイド： 81，346，300円
3連複： 132，031，700円 3連単： 114，614，800円 計： 565，097，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，700円 複 勝 � 400円 � 190円 � 200円 枠 連（5－8） 6，060円

馬 連 �� 6，440円 馬 単 �� 14，780円

ワ イ ド �� 1，880円 �� 2，350円 �� 650円

3 連 複 ��� 13，040円 3 連 単 ��� 117，530円

票 数

単勝票数 計 420980 的中 � 19708（9番人気）
複勝票数 計 750845 的中 � 40461（9番人気）� 117242（1番人気）� 102097（2番人気）
枠連票数 計 154445 的中 （5－8） 1975（26番人気）
馬連票数 計 752830 的中 �� 9046（28番人気）
馬単票数 計 291948 的中 �� 1481（66番人気）
ワイド票数 計 813463 的中 �� 10872（25番人気）�� 8601（36番人気）�� 34135（3番人気）
3連複票数 計1320317 的中 ��� 7593（51番人気）
3連単票数 計1146148 的中 ��� 707（478番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―12．1―12．1―12．3―12．6―11．9―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�
12．5―23．3―35．4―47．5―59．8―1：12．4―1：24．3―1：36．2―1：48．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．5
1
3

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

勝馬の
紹 介

サトノゼノビア �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Acclamation デビュー 2021．8．22 新潟13着

2019．2．21生 牝3鹿 母 クイーンカトリーン 母母 Kahira 7戦1勝 賞金 5，720，000円
〔その他〕 ケイカ号は，3コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
※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 ヴァンデスト号・ビロングゴールド号

20064 8月7日 晴 良 （4札幌1） 第6日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時20分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

58 セイウンガレオン 牡3黒鹿56 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 中田 英樹 528± 01：47．8 8．0�
69 シ ャ ン ダ ス 牡3栗 56 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム 468＋121：48．43� 3．9�
711 キージュピター 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 B482＋ 81：48．61� 14．9�
712 ウォータージオード 牡3鹿 56 �島 克駿山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 480－121：48．7� 4．9�
57 テイエムビシャモン 牡3黒鹿56 古川 吉洋竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 B492± 01：48．8クビ 5．1�
610 クチャモザクワジャ 牡3栗 56

53 ▲鷲頭 虎太幅田 京子氏 奥村 豊 新冠 カミイスタット B504－ 81：48．9クビ 11．4�
45 ゲ ー テ �3鹿 56

54 △角田 大和	キーファーズ 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 470－101：49．32� 30．4

34 アルカンサス 牡3鹿 56 丸山 元気一村 哲也氏 土田 稔 新冠 守矢牧場 454－ 61：49．51� 68．2�
813 チャコワールド 牡3黒鹿56 菱田 裕二中島 俊房氏 �島 一歩 新ひだか 加野牧場 430± 01：50．13� 70．2�
814 タッカーステート 牡3黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二小松崎 孝氏 鈴木 伸尋 新冠 つつみ牧場 446＋ 41：50．73� 138．5
22 シ エ ル 牝3鹿 54 横山 和生増田 和啓氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B464＋ 21：51．22� 4．3�
46 ル ー シ ッ ド 牡3芦 56

52 ★古川 奈穂広尾レース	 高柳 大輔 新ひだか 木村 秀則 486＋ 61：51．62� 91．5�
11 サンマルカーラ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 478－ 21：52．45 193．3�

33 ル ネ ッ タ 牝3黒鹿 54
52 △横山 琉人 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 田島 俊明 新ひだか 岡田スタツド B410＋ 61：53．03� 177．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 38，182，300円 複勝： 57，385，200円 枠連： 12，097，700円
馬連： 58，668，800円 馬単： 26，491，700円 ワイド： 59，165，000円
3連複： 97，872，800円 3連単： 114，858，600円 計： 464，722，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 250円 � 150円 � 370円 枠 連（5－6） 450円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 3，690円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，650円 �� 1，040円

3 連 複 ��� 6，710円 3 連 単 ��� 38，480円

票 数

単勝票数 計 381823 的中 � 37831（5番人気）
複勝票数 計 573852 的中 � 54253（5番人気）� 128347（1番人気）� 32694（7番人気）
枠連票数 計 120977 的中 （5－6） 20540（1番人気）
馬連票数 計 586688 的中 �� 30321（7番人気）
馬単票数 計 264917 的中 �� 5372（17番人気）
ワイド票数 計 591650 的中 �� 27327（7番人気）�� 8837（20番人気）�� 14453（11番人気）
3連複票数 計 978728 的中 ��� 10939（25番人気）
3連単票数 計1148586 的中 ��� 2164（136番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．1―42．8―55．7―1：08．9―1：21．8―1：34．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．1―3F38．9
1
3
2，7（3，10）1－12，6（9，11）－4－8－5－13－14・（2，7，5）10，12－（3，9）8（1，11）4，13－6，14

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

勝馬の
紹 介

セイウンガレオン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ストラヴィンスキー デビュー 2021．11．21 東京7着

2019．5．8生 牡3黒鹿 母 フィールグリュック 母母 サマーナイトシティ 9戦1勝 賞金 9，360，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルネッタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月7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〕 チャコワールド号・ルネッタ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月7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 ホウオウブリッツ号・ロルバーンスカイ号



20065 8月7日 晴 良 （4札幌1） 第6日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時10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
1：48．2
1：44．5

良
良

44 エイトスターズ 牝2黒鹿54 吉田 隼人武田 修氏 坂口 智康 洞�湖 レイクヴィラファーム 468 ―1：51．2 4．1�
88 フェネストラ 牝2黒鹿54 横山 和生杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 422 ― 〃 クビ 2．5�
89 ビキニボーイ 牡2鹿 54 浜中 俊小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 谷岡牧場 480 ―1：51．3� 5．2�
55 ケイグンノイッカク 牝2鹿 54 斎藤 新野崎 宗信氏 青木 孝文 新ひだか 山際 智 448 ―1：52．57 42．8�
33 メイショウネムノキ 牝2芦 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 488 ―1：52．71 9．2�
77 ディアマイサン 牡2鹿 54 �島 克駿吉田 晴哉氏 松下 武士 安平 追分ファーム 516 ―1：52．8� 6．8�
22 ダ リ 牡2鹿 54

52 △小林 凌大薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 426 ―1：53．01� 19．0	
66 ヴァークスティ 牡2鹿 54

52 △横山 琉人本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか チャンピオンズファーム 456 ―1：54．06 73．6

11 リアルマーヴェル 牡2芦 54 丹内 祐次小林 博雄氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 478 ―1：54．42� 54．4�

（9頭）

売 得 金
単勝： 53，074，500円 複勝： 40，361，500円 枠連： 8，214，500円
馬連： 51，157，500円 馬単： 30，462，800円 ワイド： 42，362，500円
3連複： 76，513，300円 3連単： 124，725，600円 計： 426，872，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連（4－8） 330円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 250円 �� 270円 �� 230円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，200円

票 数

単勝票数 計 530745 的中 � 107623（2番人気）
複勝票数 計 403615 的中 � 81331（2番人気）� 101896（1番人気）� 70371（3番人気）
枠連票数 計 82145 的中 （4－8） 18807（1番人気）
馬連票数 計 511575 的中 �� 61604（2番人気）
馬単票数 計 304628 的中 �� 16377（5番人気）
ワイド票数 計 423625 的中 �� 42342（2番人気）�� 38679（4番人気）�� 48528（1番人気）
3連複票数 計 765133 的中 ��� 82875（1番人気）
3連単票数 計1247256 的中 ��� 28220（4番人気）

ハロンタイム 12．9―11．9―12．5―12．9―12．8―12．6―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．8―37．3―50．2―1：03．0―1：15．6―1：27．4―1：39．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6
1
3
2，4，8，9－（3，5）7，1，6
2，4（8，9，5，7）3－1＝6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エイトスターズ �

父 ジャスタウェイ �


母父 Exceed And Excel 初出走

2020．1．24生 牝2黒鹿 母 インザスポットライト 母母 Naruko 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20066 8月7日 晴 良 （4札幌1） 第6日 第6競走 ��2，600�3歳未勝利
発走12時40分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
2：37．6
2：35．1

良
良

11 ベッラアルバ 牝3黒鹿 54
52 △角田 大和 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 462＋ 62：40．8 5．7�

22 � ダノンフロンティア 牡3黒鹿56 武 豊�ダノックス 中内田充正 愛 Fethard
Bloodstock 494＋ 82：41．01� 4．0�

711 ルヴェルディ 牡3鹿 56 石川裕紀人 �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472＋ 22：41．53 4．9�
34 ウィズザタイムズ 牝3栗 54 �島 克駿 �グリーンファーム竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 448＋ 22：41．6� 38．5�
46 メイショウフィガロ 牡3鹿 56 浜中 俊松本 好	氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 446＋ 12：41．81� 65．6

58 スピアヘッド 牡3黒鹿56 田中 勝春 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 菊川 正達 日高 前野牧場 440＋ 2 〃 ハナ 5．1�
45 ウインシュプリーム 牡3鹿 56 柴山 雄一�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 446－ 62：41．9� 100．8�
813 バンフィエルド 牡3栗 56 斎藤 新�G1レーシング 奥村 豊 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B428＋ 62：42．22 35．6
814 キタノズーナクア 牝3鹿 54 吉田 隼人北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 土田ファーム 452± 02：42．3� 26．0�
33 ゼアズノープレイス 牡3黒鹿 56

53 ▲西塚 洸二谷口 祐人氏 村田 一誠 新冠 村上 欽哉 480＋102：42．72� 50．1�
610 コスモゴレアドール 牡3芦 56 丹内 祐次 �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 420－ 42：42．8クビ 10．0�
57 ヴァーグエスタード 牡3栗 56 池添 謙一ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 ディアレスト

クラブ B468－ 6 〃 クビ 6．9�
69 � クラシカルオーサー 牡3栗 56

53 ▲鷲頭 虎太 �社台レースホース大和田 成 英 Shadai Farm 466＋102：44．07 162．6�
712 デザートスター 牡3鹿 56 黛 弘人中西 功氏 武井 亮 日高 高山牧場 464± 02：44．53 23．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 43，987，300円 複勝： 70，841，500円 枠連： 14，302，600円
馬連： 66，725，100円 馬単： 28，652，600円 ワイド： 70，812，400円
3連複： 115，032，100円 3連単： 117，426，000円 計： 527，779，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 220円 � 160円 � 190円 枠 連（1－2） 1，500円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 510円 �� 670円 �� 510円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 15，570円

票 数

単勝票数 計 439873 的中 � 61611（4番人気）
複勝票数 計 708415 的中 � 76887（6番人気）� 131463（1番人気）� 94534（4番人気）
枠連票数 計 143026 的中 （1－2） 7343（7番人気）
馬連票数 計 667251 的中 �� 35721（6番人気）
馬単票数 計 286526 的中 �� 7642（10番人気）
ワイド票数 計 708124 的中 �� 35693（5番人気）�� 26360（9番人気）�� 36128（4番人気）
3連複票数 計1150321 的中 ��� 35008（4番人気）
3連単票数 計1174260 的中 ��� 5466（39番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―12．0―12．4―12．2―12．5―12．7―12．7―12．3―12．4―12．3―12．1―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�
13．2―24．9―36．9―49．3―1：01．5―1：14．0―1：26．7―1：39．4―1：51．7―2：04．1―2：16．4―2：28．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ベッラアルバ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Anabaa Blue デビュー 2021．8．7 新潟4着

2019．2．16生 牝3黒鹿 母 ミッドナイトフラッシュ 母母 Midnight Queen 9戦1勝 賞金 14，820，000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 ノーティアス号



20067 8月7日 晴 良 （4札幌1） 第6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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

712 スズカマジェスタ 牡3栗 54 横山 和生永井 啓弍氏 須貝 尚介 浦河 辻 牧場 432＋ 41：46．6 14．7�
58 ヒデノレインボー 牡3鹿 54 浜中 俊大石 秀夫氏 梅田 智之 浦河 中村 雅明 470＋ 21：46．81� 3．3�
45 パワーブローキング 牡3鹿 54 丹内 祐次ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 524＋ 41：47．01� 4．8�
610� タ イ ガ 牡5黒鹿 57

53 ★古川 奈穂合同会社三度屋 堀内 岳志 新冠 オリエント牧場 492－ 61：47．42� 77．9�
34 ゲットアップ �4黒鹿57 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 B470－ 8 〃 ハナ 30．7�
69 オクトニオン 牡3鹿 54 石川裕紀人小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 B524＋ 8 〃 クビ 15．8	
33 ブレイクザアイス 牡3芦 54 勝浦 正樹コウトミックレーシング 高橋 裕 新ひだか 幌村牧場 450＋ 41：47．5クビ 12．7

711 ジ ル バ ー ン 牡3鹿 54 武 豊 �社台レースホース武 英智 千歳 社台ファーム 428± 01：47．81� 4．1�
814 サバンナモンキー 牡3黒鹿 54

52 △横山 琉人石瀬 浩三氏 相沢 郁 新ひだか 藤原牧場 472± 01：48．01� 38．2
813 ディーエスボンバー 牡4黒鹿57 古川 吉洋秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 492＋ 41：48．63� 55．6�
22 フェズカズマ 牡3栗 54 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482± 01：48．81� 13．9�
11 アテンパーティ 牡3黒鹿54 菱田 裕二齊藤 直信氏 谷 潔 新ひだか 平野牧場 448± 01：48．9クビ 38．8�
57 パトリオットラン 牡3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太岡村 善行氏 渡辺 薫彦 新冠 村上 進治 516± 01：49．11� 67．2�
46 ウインバグース 牡3鹿 54 	島 克駿�ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 41：49．52� 10．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，668，500円 複勝： 77，808，200円 枠連： 17，850，900円
馬連： 83，312，200円 馬単： 33，836，000円 ワイド： 82，283，400円
3連複： 137，678，800円 3連単： 143，357，900円 計： 627，795，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，470円 複 勝 � 390円 � 160円 � 170円 枠 連（5－7） 710円

馬 連 �� 2，460円 馬 単 �� 5，190円

ワ イ ド �� 780円 �� 1，140円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，940円 3 連 単 ��� 28，880円

票 数

単勝票数 計 516685 的中 � 28047（7番人気）
複勝票数 計 778082 的中 � 39297（7番人気）� 149360（1番人気）� 129360（3番人気）
枠連票数 計 178509 的中 （5－7） 19263（3番人気）
馬連票数 計 833122 的中 �� 26187（7番人気）
馬単票数 計 338360 的中 �� 4885（20番人気）
ワイド票数 計 822834 的中 �� 26254（8番人気）�� 17555（15番人気）�� 55822（3番人気）
3連複票数 計1376788 的中 ��� 26187（11番人気）
3連単票数 計1433579 的中 ��� 3598（89番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―12．2―13．1―13．0―12．8―12．6―12．7―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．9―43．0―56．0―1：08．8―1：21．4―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スズカマジェスタ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ドリームジャーニー デビュー 2021．9．11 中山5着

2019．2．28生 牡3栗 母 ウェルノーテッド 母母 ティックルピンク 5戦2勝 賞金 14，120，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 オーマイオーマイ号
（非抽選馬） 2頭 アスターナランハ号・ネオヒューズ号

20068 8月7日 晴 良 （4札幌1） 第6日 第8競走 ��2，000�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （芝・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

813 マイネルアルザス 牡3鹿 54
52 △横山 琉人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 菊川 正達 新冠 株式会社ブルー
スターズファーム 462＋ 42：00．8 136．8�

45 オメガデラックス �5黒鹿57 池添 謙一原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 438± 02：00．9� 23．3�
57 タフトテソーロ 牡3鹿 54 	島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 466－ 2 〃 アタマ 12．1�
610 テーオーラファエロ �4芦 57 吉田 隼人小笹 公也氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 クビ 22．7�
22 
 ホウオウプリンセス 牝6鹿 55

53 △角田 大和小笹 芳央氏 吉岡 辰弥 新ひだか 岡田スタツド 432－282：01．11� 6．4�
69 マイネルシーマー 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 494＋102：01．2� 6．2	
34 グランスラムアスク 牝3鹿 52

49 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 452－ 2 〃 クビ 8．1

11 ブルーゲート 牝3黒鹿 52

49 ▲鷲頭 虎太石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 プログレスファーム 436＋ 62：01．41 3．5�
711 レシャバール 牡4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B490－ 42：01．82� 52．7�
33 ナ ザ レ 牝3鹿 52

49 ▲西塚 洸二 �ニッシンホール
ディングス 武井 亮 新ひだか チャンピオンズファーム 456＋ 62：02．01� 65．3

712 スリーエクスプレス 牡3鹿 54
52 △小林 凌大永井商事� 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B486＋ 4 〃 クビ 15．1�

46 タイミングハート 牡5黒鹿57 浜中 俊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 442± 02：02．63� 5．6�
814 カレンレベンティス 牡4黒鹿57 横山 和生鈴木 隆司氏 国枝 栄 千歳 社台ファーム B452－ 4 〃 ハナ 13．7�
58 サンレブンワース 牡3鹿 54 荻野 琢真 �加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社

ケイズ B496＋ 22：03．02� 231．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 59，029，300円 複勝： 91，937，700円 枠連： 20，019，000円
馬連： 102，717，100円 馬単： 40，219，600円 ワイド： 101，185，800円
3連複： 168，924，200円 3連単： 170，540，900円 計： 754，573，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 13，680円 複 勝 � 2，980円 � 720円 � 410円 枠 連（4－8） 1，980円

馬 連 �� 84，680円 馬 単 �� 249，290円

ワ イ ド �� 20，280円 �� 17，300円 �� 3，440円

3 連 複 ��� 317，520円 3 連 単 ��� 2，875，390円

票 数

単勝票数 計 590293 的中 � 3452（13番人気）
複勝票数 計 919377 的中 � 7486（13番人気）� 33754（9番人気）� 63870（7番人気）
枠連票数 計 200190 的中 （4－8） 7835（9番人気）
馬連票数 計1027171 的中 �� 940（77番人気）
馬単票数 計 402196 的中 �� 121（164番人気）
ワイド票数 計1011858 的中 �� 1280（74番人気）�� 1502（72番人気）�� 7671（38番人気）
3連複票数 計1689242 的中 ��� 399（280番人気）
3連単票数 計1705409 的中 ��� 43（1813番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―11．2―12．2―12．1―12．3―12．4―12．2―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―34．9―47．1―59．2―1：11．5―1：23．9―1：36．1―1：48．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルアルザス �
�
父 ラブリーデイ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．7．11 福島6着

2019．4．14生 牡3鹿 母 ピ ノ ブ ラ ン 母母 フェートデュヴァン 12戦2勝 賞金 14，800，000円
※サンレブンワース号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



20069 8月7日 晴 良 （4札幌1） 第6日 第9競走 ��1，800�ラ イ ラ ッ ク 賞
発走14時25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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000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
1：43．8

良
良

712 アサケレディ 牝4黒鹿55 菱田 裕二大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 480－ 21：47．9 7．9�
813 ルーツドール 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 534± 0 〃 クビ 5．3�
34 メタルスパーク �5芦 57 秋山 稔樹ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B492－ 41：48．21� 101．1�
46 アケルナルスター 牡3青鹿54 横山 琉人永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：48．31� 4．8�
711 アインゲーブング 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 黒岩 陽一 新冠 ビッグレッドファーム 446± 01：48．4クビ 12．3	
69 サウンドレベッカ 牝5青鹿55 	島 克駿増田 雄一氏 安達 昭夫 千歳 社台ファーム 462－ 6 〃 ハナ 25．8

45 エンジェルサークル 牝5黒鹿55 浜中 俊吉田 照哉氏 中川 公成 千歳 社台ファーム B442± 0 〃 ハナ 27．7�
57 ジャミールフエルテ �6鹿 57 松田 大作吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 454± 01：48．5
 56．5�
22 カフジアスール 牡4鹿 57 角田 大和加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 480＋ 41：48．6
 6．1
814 グレースオブナイル 牝5鹿 55 富田 暁 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 444－ 21：48．81� 50．2�
33 ハーツラプソディ 牝4栗 55 武 豊下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 506＋ 81：49．0
 3．9�
11 ロッソモラーレ 牡5芦 57 黛 弘人 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 B472＋ 21：49．32 29．4�
58 スワーヴシールズ �5鹿 57 柴山 雄一�NICKS 昆 貢 日高 スマイルファーム B490－10 〃 クビ 80．8�
610 ウィスパリンホープ 牝5鹿 55 横山 和生�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 492－ 61：49．61
 15．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 65，127，000円 複勝： 97，317，400円 枠連： 22，297，600円
馬連： 121，527，700円 馬単： 45，165，200円 ワイド： 112，817，100円
3連複： 197，487，300円 3連単： 201，933，900円 計： 863，673，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 260円 � 270円 � 1，840円 枠 連（7－8） 1，250円

馬 連 �� 2，760円 馬 単 �� 5，910円

ワ イ ド �� 1，160円 �� 8，140円 �� 7，590円

3 連 複 ��� 65，530円 3 連 単 ��� 238，820円

票 数

単勝票数 計 651270 的中 � 65368（5番人気）
複勝票数 計 973174 的中 � 108396（4番人気）� 104784（5番人気）� 11336（14番人気）
枠連票数 計 222976 的中 （7－8） 13820（6番人気）
馬連票数 計1215277 的中 �� 34058（11番人気）
馬単票数 計 451652 的中 �� 5723（25番人気）
ワイド票数 計1128171 的中 �� 25980（12番人気）�� 3506（63番人気）�� 3762（62番人気）
3連複票数 計1974873 的中 ��� 2260（157番人気）
3連単票数 計2019339 的中 ��� 613（663番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―12．5―12．5―12．1―11．6―11．6―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―36．5―49．0―1：01．1―1：12．7―1：24．3―1：35．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アサケレディ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2020．7．18 阪神8着

2018．4．9生 牝4黒鹿 母 メルセンヌナンバー 母母 タ イ ト ル ド 21戦3勝 賞金 49，718，000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 トーセンヴァンノ号

20070 8月7日 晴 良 （4札幌1） 第6日 第10競走 ��
��1，200�H B C 賞

発走15時00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

北海道放送賞（1着）
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

11 ショウナンラスボス 牡4栗 57 浜中 俊国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 B466± 01：08．6 14．3�
714 モンファボリ 牝4鹿 55 武 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 6 〃 クビ 3．2�
23 ヤマニンルリュール 牝4鹿 55 �島 克駿土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 486＋ 8 〃 アタマ 6．5�
36 ラ キ エ ー タ 牝3鹿 52 富田 暁 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 416＋ 41：08．7	 8．7�
815 ヴィアドロローサ 牡3鹿 54 横山 和生 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 日高 下河辺牧場 438－141：08．8クビ 23．6	
47 アラモードバイオ 牡4栗 57 吉田 隼人バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 514－ 4 〃 ハナ 15．6

612 ク ム シ ラ コ 牡4栗 57 勝浦 正樹�ミルファーム 石毛 善彦 浦河 猿橋 義昭 468＋ 61：09．01
 42．5�
611 ニューアリオン 牡4鹿 57 菱田 裕二フィールドレーシング 新谷 功一 新ひだか タガミファーム 490＋121：09．1� 48．7�
510 ピースマインド 牡9鹿 57 泉谷 楓真小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 458＋ 2 〃 ハナ 198．6
713 カバーガール 牝4黒鹿55 石川裕紀人石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 472－ 4 〃 クビ 63．8�
816 ニシノレバンテ 牡3鹿 54 松田 大作西山 茂行氏 栗田 徹 新ひだか 折手牧場 492－ 2 〃 同着 14．0�
12 ネ レ イ ド 牝3鹿 52 丸山 元気�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 444＋ 4 〃 クビ 10．8�
24 スターズプレミア 牡5鹿 57 斎藤 新 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 472－ 21：09．31
 76．4�
35 ドロップオブライト 牝3黒鹿52 鷲頭 虎太岡田 牧雄氏 松永 昌博 新ひだか 岡田スタツド 436－ 6 〃 ハナ 13．2�
48 ラブリネスオーバー 牝3芦 52 西塚 洸二髙栁 �男氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 496－ 41：09．4クビ 5．8�
59 サニーオーシャン 牡4鹿 57 黛 弘人海原 聖一氏 中野 栄治 浦河 林農場 450－121：09．72 72．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 86，776，800円 複勝： 118，156，800円 枠連： 41，174，000円
馬連： 179，215，200円 馬単： 71，547，300円 ワイド： 155，084，100円
3連複： 306，552，800円 3連単： 305，183，300円 計： 1，263，690，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，430円 複 勝 � 320円 � 140円 � 230円 枠 連（1－7） 860円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 5，040円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，390円 �� 610円

3 連 複 ��� 5，830円 3 連 単 ��� 41，180円

票 数

単勝票数 計 867768 的中 � 48246（8番人気）
複勝票数 計1181568 的中 � 75144（6番人気）� 290822（1番人気）� 120362（4番人気）
枠連票数 計 411740 的中 （1－7） 36708（2番人気）
馬連票数 計1792152 的中 �� 67845（5番人気）
馬単票数 計 715473 的中 �� 10643（14番人気）
ワイド票数 計1550841 的中 �� 50566（5番人気）�� 27581（16番人気）�� 67474（2番人気）
3連複票数 計3065528 的中 ��� 39398（12番人気）
3連単票数 計3051833 的中 ��� 5372（107番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．0―11．3―11．4―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―33．8―45．1―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ショウナンラスボス �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2020．7．12 福島1着

2018．2．12生 牡4栗 母 プリンセスオブザスターズ 母母 Wadud 22戦3勝 賞金 66，823，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ラブリネスオーバー号の騎手西塚洸二は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：6番・9番）

ピースマインド号の騎手泉谷楓真は，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：9番）
※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 デルマカンノン号
（非抽選馬） 3頭 ジャガード号・ハギノモーリス号・マイステージ号

２レース目



20071 8月7日 晴 良 （4札幌1） 第6日 第11競走 ��
��1，700�第27回エルムステークス（ＧⅢ）

発走15時35分 （ダート・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳53�4歳以上56�，牝馬2�
減，R3．8．7以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬3�増，牝馬限定GⅠ競走または
GⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅡ競走またはGⅢ競走（牝馬
限定競走を除く）1着馬1�増，R3．8．6以前のGⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�
増，牝馬限定GⅠ競走またはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時
の成績を除く）

札幌馬主協会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 38，000，000円 15，000，000円 9，500，000円 5，700，000円 3，800，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

69 フルデプスリーダー 牡5鹿 56 丹内 祐次小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 村田牧場 490± 01：44．2 16．9�
46 ウェルドーン 牝4鹿 54 武 豊安原 浩司氏 角田 晃一 日高 浜本牧場 514－ 41：44．3クビ 10．4�
33 オメガレインボー 牡6栗 56 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド B466＋ 21：44．4クビ 5．5�
34 	 ブラッティーキッド 牡4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 B498－ 2 〃 クビ 5．2�
711	 ロードレガリス 牡7黒鹿56 富田 暁 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム 528＋ 61：44．5クビ 7．6�
57 	 ヒストリーメイカー 牡8黒鹿56 池添 謙一岩﨑 僖澄氏 新谷 功一 登別 青藍牧場 528＋ 81：44．6
 10．7	
610 ブラックアーメット 牡4黒鹿56 角田 大和窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 506－ 41：45．02
 29．6

22 アイオライト 牡5黒鹿56 菱田 裕二田頭 勇貴氏 武藤 善則 浦河 南部 功 480－ 4 〃 クビ 6．7�
712 スワーヴアラミス 牡7鹿 58 松田 大作�NICKS 須貝 尚介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B486－ 31：45．42
 7．1�
813 バティスティーニ 牡9鹿 56 �島 克駿 サンデーレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B496－ 2 〃 ハナ 66．9�
814 ダンツキャッスル 牡6鹿 56 吉田 隼人山元 哲二氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 B474－ 21：46．03
 24．6�
45 � アメリカンシード 牡5鹿 56 柴山 雄一 �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米 Courtlandt

Farm 474－ 81：46．21 34．7�
11 ロードエクレール 牡4鹿 56 石川裕紀人 �ロードホースクラブ 斎藤 誠 浦河 大柳ファーム 470－ 41：46．51
 14．2�
58 ダノンファラオ 牡5青鹿58 浜中 俊�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 540± 0 〃 ハナ 40．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 239，941，700円 複勝： 333，216，000円 枠連： 127，273，500円
馬連： 713，135，700円 馬単： 230，881，000円 ワイド： 545，965，700円
3連複： 1，492，553，100円 3連単： 1，503，181，100円 計： 5，186，147，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，690円 複 勝 � 440円 � 330円 � 200円 枠 連（4－6） 4，110円

馬 連 �� 5，340円 馬 単 �� 12，130円

ワ イ ド �� 1，650円 �� 1，380円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 9，490円 3 連 単 ��� 61，530円

票 数

単勝票数 計2399417 的中 � 113289（9番人気）
複勝票数 計3332160 的中 � 174223（9番人気）� 251754（6番人気）� 524684（1番人気）
枠連票数 計1272735 的中 （4－6） 23990（20番人気）
馬連票数 計7131357 的中 �� 103309（30番人気）
馬単票数 計2308810 的中 �� 14273（63番人気）
ワイド票数 計5459657 的中 �� 84053（25番人気）�� 101556（20番人気）�� 133748（7番人気）
3連複票数 計14925531 的中 ��� 117887（30番人気）
3連単票数 計15031811 的中 ��� 17711（225番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．0―30．3―43．0―55．4―1：07．7―1：19．7―1：31．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フルデプスリーダー �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2019．6．15 阪神3着

2017．1．28生 牡5鹿 母 ファーストチェア 母母 マイケイティーズ 25戦6勝 賞金 168，397，000円
〔発走状況〕 フルデプスリーダー号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 ロジペルレスト号

20072 8月7日 晴 良 （4札幌1） 第6日 第12競走 1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （芝・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

815 グラスミヤラビ 牝3黒鹿 52
49 ▲西塚 洸二半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 486＋ 61：08．8 11．6�

12 ディオアステリア 牝3芦 52 横山 和生 �YGGホースクラブ 小野 次郎 むかわ 市川牧場 456＋ 41：08．9アタマ 13．3�
510 メ ル ヴ ィ ル 牝3鹿 52 武 豊 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B436＋ 81：09．0� 2．4�
713 キャニオニング 牝4鹿 55

54 ☆秋山 稔樹吉田 照哉氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム B444－ 61：09．1� 69．9�
816 ヒ ノ ク ニ 牝3黒鹿 52

50 △山田 敬士由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 B450＋ 21：09．31� 12．4	
23 メイショウソウゲツ 牝3黒鹿52 富田 暁松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 460＋ 61：09．4� 8．7

35 ファントムルージュ 牝4鹿 55

53 △小林 凌大�Horse Net 萩原 清 日高 スマイルファーム 454＋ 41：09．5� 78．4�
11 スマイルアップ 牝3芦 52 丹内 祐次馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 430＋ 8 〃 アタマ 13．1�
612� クローリスノキセキ 牝4鹿 55 柴山 雄一嶋田 賢氏 西田雄一郎 新ひだか 岡田牧場 446± 0 〃 ハナ 102．3
48 ト ラ ー パ ニ 牝3黒鹿52 浜中 俊吉田 和美氏 上村 洋行 新冠 芳住 鉄兵 458－ 21：09．6� 11．5�
714 クレマチステソーロ 牝4鹿 55 �島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 勢司 和浩 新ひだか 幌村牧場 482＋ 4 〃 ハナ 12．0�
611 エターナルハート 牝5黒鹿 55

53 △角田 大和 DMMドリームクラブ� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 412± 0 〃 アタマ 67．2�
47 ルージュグラース 牝4鹿 55 斎藤 新 �東京ホースレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 444＋201：09．7クビ 48．4�
36 � グリュレーヴ 牝4芦 55

53 △横山 琉人飯田 正剛氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 500＋ 2 〃 クビ 63．5�
59 シンゼンコイチャン 牝3鹿 52 池添 謙一原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大

作ステーブル 468＋ 61：10．23 53．6�
24 ゼロドラゴン 牝3黒鹿52 吉田 隼人�桑田牧場 寺島 良 浦河 桑田牧場 446＋ 61：10．51� 7．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 107，816，400円 複勝： 139，460，800円 枠連： 50，415，600円
馬連： 197，466，000円 馬単： 79，037，400円 ワイド： 193，458，300円
3連複： 361，095，400円 3連単： 376，261，600円 計： 1，505，011，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，160円 複 勝 � 320円 � 340円 � 140円 枠 連（1－8） 1，790円

馬 連 �� 7，100円 馬 単 �� 12，070円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 1，010円 �� 830円

3 連 複 ��� 7，300円 3 連 単 ��� 60，990円

票 数

単勝票数 計1078164 的中 � 74348（5番人気）
複勝票数 計1394608 的中 � 93919（7番人気）� 86496（9番人気）� 368849（1番人気）
枠連票数 計 504156 的中 （1－8） 21764（8番人気）
馬連票数 計1974660 的中 �� 21533（31番人気）
馬単票数 計 790374 的中 �� 4909（47番人気）
ワイド票数 計1934583 的中 �� 23309（28番人気）�� 49835（8番人気）�� 61584（7番人気）
3連複票数 計3610954 的中 ��� 37056（25番人気）
3連単票数 計3762616 的中 ��� 4472（178番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．2―11．2―11．2―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．5―45．7―56．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラスミヤラビ �
�
父 サトノアラジン �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．6．13 札幌2着

2019．4．21生 牝3黒鹿 母 グラスケリー 母母 グラスファッション 11戦2勝 賞金 18，800，000円
〔制裁〕 スマイルアップ号の騎手丹内祐次は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：4番）

４レース目



（4札幌1）第6日 8月7日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

236，330，000円
3，020，000円
28，220，000円
1，650，000円
30，410，000円
74，230，000円
4，748，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
861，301，000円
1，194，333，600円
347，358，600円
1，761，104，400円
674，407，700円
1，548，778，300円
3，275，421，800円
3，411，978，000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 13，074，683，400円

総入場人員 9，675名 （有料入場人員 9，418名）



令和4年度 第1回札幌競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 887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

1，277，890，000円
37，080，000円
158，320，000円
7，970，000円
158，500，000円
398，828，000円
24，868，500円
8，515，200円

勝馬投票券売得金
4，220，774，500円
5，518，877，300円
1，258，035，700円
7，138，718，500円
3，090，955，000円
6，266，180，900円
12，088，459，000円
14，765，103，700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 54，347，104，600円

総入場延人員 55，885名 （有料入場延人員 54，478名）
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