
24049 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走9時55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
1：48．2
1：44．5

良
良

55 キングズレイン 牡2鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 480＋ 61：52．5 1．2�
33 トーセントラム 牡2鹿 54 武 豊島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 414± 0 〃 ハナ 4．6�
22 ウインエタンセル 牡2黒鹿54 D．イーガン �ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 464± 01：53．03 12．0�

（英）

77 セクシーコマンドー 牡2鹿 54 丸山 元気山口 裕介氏 鈴木慎太郎 新冠 ヒカル牧場 458＋ 61：53．21 13．3	
66 サンデーヒーロー 牡2鹿 54 丹内 祐次山田 裕仁氏 中村 直也 浦河 バンブー牧場 456＋ 41：53．31 49．6

44 ウ ェ ン ス 牡2鹿 54

53 ☆角田 大和山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 浦河 日進牧場 438＋ 41：53．83 22．2�
11 トーセントゥーリオ 牡2黒鹿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 464－ 61：54．75 119．2�
（7頭）

売 得 金
単勝： 28，779，400円 複勝： 61，840，400円 枠連： 発売なし
馬連： 27，940，300円 馬単： 21，670，300円 ワイド： 21，621，500円
3連複： 38，860，200円 3連単： 112，779，700円 計： 313，491，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 110円 � 140円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 190円 馬 単 �� 250円

ワ イ ド �� 120円 �� 220円 �� 250円

3 連 複 ��� 280円 3 連 単 ��� 840円

票 数

単勝票数 計 287794 的中 � 179959（1番人気）
複勝票数 計 618404 的中 � 500801（1番人気）� 44415（2番人気）
馬連票数 計 279403 的中 �� 108784（1番人気）
馬単票数 計 216703 的中 �� 63532（1番人気）
ワイド票数 計 216215 的中 �� 64620（1番人気）�� 20716（3番人気）�� 16349（5番人気）
3連複票数 計 388602 的中 ��� 102099（1番人気）
3連単票数 計1127797 的中 ��� 96929（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．7―39．1―52．2―1：05．3―1：17．5―1：29．4―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0
1
3
4（2，7）5（3，6）－1
4，7（2，5）6，3－1

2
4
4，7（2，5）（3，6）－1・（4，7）（2，5，3）6－1

勝馬の
紹 介

キングズレイン 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．7．17 函館3着

2020．2．21生 牡2鹿 母 タッチングスピーチ 母母 リ ッ ス ン 2戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

24050 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第2競走 1，200�2歳未勝利
発走10時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：07．9
1：07．5

良
良

77 バロットボックス 牝2黒鹿54 菱田 裕二ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 450－ 21：10．4 5．1�

44 レイフォール 牡2青鹿54 丹内 祐次落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 新冠橋本牧場 466＋ 21：10．5� 2．2�
88 フォルテース 牡2黒鹿 54

53 ☆角田 大和岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 444± 01：10．6� 2．2�
11 コパノエルパソ 牡2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 北洋牧場 498－ 81：11．23� 87．6�
55 チャイボーグ 牝2黒鹿54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 462＋ 41：11．41� 134．9�
66 クリノヒーロー 牡2栗 54

52 △小林 凌大栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 462± 01：11．5� 14．8�
22 ユキノソックス 牝2栗 54

51 ▲大久保友雅重野 心平氏 宮本 博 日高 浜本牧場 446± 01：12．03 110．8	
33 ナックホリデー 牝2鹿 54

52 △横山 琉人小松 欣也氏 杉浦 宏昭 日高 オリオンファーム 486＋ 41：14．6大差 52．8

（8頭）

売 得 金
単勝： 27，964，600円 複勝： 35，024，700円 枠連： 発売なし
馬連： 28，208，800円 馬単： 19，147，600円 ワイド： 19，211，500円
3連複： 35，148，300円 3連単： 87，904，900円 計： 252，610，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 110円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 160円 �� 150円 �� 110円

3 連 複 ��� 200円 3 連 単 ��� 1，830円

票 数

単勝票数 計 279646 的中 � 46041（3番人気）
複勝票数 計 350247 的中 � 28190（3番人気）� 115388（2番人気）� 172373（1番人気）
馬連票数 計 282088 的中 �� 45774（2番人気）
馬単票数 計 191476 的中 �� 11884（5番人気）
ワイド票数 計 192115 的中 �� 24901（3番人気）�� 27667（2番人気）�� 54649（1番人気）
3連複票数 計 351483 的中 ��� 131380（1番人気）
3連単票数 計 879049 的中 ��� 34773（7番人気）

ハロンタイム 12．2―11．0―11．3―11．5―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．2―34．5―46．0―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バロットボックス �
�
父 タリスマニック �

�
母父 ディープスカイ デビュー 2022．8．13 札幌8着

2020．4．29生 牝2黒鹿 母 ラッキーボックス 母母 レディバウンティフル 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナックホリデー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月27日まで平地競走

に出走できない。

第２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



24051 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走10時55分 （ダート・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
57．5
56．8

良
重

67 ベ ジ ェ サ 牝3鹿 54 横山 和生 �カナヤマホール
ディングス 飯田 祐史 新冠 協和牧場 494－ 2 59．3 3．5�

710 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 450＋ 2 59．51� 5．0�

68 ジェネラルウィル 牝3栗 54 C．ホー �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム B462＋ 6 59．6� 4．4�
（香港）

11 スターザサンライズ 牝3芦 54 斎藤 新�ライフハウス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 B444－ 4 59．91� 10．1�
56 デュードメール 牝3鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458－ 2 〃 アタマ 47．7	
33 グランパドゥシャ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大 �キャロットファーム 小西 一男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440＋ 41：00．32� 17．0


811 プレミアムベリー 牝3鹿 54
53 ☆角田 大和 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 440－ 2 〃 ハナ 3．4�

55 アンジーニョ 牝3鹿 54 松山 弘平 �シルクレーシング 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 424＋10 〃 アタマ 52．4�
22 ムーンワード 牝3鹿 54 丹内 祐次伊東 純一氏 杉浦 宏昭 日高 ヤナガワ牧場 B464－181：00．72 59．9
44 メイショウカンギク 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 飯田 祐史 浦河 松栄牧場 466＋ 4 〃 クビ 86．4�
79 ベルアクトリス 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂福盛 訓之氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム B462＋ 21：00．8� 57．7�
812 アタカマリン 牝3鹿 54 柴山 雄一�高瀬牧場 昆 貢 新冠 高瀬牧場 B478－ 41：01．97 167．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 33，995，000円 複勝： 43，604，100円 枠連： 7，873，400円
馬連： 43，140，400円 馬単： 20，610，500円 ワイド： 39，859，400円
3連複： 68，051，800円 3連単： 78，939，900円 計： 336，074，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 130円 � 150円 � 180円 枠 連（6－7） 430円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 1，140円

ワ イ ド �� 220円 �� 430円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，370円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計 339950 的中 � 76784（2番人気）
複勝票数 計 436041 的中 � 103317（1番人気）� 76820（3番人気）� 51505（4番人気）
枠連票数 計 78734 的中 （6－7） 13969（2番人気）
馬連票数 計 431404 的中 �� 52915（2番人気）
馬単票数 計 206105 的中 �� 13453（2番人気）
ワイド票数 計 398594 的中 �� 51716（1番人気）�� 22033（6番人気）�� 22167（5番人気）
3連複票数 計 680518 的中 ��� 37171（3番人気）
3連単票数 計 789399 的中 ��� 9255（10番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．6―11．5―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．7―24．1―35．7―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ベ ジ ェ サ �
�
父 イスラボニータ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2022．1．16 小倉4着

2019．5．13生 牝3鹿 母 ヘイローフジ 母母 ア サ カ フ ジ 7戦1勝 賞金 7，920，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔制裁〕 サリーチャン号の騎手秋山稔樹は，発走後まもなく内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・6番・5番）
※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 クリノゴールド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

24052 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時25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

46 ヤマニンクイッカー 牡3青鹿56 柴山 雄一土井 肇氏 田島 俊明 浦河 廣田 光夫 456＋ 41：46．6 7．7�
58 カイザーレオン 牡3鹿 56 横山 和生 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 橋本牧場 B464＋101：46．92 2．0�
11 ベ ニ ッ シ モ 牡3鹿 56 丸山 元気 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 478＋ 61：47．85 3．2�
57 ロルバーンスカイ 牡3鹿 56 横山 武史ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ B448± 01：48．33 6．3�
45 デルマアメミット 牡3鹿 56

54 △山田 敬士浅沼 廣幸氏 鈴木慎太郎 千歳 社台ファーム 464＋ 21：48．4クビ 140．5�
814 シトラスダル 牝3鹿 54 菱田 裕二杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 林 孝輝 428＋ 21：48．61� 438．5	
610 シードザブレイク 牡3鹿 56

54 △横山 琉人三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド 502－ 21：49．02� 15．5

33 ハイアキュレイト 牡3栗 56

53 ▲鷲頭 虎太 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 470± 01：49．1� 138．9�

22 セイウンマリンガー 牝3栗 54
53 ☆秋山 稔樹西山 茂行氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー

クスタツド 426＋101：49．2� 47．0�
69 エティエンヌ �3芦 56

53 ▲大久保友雅岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 516＋ 21：49．3� 94．2
813 アスクレッドスター 牡3青鹿56 C．パコー 廣崎利洋HD� 田村 康仁 新ひだか 千代田牧場 B462－ 2 〃 アタマ 82．0�

（仏）

711 フラッシュサンダー 牝3黒鹿 54
51 ▲西塚 洸二 �グリーンファーム奥平 雅士 千歳 社台ファーム 422＋ 21：50．36 323．0�

712 カラフルワウ 牝3栗 54 古川 吉洋吉田 千津氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 470＋ 21：56．6大差 54．4�
34 アップフルーク 牡3鹿 56 丹内 祐次村山 正道氏 松山 将樹 浦河 櫛桁牧場 490－ 21：56．91� 46．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，440，200円 複勝： 49，061，500円 枠連： 10，549，600円
馬連： 41，879，900円 馬単： 22，470，500円 ワイド： 42，928，800円
3連複： 74，472，900円 3連単： 91，862，900円 計： 366，666，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 160円 � 110円 � 110円 枠 連（4－5） 540円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 2，330円

ワ イ ド �� 260円 �� 370円 �� 170円

3 連 複 ��� 670円 3 連 単 ��� 5，380円

票 数

単勝票数 計 334402 的中 � 34539（4番人気）
複勝票数 計 490615 的中 � 50882（4番人気）� 166964（1番人気）� 119255（2番人気）
枠連票数 計 105496 的中 （4－5） 14900（3番人気）
馬連票数 計 418799 的中 �� 44860（3番人気）
馬単票数 計 224705 的中 �� 7216（9番人気）
ワイド票数 計 429288 的中 �� 38497（3番人気）�� 24823（5番人気）�� 79446（1番人気）
3連複票数 計 744729 的中 ��� 82620（2番人気）
3連単票数 計 918629 的中 ��� 12370（15番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．5―29．7―42．6―55．6―1：08．2―1：21．2―1：33．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．0―3F38．4
1
3
4，5－6（1，12）（3，8）－（7，10）－（9，11）13－（2，14）・（4，5）（1，6）8（7，10，2）－9（3，12）13（11，14）

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンクイッカー �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．11．27 東京8着

2019．4．12生 牡3青鹿 母 ヤマニンパソドブル 母母 ヤマニンスフィアー 11戦1勝 賞金 10，660，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カラフルワウ号・アップフルーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月

27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〕 アップフルーク号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月27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） 5頭 クリノソプラノ号・ゲーテ号・タマモグリーチング号・ディープクイーン号・ヒーローシャガーラ号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



24053 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第5競走 ��1，700�2歳新馬
発走12時15分 （ダート・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
1：44．9
1：44．3

稍重
稍重

66 ペ リ エ ー ル 牡2鹿 54 福永 祐一長谷川祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか チャンピオンズファーム 474 ―1：45．7 5．3�
33 ユ テ ィ タ ム 牡2栗 54 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 502 ―1：46．33� 1．7�
55 ピッチパーフェクト 牝2鹿 54 丹内 祐次椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 474 ―1：47．36 6．2�
77 ア レ ク サ 牡2鹿 54 斎藤 新 �エクワインレーシング 斎藤 誠 新ひだか 佐藤 鉄也 484 ―1：47．82� 63．1�
44 シ ュ ニ ー 牝2芦 54 武 豊 �インゼルレーシング 小崎 憲 安平 ノーザンファーム 448 ―1：48．01� 13．0�
11 シ ザ ジ ー 牝2鹿 54 柴山 雄一 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 530 ―1：51．4大差 82．8	
22 フクチャンキング 牡2鹿 54 横山 武史福田 義明氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 538 ―1：52．14 5．9


（7頭）

売 得 金
単勝： 51，233，700円 複勝： 24，350，400円 枠連： 発売なし
馬連： 34，259，500円 馬単： 23，996，200円 ワイド： 25，546，800円
3連複： 36，545，500円 3連単： 99，800，800円 計： 295，732，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 170円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 170円 �� 300円 �� 180円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 4，140円

票 数

単勝票数 計 512337 的中 � 81308（2番人気）
複勝票数 計 243504 的中 � 38670（2番人気）� 111193（1番人気）
馬連票数 計 342595 的中 �� 67021（1番人気）
馬単票数 計 239962 的中 �� 15596（4番人気）
ワイド票数 計 255468 的中 �� 40310（2番人気）�� 18291（5番人気）�� 37734（3番人気）
3連複票数 計 365455 的中 ��� 39581（3番人気）
3連単票数 計 998008 的中 ��� 17473（15番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―12．1―12．9―13．2―12．6―12．3―12．0―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．0―42．9―56．1―1：08．7―1：21．0―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．6―3F37．0
1
3
1（2，3）6－4－（7，5）・（1，3，6）5－7－4－2

2
4
1，3（2，6）5（4，7）・（3，6）－5－7－（1，4）＝2

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ペ リ エ ー ル �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 フ ジ キ セ キ 初出走

2020．2．13生 牡2鹿 母 ソフトライム 母母 アスピリンスノー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フクチャンキング号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月27日まで平地競

走に出走できない。

24054 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第6競走 ��1，500�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：27．3
1：27．3

良
良

57 ジャスティンエース 牡3黒鹿56 福永 祐一三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 464± 01：30．4 4．6�
711 ホートンプレインズ 牝3栗 54 横山 武史 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 426± 0 〃 クビ 6．4�
610 シャノワール 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小手川 準 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 61：30．61� 11．0�
46 � バーストオブカラー 牡3鹿 56 C．ルメールゴドルフィン 木村 哲也 愛 Ringfort Stud 510± 01：30．7� 3．1�
69 ブラーバック 牝3鹿 54 松山 弘平 �キャロットファーム 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 460－ 41：30．8クビ 7．4�
22 プラティナマリア 牝3栗 54 斎藤 新 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 橋口 慎介 新ひだか 折手牧場 446－10 〃 クビ 23．7

34 パ ン ド ー ロ 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 490＋ 41：31．32� 19．9�
45 シ ウ ン 牝3黒鹿54 松田 大作 	Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 466＋ 21：31．4� 81．2�
813 アイスケイブ 牝3青鹿54 C．ホー �シルクレーシング 高柳 瑞樹 安平 ノーザンファーム 442＋181：31．61� 202．2

（香港）

814 エアシャロウ 牡3鹿 56 浜中 俊 	ラッキーフィールド笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 530－ 41：31．7� 5．9�
712 ルージュエピス 牝3芦 54 吉田 隼人 	東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム 466＋ 2 〃 クビ 207．0�
11 タレントゥーサ 牝3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太広尾レース	 池江 泰寿 浦河 桑田牧場 454＋ 61：31．8� 70．8�
58 � ベルマレット 牝3黒鹿54 横山 和生 �シルクレーシング 矢作 芳人 愛 Northern

Racing 452－14 〃 ハナ 24．2�
（13頭）

33 チ カ レ ン ヌ 牝3黒鹿54 武 豊	キーファーズ 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 438＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，006，900円 複勝： 56，239，700円 枠連： 9，980，500円
馬連： 49，865，000円 馬単： 21，472，100円 ワイド： 54，746，900円
3連複： 71，492，600円 3連単： 77，619，400円 計： 384，423，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 160円 � 210円 � 220円 枠 連（5－7） 2，030円

馬 連 �� 1，940円 馬 単 �� 3，430円

ワ イ ド �� 710円 �� 520円 �� 780円

3 連 複 ��� 4，020円 3 連 単 ��� 20，410円

票 数

単勝票数 差引計 430069（返還計 11259） 的中 � 73348（2番人気）
複勝票数 差引計 562397（返還計 17394） 的中 � 100077（2番人気）� 67351（4番人気）� 60415（5番人気）
枠連票数 差引計 99805（返還計 542） 的中 （5－7） 3807（10番人気）
馬連票数 差引計 498650（返還計 39540） 的中 �� 19898（8番人気）
馬単票数 差引計 214721（返還計 15939） 的中 �� 4684（15番人気）
ワイド票数 差引計 547469（返還計 41746） 的中 �� 19680（9番人気）�� 27579（5番人気）�� 17609（10番人気）
3連複票数 差引計 714926（返還計108253） 的中 ��� 13311（13番人気）
3連単票数 差引計 776194（返還計108039） 的中 ��� 2756（61番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．0―18．7―30．7―43．1―55．4―1：07．2―1：18．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャスティンエース �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．9．26 中京3着

2019．2．4生 牡3黒鹿 母 ガラアフェアー 母母 リッチアフェアー 10戦1勝 賞金 13，960，000円
〔競走除外〕 チカレンヌ号は，馬場入場後に疾病〔左後肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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 シャウビンダー号・スカイコップス号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



24055 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000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
1：45．7
1：43．8

良
良

34 レッドランメルト 牡3鹿 54 川田 将雅 �東京ホースレーシング 国枝 栄 白老 社台牧場 508＋ 81：48．4 1．5�
610 エ ス コ バ ル �4鹿 57 浜中 俊吉田 和美氏 堀 宣行 浦河 酒井牧場 520± 01：48．93 6．5�
813 ディープレイヤー 牡3黒鹿54 C．ルメール 嶋田 一成氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 486＋ 4 〃 ハナ 11．1�
57 サルサロッサ 牝3鹿 52 松山 弘平岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 444－ 81：49．85 6．3�
712 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± 0 〃 アタマ 106．2�
69 ティーライトニング 牡3鹿 54 C．ホー 天白 裕之氏 辻 哲英 新ひだか 飛野牧場 458－ 2 〃 アタマ 141．5	

（香港）

711 コスモミローディア 牡6黒鹿57 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 500＋101：49．9クビ 34．9�
33 イザトナレバ �3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹大久保幸夫氏 伊坂 重信 浦河 有限会社
吉田ファーム B454－ 81：50．0� 309．7�

45 メイレンシュタイン �4栗 57 丸山 元気 
キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 454＋ 21：50．1� 55．9

22 セツメンノトビウオ 牡5芦 57 菱田 裕二三宅 勝俊氏 牧田 和弥 新冠 村田牧場 B458± 01：50．41� 68．1�
11 ゲンパチリベロ 牡4芦 57 武 豊平野 武志氏 西田雄一郎 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 502＋ 41：50．61� 10．0�
46 アナザーエデン 牡3鹿 54 D．イーガン 市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 むかわ 上水牧場 502＋161：51．02� 152．8�
（英）

814 ジェラペッシュ 牝5鹿 55
52 ▲西塚 洸二柴田 洋一氏 南田美知雄 浦河 鎌田 正嗣 470＋ 2 〃 クビ 342．2�

58 ヒルノロワール 牡3鹿 54 古川 吉洋�ヒルノ 北出 成人 新ひだか サカイファーム 482－ 61：52．17 53．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，091，400円 複勝： 155，952，400円 枠連： 8，340，500円
馬連： 42，489，200円 馬単： 27，817，000円 ワイド： 46，847，400円
3連複： 69，829，300円 3連単： 117，058，800円 計： 505，426，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 160円 � 200円 枠 連（3－6） 440円

馬 連 �� 460円 馬 単 �� 570円

ワ イ ド �� 250円 �� 360円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，650円 3 連 単 ��� 3，570円

票 数

単勝票数 計 370914 的中 � 190625（1番人気）
複勝票数 計1559524 的中 � 1230925（1番人気）� 65929（3番人気）� 46955（5番人気）
枠連票数 計 83405 的中 （3－6） 14508（2番人気）
馬連票数 計 424892 的中 �� 70263（2番人気）
馬単票数 計 278170 的中 �� 36511（2番人気）
ワイド票数 計 468474 的中 �� 54447（2番人気）�� 33113（4番人気）�� 12384（11番人気）
3連複票数 計 698293 的中 ��� 31583（5番人気）
3連単票数 計1170588 的中 ��� 23739（8番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．2―35．9―47．6―59．8―1：12．1―1：24．4―1：36．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．6―3F36．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

レッドランメルト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Orpen デビュー 2021．8．22 札幌3着

2019．1．29生 牡3鹿 母 クイーンズアドヴァイス 母母 Queen’s Bench 8戦2勝 賞金 24，858，000円
〔制裁〕 ジェラペッシュ号の騎手西塚洸二は，1コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13番）

ジェラペッシュ号の騎手西塚洸二は，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：3番）
※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 サムハンター号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

24056 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・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
1：40．9
1：40．9

重
重

69 ネ イ リ ッ カ 牝3芦 52 横山 武史 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 和田 勇介 新冠 イワミ牧場 456＋ 61：45．5 2．8�

712 ア レ マ ー ナ 牝3鹿 52
51 ☆角田 大和 �キャロットファーム 松下 武士 安平 ノーザンファーム 470－ 41：46．45 12．8�

57 レリジールダモーレ 牝3栗 52
50 △横山 琉人 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 440－ 81：46．5� 2．5�

34 マ ヤ ロ ー ザ 牝4栗 55
53 △山田 敬士�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 440＋ 4 〃 アタマ 32．1�

45 メイショウホオズキ 牝4鹿 55 松山 弘平松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 B476± 01：46．7� 5．9	
22 � ウインホノカ 牝6鹿 55 丹内 祐次山口謙太郎氏 本間 忍 浦河 富菜牧場 424－ 21：46．8� 127．4

11 エアーレジーナ 牝4鹿 55 黛 弘人遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 21：46．9� 27．1�
711 メイショウソウゲツ 牝3黒鹿52 武 豊松本 好雄氏 本田 優 新ひだか 藤沢牧場 454－ 61：47．0� 7．0�
33 キ ュ ン 牝4黒鹿55 菱田 裕二 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 466＋ 61：47．31� 54．5
814� サイモンポーリア 牝4鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 488＋ 81：47．83 247．5�
610 タイセイホリデー 牝3栗 52 水口 優也田中 成奉氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 440± 01：48．12 458．9�
46 ルルネージュ 牝3芦 52

49 ▲大久保友雅ディアレストクラブ� 武市 康男 浦河 宮内牧場 484＋ 41：48．63 72．5�
813� ソ ヨ ギ 牝5青鹿 55

51 ★古川 奈穂海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 476－ 21：49．13 224．2�
58 タマモペアリング 牝3鹿 52

49 ▲西塚 洸二タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 464＋ 41：50．58 84．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 36，884，400円 複勝： 47，904，100円 枠連： 8，396，000円
馬連： 46，903，700円 馬単： 22，736，000円 ワイド： 46，522，300円
3連複： 70，785，000円 3連単： 91，565，600円 計： 371，697，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 230円 � 130円 枠 連（6－7） 630円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 460円 �� 210円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 8，090円

票 数

単勝票数 計 368844 的中 � 102666（2番人気）
複勝票数 計 479041 的中 � 116690（1番人気）� 36949（6番人気）� 112016（2番人気）
枠連票数 計 83960 的中 （6－7） 10322（2番人気）
馬連票数 計 469037 的中 �� 23788（7番人気）
馬単票数 計 227360 的中 �� 7899（10番人気）
ワイド票数 計 465223 的中 �� 23983（5番人気）�� 68020（1番人気）�� 16817（9番人気）
3連複票数 計 707850 的中 ��� 35424（3番人気）
3連単票数 計 915656 的中 ��� 8198（22番人気）

ハロンタイム 6．7―11．0―12．2―12．8―12．6―12．3―12．6―12．4―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．7―29．9―42．7―55．3―1：07．6―1：20．2―1：32．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ネ イ リ ッ カ �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．10．16 新潟5着

2019．3．7生 牝3芦 母 ケージーナデシコ 母母 ナポレオンオオミネ 10戦2勝 賞金 27，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時51分に変更。
※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 リンクスアイ号



24057 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第9競走 ��2，600�ル ス ツ 特 別
発走14時25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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．6
2：35．1

良
良

22 � スカイテラス 牡5黒鹿57 C．ルメール �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B500＋ 22：42．5 4．0�
34 トラウンシュタイン 牡4鹿 57 斎藤 新�G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム B452＋ 8 〃 ハナ 31．3�
58 エンドウノハナ 牡3栗 54 菱田 裕二瀬谷 �雄氏 四位 洋文 浦河 ディアレスト

クラブ 454－ 22：43．03 4．6�
813 キ ン ト リ ヒ 牡3芦 54 横山 武史 �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 B460－ 62：43．31� 7．8	

712 マケルナマサムネ 牡4鹿 57 川又 賢治塩澤 正樹氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B462－ 22：43．61	 3．2

11 ギ ン ノ サ ジ 牝4青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 482± 02：44．02	 14．1�
610 ゼアズノープレイス 牡3黒鹿54 黛 弘人谷口 祐人氏 村田 一誠 新冠 村上 欽哉 B480± 02：44．21
 120．1�
57 ベッラアルバ 牝3黒鹿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± 0 〃 クビ 5．3
45 コスモゴレアドール 牡3芦 54 C．ホー �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 422＋ 22：44．62	 121．6�

（香港）

711� メイショウイナセ �5芦 57 古川 吉洋山口謙太郎氏 南田美知雄 浦河 三嶋牧場 430＋ 62：44．91� 204．2�
814� ショベルヘッド �4鹿 57 C．ウィリアムズ 長谷川祐司氏 古賀 慎明 米 Siena

Farms LLC B470＋ 42：45．32	 88．4�
（豪）

46 モ ー ル 牡3栗 54 C．パコー �ローレルレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B472＋142：45．61� 51．1�
（仏）

69 インペラートル 牡3鹿 54 柴山 雄一藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 502－ 22：46．02	 209．4�
33 スヴィルカーチ �3黒鹿54 横山 琉人 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 436＋ 4 （競走中止） 358．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，668，200円 複勝： 57，647，100円 枠連： 11，861，000円
馬連： 59，630，800円 馬単： 26，699，900円 ワイド： 56，387，900円
3連複： 97，238，400円 3連単： 116，753，200円 計： 468，886，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 400円 複 勝 � 170円 � 520円 � 190円 枠 連（2－3） 4，800円

馬 連 �� 5，680円 馬 単 �� 9，030円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 320円 �� 1，800円

3 連 複 ��� 6，850円 3 連 単 ��� 47，470円

票 数

単勝票数 計 426682 的中 � 83777（2番人気）
複勝票数 計 576471 的中 � 100852（2番人気）� 22039（7番人気）� 85919（3番人気）
枠連票数 計 118610 的中 （2－3） 1912（14番人気）
馬連票数 計 596308 的中 �� 8125（17番人気）
馬単票数 計 266999 的中 �� 2216（32番人気）
ワイド票数 計 563879 的中 �� 7318（19番人気）�� 51237（4番人気）�� 7443（17番人気）
3連複票数 計 972384 的中 ��� 10632（22番人気）
3連単票数 計1167532 的中 ��� 1783（136番人気）

ハロンタイム 13．2―11．8―12．3―12．6―12．0―13．2―13．7―13．0―12．4―12．2―12．3―11．9―11．9

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―25．0―37．3―49．9―1：01．9―1：15．1―1：28．8―1：41．8―1：54．2―2：06．4―2：18．7―2：30．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�スカイテラス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ソングオブウインド

2017．4．11生 牡5黒鹿 母 ライステラス 母母 ファンタスティコ 28戦1勝 賞金 36，423，000円
初出走 JRA

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時26分に変更。
〔競走中止〕 スヴィルカーチ号は，競走中に前進気勢を欠いたため2周目4コーナーで競走中止。
〔制裁〕 トラウンシュタイン号の騎手斎藤新は，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：13番・7番）
〔調教再審査〕 スヴィルカーチ号は，競走中に前進気勢を欠き，2周目4コーナーで競走を中止したことについて平地調教再審査。
※コスモゴレアドール号・スヴィルカーチ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

24058 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第10競走 ��
��1，200�2022ワールドオールスタージョッキーズ第1戦

発走15時00分 （国際騎手招待） （芝・右）
3歳以上，2勝クラス R3．8．28以降R4．8．21まで平地競走（地方競馬指定交流競走およ
び理事長が指定する外国の競馬の競走を含む。）に出走した馬に限る；負担重量は，3
歳56�4歳以上58�，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 392，000円 112，000円 56，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

712 メイショウツツジ 牝4黒鹿56 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 446＋181：09．5 10．4�
711 スマートルシーダ 牡4鹿 58 岡部 誠大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 470± 01：09．71� 7．7�

（愛知）

813 アスクキングコング 	4黒鹿58 C．ウィリアムズ 廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 440－ 41：10．01
 4．9�
（豪）

814� ミキノバスドラム 牡4鹿 58 川田 将雅谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 518± 01：10．1
 14．9�
11 アラモードバイオ 牡4栗 58 福永 祐一バイオ� 新谷 功一 日高 中館牧場 514± 01：10．2アタマ 4．2�
58 ミモザイエロー 牝6栗 56 C．パコー 青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 472＋ 61：10．41� 33．9	

（仏）

45 デルマカンノン 牝4鹿 56 松山 弘平浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 454＋ 41：10．5クビ 9．9

610 ラストリージョ 牝4鹿 56 J．グラハム �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 460＋ 8 〃 アタマ 12．1�
（米）

69 ジ ャ ガ ー ド 牡4芦 58 T．バシュロ栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 424± 01：10．6
 121．7�
（仏）

34 � スズカサウスソング 牡5鹿 58 柴田 善臣永井 啓弍氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 B508± 0 〃 ハナ 48．9
46 リ ト ス 牝3鹿 54 C．ホー ディアレストクラブ� 高橋 裕 新ひだか 築紫 洋 416＋ 61：10．7クビ 5．0�

（香港）

22 グ ラ ウ ク ス 	6栗 58 D．イーガン �社台レースホース西園 正都 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B494－ 2 〃 アタマ 38．2�

（英）

57 ピースマインド 牡9鹿 58 横山 武史小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 460＋ 2 〃 ハナ 87．0�
33 スターズプレミア 牡5鹿 58 C．ルメール DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 新ひだか 矢野牧場 476＋ 41：10．91� 21．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，303，000円 複勝： 66，115，500円 枠連： 22，208，700円
馬連： 101，938，700円 馬単： 39，896，200円 ワイド： 83，686，100円
3連複： 157，603，900円 3連単： 161，543，500円 計： 686，295，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，040円 複 勝 � 340円 � 250円 � 190円 枠 連（7－7） 4，240円

馬 連 �� 3，690円 馬 単 �� 8，620円

ワ イ ド �� 1，400円 �� 820円 �� 640円

3 連 複 ��� 4，480円 3 連 単 ��� 30，830円

票 数

単勝票数 計 533030 的中 � 40815（6番人気）
複勝票数 計 661155 的中 � 44305（7番人気）� 67691（4番人気）� 104131（3番人気）
枠連票数 計 222087 的中 （7－7） 4050（16番人気）
馬連票数 計1019387 的中 �� 21353（16番人気）
馬単票数 計 398962 的中 �� 3469（37番人気）
ワイド票数 計 836861 的中 �� 14824（17番人気）�� 26432（8番人気）�� 34651（4番人気）
3連複票数 計1576039 的中 ��� 26352（14番人気）
3連単票数 計1615435 的中 ��� 3798（91番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．2―11．7―11．9―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―34．0―45．7―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウツツジ �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 デュランダル デビュー 2020．10．17 新潟2着

2018．4．2生 牝4黒鹿 母 メイショウアキシノ 母母 アンティックタイル 16戦3勝 賞金 40，347，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔発走状況〕 リトス号は，枠内駐立不良〔突進〕。
〔制裁〕 リトス号の騎手C．ホーは，発馬機内での御法（突進された）について過怠金10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。



24059 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第11競走 ��
��2，000�2022ワールドオールスタージョッキーズ第2戦

発走15時35分 （国際騎手招待） （芝・右）
3歳以上，3勝クラス R3．8．28以降R4．8．21まで平地競走（地方競馬指定交流競走およ
び理事長が指定する外国の競馬の競走を含む。）に出走した馬に限る，除未出走馬およ
び未勝利馬；負担重量は，3歳56�4歳以上58�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

813 サクラトゥジュール 牡5青鹿58 川田 将雅�さくらコマース堀 宣行 新ひだか 谷岡牧場 518＋ 82：00．6 5．0�
58 � ターキッシュパレス 牡5青鹿58 松山 弘平ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 480＋ 22：00．71 26．5�
69 アサケレディ 牝4黒鹿56 武 豊大橋 公堯氏 大橋 勇樹 新冠 ムラカミファーム 484＋ 42：00．8	 5．9�
610 スタッドリー 牡4鹿 58 T．バシュロ �シルクレーシング 奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 516－ 42：01．01
 4．4�
（仏）

814 モリノカンナチャン 牝4鹿 56 J．グラハム森 和久氏 大江原 哲 登別 青藍牧場 444－ 2 〃 ハナ 20．7	
（米）

711 アイブランコ 牡5栗 58 C．ホー ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 日本中央競馬会
日高育成牧場 508－ 4 〃 アタマ 55．0


（香港）

712 ミスミルドレッド 牝5黒鹿56 横山 武史丸山 担氏 小島 茂之 洞�湖 レイクヴィラファーム 466± 02：01．1アタマ 9．2�
45 ホウオウリアリティ 牡4栗 58 C．ルメール 小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 480－ 2 〃 ハナ 4．6�
33 ステイブルアスク 牝4栗 56 柴田 善臣廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 448＋ 82：01．84 10．2
46 ル ー ス 牝4栗 56 C．パコー 山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 B494－ 42：02．01
 18．8�

（仏）

34 コ コ ニ ア ル 牝5栗 56 D．イーガン 村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋122：02．53 19．9�

（英）

57 � リーピングリーズン 牝6青鹿56 岡部 誠 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 三城ボクジョ

ウ株式会社 512＋ 42：02．6 97．5�
（愛知）

11 スパングルドスター 牝5鹿 56 福永 祐一 �社台レースホース蛯名 正義 千歳 社台ファーム 440－ 22：03．45 62．2�
22 トミケンボハテル 牡8芦 58 C．ウィリアムズ 佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム 496－122：03．71	 212．7�

（豪）

（14頭）

売 得 金
単勝： 95，741，800円 複勝： 129，519，100円 枠連： 45，858，200円
馬連： 231，196，100円 馬単： 77，807，100円 ワイド： 169，127，500円
3連複： 360，774，900円 3連単： 371，821，600円 計： 1，481，846，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 210円 � 630円 � 220円 枠 連（5－8） 4，810円

馬 連 �� 7，050円 馬 単 �� 11，100円

ワ イ ド �� 2，070円 �� 740円 �� 2，840円

3 連 複 ��� 13，660円 3 連 単 ��� 71，230円

票 数

単勝票数 計 957418 的中 � 151579（3番人気）
複勝票数 計1295191 的中 � 184424（3番人気）� 42948（10番人気）� 166378（4番人気）
枠連票数 計 458582 的中 （5－8） 7375（15番人気）
馬連票数 計2311961 的中 �� 25400（27番人気）
馬単票数 計 778071 的中 �� 5255（42番人気）
ワイド票数 計1691275 的中 �� 20663（26番人気）�� 61885（8番人気）�� 14859（33番人気）
3連複票数 計3607749 的中 ��� 19803（50番人気）
3連単票数 計3718216 的中 ��� 3784（237番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．9―12．0―12．0―12．5―12．2―12．3―11．9―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．7―35．6―47．6―59．6―1：12．1―1：24．3―1：36．6―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．5―3F36．3
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

サクラトゥジュール �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2019．10．6 東京1着

2017．4．14生 牡5青鹿 母 サクラレーヌ 母母 セダンフオーエバー 16戦4勝 賞金 78，792，000円
〔制裁〕 ココニアル号の騎手D．イーガンは，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名または施行団体名を表示している。

24060 8月27日 曇 良 （4札幌2） 第5日 第12競走 1，700�ニ セ コ 特 別
発走16時15分 （ダート・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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

45 メイショウジブリ 牡3黒鹿54 武 豊松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 富田牧場 500＋161：45．6 3．5�
813 サムハンター 牡4栗 57 横山 典弘�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 482± 01：45．7� 22．7�
69 メイショウフンケイ 牡4栗 57 松山 弘平松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 518＋ 61：46．02 12．8�
11 ア ウ グ ス ト 牡3鹿 54 斎藤 新�GET NEXT 斎藤 誠 新冠 須崎牧場 492－181：46．31� 3．9�
33 ハイラブハンター 牡4鹿 57 古川 吉洋服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 490－ 41：46．4クビ 11．9�
46 フームスムート 牡5黒鹿57 丹内 祐次ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ B532± 01：46．72 4．1	
610 セイウンガレオン 牡3黒鹿54 黛 弘人西山 茂行氏 奥平 雅士 新ひだか 中田 英樹 528± 01：46．8� 16．5

814 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 444－ 41：46．9クビ 98．0�
57 ジ ル バ ー ン 牡3鹿 54 C．ルメール �社台レースホース武 英智 千歳 社台ファーム 424－ 4 〃 クビ 6．7
22 ヴィクトリオン �4鹿 57 原田 和真菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 504± 01：47．0� 30．8�
711 ネオヒューズ 牡4栗 57 小林 凌大西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 518－ 21：47．74 255．1�
58 � ケンブリッジセンス 牡4鹿 57 角田 大和中西 桂子氏 大根田裕之 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 434± 01：48．87 234．9�
34 � メイショウムート 牡4鹿 57 大久保友雅松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 本巣 敦 B442＋ 41：49．22� 359．9�
712 アイルビーメジャー 牡5栗 57 D．イーガン 岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 476＋ 81：49．3クビ 207．0�

（英）

（14頭）

売 得 金
単勝： 64，520，300円 複勝： 78，789，600円 枠連： 23，380，300円
馬連： 110，094，900円 馬単： 45，681，000円 ワイド： 96，529，700円
3連複： 169，728，000円 3連単： 211，610，300円 計： 800，334，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 200円 � 490円 � 370円 枠 連（4－8） 2，030円

馬 連 �� 4，790円 馬 単 �� 6，860円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 1，350円 �� 3，650円

3 連 複 ��� 22，520円 3 連 単 ��� 108，110円

票 数

単勝票数 計 645203 的中 � 146371（1番人気）
複勝票数 計 787896 的中 � 124701（3番人気）� 36654（8番人気）� 51363（6番人気）
枠連票数 計 233803 的中 （4－8） 8893（9番人気）
馬連票数 計1100949 的中 �� 17792（21番人気）
馬単票数 計 456810 的中 �� 4991（29番人気）
ワイド票数 計 965297 的中 �� 14661（23番人気）�� 18767（16番人気）�� 6677（32番人気）
3連複票数 計1697280 的中 ��� 5651（64番人気）
3連単票数 計2116103 的中 ��� 1419（317番人気）

ハロンタイム 6．8―11．2―11．9―12．8―12．8―12．5―12．3―12．3―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―29．9―42．7―55．5―1：08．0―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―3F37．6
1
3
5，13（2，1）9（3，11，12）－6，4，14，7－10－8
5（13，1）（3，9）2，6（11，12）－（7，14）10（4，8）

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

勝馬の
紹 介

メイショウジブリ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．10．9 東京3着

2019．3．3生 牡3黒鹿 母 メイショウフェーヴ 母母 アルペンローズ 6戦2勝 賞金 20，364，000円
※サムハンター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



（4札幌2）第5日 8月27日（土曜日） 曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 145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

196，730，000円
9，940，000円
25，290，000円
2，040，000円
25，540，000円
37，570，000円
66，089，000円
17，217，500円
1，392，000円

勝馬投票券売得金
548，628，900円
806，048，600円
148，448，200円
817，547，300円
370，004，400円
703，015，800円
1，250，530，800円
1，619，260，600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 6，263，484，600円

総入場人員 8，972名 （有料入場人員 8，449名）
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