
24061 8月28日 曇 良 （4札幌2） 第6日 第1競走 1，500�2歳未勝利
発走10時00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
1：29．1
1：29．1

良
良

44 コスモフーレイ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 むかわ 市川牧場 422－ 81：31．0 6．8�
55 メリオルヴィータ 牝2栗 54 福永 祐一�G1レーシング 池上 昌和 安平 追分ファーム 474＋ 61：31．31� 3．0�
77 パクパクデスワ 牝2黒鹿 54

53 ☆角田 大和大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 420＋ 21：31．51� 56．7�
33 コパカバーナビーチ 牝2青鹿54 黛 弘人ライフエンタープライズ� 中野 栄治 新ひだか チャンピオンズファーム 422－22 〃 ハナ 8．6�
11 シゲルノヴァ 牝2鹿 54 菱田 裕二森中 蕃氏 谷 潔 日高 シンボリ牧場 452＋ 2 〃 ハナ 7．7	
88 メーテルコート 牝2鹿 54 斎藤 新�ヤナガワ牧場 加用 正 日高 ヤナガワ牧場 462－ 21：31．7� 2．3

66 ハナサキポプラ 牝2鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太石川 秀守氏 杉山 佳明 新ひだか 水丸牧場 B440－ 41：32．55 166．9�
22 シュガーベイビー 牝2鹿 54 川島 信二村木 慎吾氏 新谷 功一 日高 宝寄山 拓樹 444＋ 21：38．8大差 69．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 34，970，500円 複勝： 46，538，000円 枠連： 発売なし
馬連： 43，682，900円 馬単： 24，831，100円 ワイド： 34，209，800円
3連複： 53，251，900円 3連単： 109，161，600円 計： 346，645，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 230円 � 180円 � 1，050円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，870円

ワ イ ド �� 400円 �� 2，980円 �� 1，810円

3 連 複 ��� 11，400円 3 連 単 ��� 60，460円

票 数

単勝票数 計 349705 的中 � 43059（3番人気）
複勝票数 計 465380 的中 � 53451（4番人気）� 83256（2番人気）� 8788（6番人気）
馬連票数 計 436829 的中 �� 33455（6番人気）
馬単票数 計 248311 的中 �� 6477（14番人気）
ワイド票数 計 342098 的中 �� 24813（6番人気）�� 2758（19番人気）�� 4613（13番人気）
3連複票数 計 532519 的中 ��� 3501（25番人気）
3連単票数 計1091616 的中 ��� 1309（114番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．4―12．0―12．0―12．5―12．7―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―17．8―29．2―41．2―53．2―1：05．7―1：18．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．8―3F37．8

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

勝馬の
紹 介

コスモフーレイ 
�
父 サトノクラウン 

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2022．8．13 札幌9着

2020．1．25生 牝2黒鹿 母 ファインセイコー 母母 ス コ ー ル イ 2戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 メリオルヴィータ号の調教師池上昌和は，馬場入場後に同馬の右手綱の尾錠が外れたことについて過怠金10，000円。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュガーベイビー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月28日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 セフィロ号（疾病〔右後挫跖〕のため）

24062 8月28日 曇 良 （4札幌2） 第6日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時35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

69 ダノンマイソウル 牡3鹿 56 川田 将雅�ダノックス 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 516－ 61：46．4 3．0�
58 パフオブウインド 牡3栗 56 丹内 祐次ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 小桧山 悟 様似 清水スタッド 484＋ 41：47．04 4．5�
45 タマモケンタウルス 牡3鹿 56 江田 照男タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 468＋121：47．21 111．9�
610 バ レ ル 牡3青鹿56 吉田 隼人 �CHEVAL AT-

TACHE 杉山 晴紀 浦河 高岸 順一 470± 01：47．41� 11．6�
34 エスティメート 牡3栗 56 黛 弘人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 猿橋 義昭 464＋ 21：47．5クビ 18．6	
46 ウォータージオード 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 B478± 0 〃 ハナ 11．8

712 サトノキリンジ 牡3鹿 56

54 △横山 琉人 �サトミホースカンパニー 平田 修 新ひだか 千代田牧場 458＋151：48．24 99．5�
814 アグネスリュウ 牡3栗 56 松田 大作渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 542＋ 41：48．31 21．2�
711 デルマニンフ 牝3鹿 54 川島 信二浅沼 廣幸氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 408＋101：48．61� 152．1
57 マ ヨ ン 牡3黒鹿56 横山 武史古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 B476＋ 21：49．02� 3．7�
22 スペースザリッパー 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅 �吉澤ホールディングス 庄野 靖志 日高 木村牧場 524＋141：50．06 120．1�
813 エーデルフォルム 牡3鹿 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 474－101：51．27 9．9�
33 チェルスフィールド 牝3黒鹿54 古川 吉洋�下河辺牧場 上村 洋行 日高 下河辺牧場 372＋ 81：55．8大差 458．7�
11 ザ ッ キ ン グ 牡3栗 56 松山 弘平 �スリーエイチレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B546－ 61：55．9� 32．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，685，100円 複勝： 55，169，400円 枠連： 11，393，400円
馬連： 52，635，600円 馬単： 24，673，800円 ワイド： 56，517，400円
3連複： 87，997，300円 3連単： 93，698，200円 計： 421，770，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 180円 � 160円 � 2，290円 枠 連（5－6） 310円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 360円 �� 6，500円 �� 7，710円

3 連 複 ��� 22，670円 3 連 単 ��� 61，470円

票 数

単勝票数 計 396851 的中 � 103479（1番人気）
複勝票数 計 551694 的中 � 91230（3番人気）� 111532（2番人気）� 4156（12番人気）
枠連票数 計 113934 的中 （5－6） 27907（1番人気）
馬連票数 計 526356 的中 �� 49187（3番人気）
馬単票数 計 246738 的中 �� 14193（2番人気）
ワイド票数 計 565174 的中 �� 45640（3番人気）�� 2072（44番人気）�� 1745（48番人気）
3連複票数 計 879973 的中 ��� 2910（63番人気）
3連単票数 計 936982 的中 ��� 1105（213番人気）

ハロンタイム 6．8―11．1―12．2―13．0―12．9―12．6―12．7―12．4―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．1―43．1―56．0―1：08．6―1：21．3―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ダノンマイソウル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Congrats デビュー 2021．12．5 中京4着

2019．2．18生 牡3鹿 母 フォエヴァーダーリング 母母 Darling My Darling 7戦1勝 賞金 8，920，000円
〔その他〕 ザッキング号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェルスフィールド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月28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〕 スペースザリッパー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月28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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アルカンサス号・モーゲン号・ヤマタケコーチャン号・ララサンシャイン号

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

第２回 札幌競馬 第６日



24063 8月28日 曇 良 （4札幌2） 第6日 第3競走 ��1，000�3歳未勝利
発走11時05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

56 メリヴェイユ 牝3鹿 54
52 △小林 凌大岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 454＋ 41：00．4 15．3�

68 ベ ル ベ リ ス 牝3鹿 54 C．ウィリアムズ ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 カケハムポニークラブ B454＋ 41：00．5クビ 12．8�
（豪）

67 パレフォーコン 牡3鹿 56 横山 武史 H.F Association �島 一歩 新冠 ハクレイファーム 446＋ 21：00．71� 4．2�
22 マインフリューゲル 牡3黒鹿 56

54 △横山 琉人名古屋友豊� 高野 友和 安平 ノーザンファーム 510－10 〃 アタマ 7．9�
79 コスモサルム 牡3栗 56 C．ホー �ビッグレッドファーム 大和田 成 新冠 ビッグレッドファーム B468＋ 21：00．8クビ 14．5	

（香港）

710 ワンダーデュエル 牡3鹿 56
52 ★古川 奈穂山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 藤春 修二 B474－ 8 〃 クビ 26．8


11 キャプテンローレル 牡3栗 56
55 ☆角田 大和 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 アラキフアーム 460－ 21：00．9クビ 7．9�

55 ネ オ ネ イ ア 牡3黒鹿56 丹内 祐次西田 俊二氏 鈴木 伸尋 新冠 岩見牧場 464－ 21：01．32� 37．2�
811 ミ ル ニ ュ イ 牝3芦 54 松山 弘平小林 昌子氏 茶木 太樹 新冠 村上 欽哉 516－ 81：01．5� 2．0
812 ブライトゴッデス 牝3栗 54 C．パコー ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 秋場牧場 412＋141：01．71� 209．7�

（仏）

33 キックザファースト �3鹿 56
54 △山田 敬士 KICレーシング 小島 茂之 浦河 田中スタッド B476－ 61：02．33� 395．1�

44 ユキゲショウ 牝3芦 54 菱田 裕二豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 466＋ 41：02．61� 291．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，892，500円 複勝： 49，560，100円 枠連： 8，541，000円
馬連： 48，810，600円 馬単： 28，621，100円 ワイド： 45，156，100円
3連複： 75，933，000円 3連単： 107，978，900円 計： 401，493，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，530円 複 勝 � 420円 � 500円 � 210円 枠 連（5－6） 1，890円

馬 連 �� 10，870円 馬 単 �� 26，010円

ワ イ ド �� 3，290円 �� 970円 �� 960円

3 連 複 ��� 13，770円 3 連 単 ��� 122，700円

票 数

単勝票数 計 368925 的中 � 19272（7番人気）
複勝票数 計 495601 的中 � 28471（5番人気）� 23238（7番人気）� 73031（2番人気）
枠連票数 計 85410 的中 （5－6） 3502（7番人気）
馬連票数 計 488106 的中 �� 3480（26番人気）
馬単票数 計 286211 的中 �� 825（55番人気）
ワイド票数 計 451561 的中 �� 3397（28番人気）�� 12204（12番人気）�� 12379（11番人気）
3連複票数 計 759330 的中 ��� 4133（43番人気）
3連単票数 計1079789 的中 ��� 638（275番人気）

ハロンタイム 12．7―11．1―11．9―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．7―23．8―35．7―47．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メリヴェイユ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．1．10 中山8着

2019．3．19生 牝3鹿 母 イントゥザストーム 母母 バイユーストーム 5戦1勝 賞金 5，200，000円
〔制裁〕 ミルニュイ号の騎手松山弘平は，3コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番・9番）
※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 ミイヒダンサー号
（非抽選馬） 2頭 テーオーロワ号・ルージュライゼ号
※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。

24064 8月28日 曇 良 （4札幌2） 第6日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時35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
1：40．9
1：40．9

重
重

813 ジューンポンポン 牝3栗 54 横山 和生吉川 潤氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 474＋ 21：46．5 3．9�
11 サクラジェンヌ 牝3栗 54 C．ウィリアムズ 吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 472－ 21：46．6クビ 18．7�

（豪）

33 ベアビリーブ 牝3青 54 松岡 正海熊木 浩氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 464－121：47．13 89．4�

814 エ ギ ー ユ 牝3栗 54 斎藤 新 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 468± 01：47．41� 96．3�
58 デルマローレライ 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 412＋ 61：47．71� 12．6�
22 パ ー チ ル 牝3鹿 54 黛 弘人飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 440＋ 41：47．8� 12．1	
45 キ ッ ト ク ル 牝3黒鹿54 丹内 祐次由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 460＋161：48．01� 4．5

46 ウォーターアイアイ 牝3鹿 54 古川 吉洋山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B440＋ 81：48．1� 10．8�
711 ルージュレイア 牝3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 430＋ 41：48．2� 12．9
712 サ ン ド レ ス 牝3鹿 54 横山 武史 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 508－ 41：48．41� 5．2�
34 ア イ レ 牝3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 482＋ 61：49．99 9．9�
610 ナオミニデレデレヤ 牝3栗 54 松田 大作塩澤 正樹氏 杉山 佳明 新ひだか 乾 皆雄 B446＋ 41：50．11� 64．4�
57 チアフルモーション 牝3鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 坂口 智康 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：50．52� 36．9�
69 ヒロシゲパール 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太�ウエストヒルズ 坂口 智康 新ひだか 岡田牧場 B488＋ 81：50．71� 25．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，299，300円 複勝： 42，284，600円 枠連： 8，468，400円
馬連： 46，167，700円 馬単： 19，542，200円 ワイド： 46，135，500円
3連複： 84，137，900円 3連単： 80，998，600円 計： 358，034，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 450円 � 1，190円 枠 連（1－8） 2，470円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 1，200円 �� 3，550円 �� 12，690円

3 連 複 ��� 58，920円 3 連 単 ��� 193，170円

票 数

単勝票数 計 302993 的中 � 60838（1番人気）
複勝票数 計 422846 的中 � 106503（1番人気）� 20483（8番人気）� 6901（12番人気）
枠連票数 計 84684 的中 （1－8） 2652（11番人気）
馬連票数 計 461677 的中 �� 12174（10番人気）
馬単票数 計 195422 的中 �� 2745（16番人気）
ワイド票数 計 461355 的中 �� 10221（14番人気）�� 3320（39番人気）�� 915（79番人気）
3連複票数 計 841379 的中 ��� 1071（160番人気）
3連単票数 計 809986 的中 ��� 304（644番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．1―42．9―55．6―1：08．2―1：20．7―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジューンポンポン �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．12．4 中山4着

2019．5．2生 牝3栗 母 オールオールオール 母母 スターダーラ 9戦1勝 賞金 15，180，000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 シャムトラダイコウ号
※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。



24065 8月28日 晴 良 （4札幌2） 第6日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時25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

66 フォトンブルー 牡2鹿 54 武 豊 TNレーシング 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 516 ―1：51．1 3．7�
22 エルデストサン 牡2鹿 54 C．ルメール 大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488 ― 〃 クビ 3．0�
77 ミッキーグロリア 牝2鹿 54 吉田 隼人野田みづき氏 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 426 ―1：51．41� 3．1�
33 ロゴデザイン 牡2鹿 54 松山 弘平吉田 千津氏 黒岩 陽一 新ひだか 広田牧場 484 ―1：51．93 8．6�
44 ジェイケイロンドン 牡2鹿 54

52 △横山 琉人小谷野次郎氏 西田雄一郎 日高 浜本牧場 460 ―1：53．510 38．2�
11 マテンロウメテオラ 牡2黒鹿54 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 518 ― 〃 ハナ 7．6�
55 プレザントアンクル 牡2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹臼井 一眞氏 蛯名 利弘 新ひだか 広田牧場 456 ―2：00．7大差 96．3	
（7頭）

売 得 金
単勝： 45，729，700円 複勝： 27，007，200円 枠連： 発売なし
馬連： 41，768，600円 馬単： 24，417，800円 ワイド： 25，647，000円
3連複： 48，251，700円 3連単： 114，307，000円 計： 327，129，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 150円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 170円 �� 190円 �� 170円

3 連 複 ��� 300円 3 連 単 ��� 1，790円

票 数

単勝票数 計 457297 的中 � 103385（3番人気）
複勝票数 計 270072 的中 � 70054（2番人気）� 72587（1番人気）
馬連票数 計 417686 的中 �� 75758（1番人気）
馬単票数 計 244178 的中 �� 23033（2番人気）
ワイド票数 計 256470 的中 �� 38148（2番人気）�� 32839（3番人気）�� 39484（1番人気）
3連複票数 計 482517 的中 ��� 119007（1番人気）
3連単票数 計1143070 的中 ��� 46256（4番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．3―25．6―37．8―50．2―1：03．0―1：15．8―1：28．0―1：39．7

コーナー
通過順位

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

2
4
2（1，5）－6（3，7）－4
2，6，1，7，3－4＝5

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フォトンブルー 

�
父 ハーツクライ 


�
母父 Silver Hawk 初出走

2020．1．28生 牡2鹿 母 シルヴァースカヤ 母母 Boubskaia 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ジェイケイロンドン号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレザントアンクル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月28日まで平地

競走に出走できない。

24066 8月28日 晴 良 （4札幌2） 第6日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12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
1：58．6
1：56．1

良
良

714 ム ガ 牝3黒鹿54 古川 吉洋村田 博司氏 大根田裕之 浦河 田中スタッド 466＋ 62：02．7 20．3�
713 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± 02：03．02 1．5�
48 グランドゴールド 牡3栗 56 C．パコー 田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 450＋ 22：03．42� 68．2�

（仏）

36 ウインシュプリーム 牡3鹿 56 D．イーガン �ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 446± 02：03．5� 36．5�
（英）

510 クトゥネシリカ 牡3黒鹿56 吉田 隼人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀内 岳志 新ひだか 岡田スタツド 416＋ 22：03．6クビ 11．1�

35 カルチェリノイオリ 牝3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 424－14 〃 ハナ 70．3	

815 ウィズザタイムズ 牝3栗 54 松山 弘平 �グリーンファーム竹内 正洋 安平 ノーザンファーム 456＋ 82：03．7� 50．5

11 マイネルユヌスール 牡3青鹿56 C．ウィリアムズ �サラブレッドクラブ・ラフィアン 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 474± 02：03．8� 24．1�
（豪）

612 マイトシップ 牡3鹿 56 横山 和生�出口牧場 橋田 満 日高 出口牧場 B412＋ 22：03．9クビ 20．8
59 テイエムナイスラン 牡3芦 56

55 ☆秋山 稔樹竹園 正繼氏 石栗 龍彦 浦河 村下 明博 508－ 82：04．11� 51．3�
12 キタノズーナクア 牝3鹿 54 江田 照男北所 直人氏 小笠 倫弘 新ひだか 土田ファーム B464＋12 〃 ハナ 58．9�
611 ホーリーウェル 牝3栗 54

53 ☆角田 大和�G1レーシング 藤原 英昭 安平 追分ファーム 400± 02：04．2� 18．4�
24 ブレッシングクライ 牡3栗 56 C．ホー �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 484－ 42：04．3クビ 8．5�

（香港）

816 スマートウェリナ 牡3芦 56 武 豊大川 徹氏 笹田 和秀 日高 株式会社ス
マート 492－ 82：05．68 12．1�

47 ホ ー ネ ッ ト 牡3栗 56
53 ▲鷲頭 虎太�木村牧場 石毛 善彦 日高 戸川牧場 426＋ 42：06．02� 391．4�

23 タイタンステップス 牡3鹿 56 横山 武史 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B544＋ 2 （競走中止） 51．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 40，171，200円 複勝： 87，098，600円 枠連： 12，111，800円
馬連： 50，351，000円 馬単： 29，399，600円 ワイド： 60，558，200円
3連複： 96，648，200円 3連単： 110，544，600円 計： 486，883，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，030円 複 勝 � 430円 � 110円 � 900円 枠 連（7－7） 1，690円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 5，250円

ワ イ ド �� 670円 �� 7，420円 �� 1，630円

3 連 複 ��� 15，550円 3 連 単 ��� 141，590円

票 数

単勝票数 計 401712 的中 � 15759（6番人気）
複勝票数 計 870986 的中 � 26048（8番人気）� 491124（1番人気）� 11028（15番人気）
枠連票数 計 121118 的中 （7－7） 5548（6番人気）
馬連票数 計 503510 的中 �� 22234（7番人気）
馬単票数 計 293996 的中 �� 4193（19番人気）
ワイド票数 計 605582 的中 �� 24772（6番人気）�� 2003（66番人気）�� 9471（17番人気）
3連複票数 計 966482 的中 ��� 4660（56番人気）
3連単票数 計1105446 的中 ��� 566（381番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―23．9―36．2―49．4―1：02．2―1：15．0―1：27．3―1：39．2―1：50．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ム ガ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2022．5．14 中京12着

2019．5．8生 牝3黒鹿 母 チョコレートリリー 母母 ラフィンムード 7戦1勝 賞金 6，500，000円
〔競走中止〕 タイタンステップス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
〔鼻出血による出走制限〕 タイタンステップス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年9月28日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 ホーネット号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月28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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 ウォーターレクラ号・コスモゴレアドール号・スヴィルカーチ号・レアルタッド号
※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。



24067 8月28日 晴 良 （4札幌2） 第6日 第7競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時25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
57．5
56．8

良
重

68 ミツカネプルート 牝3鹿 52 丹内 祐次小山田 満氏 清水 英克 日高 スウィング
フィールド牧場 442＋10 59．2 17．4�

811� トランペットシェル �5芦 57
55 △横山 琉人谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 490± 0 59．73 9．3�

55 �� ギャラントマナー 牡4栗 57
55 △小林 凌大ゴドルフィン 蛯名 正義 米

Athens Woods,
LLC & More Than
Ready Syndicate

B538－181：00．01	 41．1�
67 プ ラ ソ ン 牝3鹿 52

51 ☆角田 大和市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム B442± 0 〃 ハナ 3．4�
79 ボルタドマール 牡3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹今中 俊平氏 黒岩 陽一 千歳 社台ファーム 510＋ 41：00．1	 13．2�
11 エ バ ニ ス タ 牡3鹿 54

51 ▲西塚 洸二畑佐 博氏 角田 晃一 浦河 秋場牧場 486＋ 4 〃 ハナ 15．4�
33 サノノヒーロー �4青 57

54 ▲土田 真翔佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 478＋ 8 〃 クビ 11．1	
56 � ヴァンデリオン 牡5栗 57 丸山 元気 
サザンホールディング 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 498＋ 21：00．2クビ 8．3�
22 アイレスアン 牝3栗 52 和田 竜二 TURFレーシング 加藤 征弘 日高 木村牧場 476＋ 6 〃 クビ 193．0�
812 カツノサンキュウ 牡4鹿 57 柴山 雄一聖心台牧場 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 486＋ 41：00．72	 248．2�
44 � コンバットマーチ 牝5芦 55 古川 吉洋岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 米 Jay Goodwin

& Brian Foret 470＋ 61：01．12	 126．5�
710� グラットンラッシー 牝3鹿 52 横山 武史吉田 晴哉氏 加藤 征弘 米

Fleur De Lis
Stable & Ash-
ford Stud

514＋ 21：01．84 2．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 37，523，800円 複勝： 45，515，500円 枠連： 8，580，700円
馬連： 49，179，200円 馬単： 24，749，100円 ワイド： 47，532，200円
3連複： 74，847，800円 3連単： 93，058，300円 計： 380，986，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，740円 複 勝 � 530円 � 310円 � 850円 枠 連（6－8） 950円

馬 連 �� 6，990円 馬 単 �� 13，620円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 7，350円 �� 4，360円

3 連 複 ��� 57，990円 3 連 単 ��� 282，280円

票 数

単勝票数 計 375238 的中 � 17240（8番人気）
複勝票数 計 455155 的中 � 22106（8番人気）� 43570（4番人気）� 12979（9番人気）
枠連票数 計 85807 的中 （6－8） 6972（4番人気）
馬連票数 計 491792 的中 �� 5448（24番人気）
馬単票数 計 247491 的中 �� 1362（49番人気）
ワイド票数 計 475322 的中 �� 6232（23番人気）�� 1649（42番人気）�� 2798（32番人気）
3連複票数 計 748478 的中 ��� 968（98番人気）
3連単票数 計 930583 的中 ��� 239（532番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．8―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―35．0―46．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 10，8（1，11）（2，7，9）（3，12）（4，5，6） 4 ・（10，8）（1，11）7，9（2，3，12）（5，6）4
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ミツカネプルート �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．10．24 新潟4着

2019．4．10生 牝3鹿 母 ワ デ ィ ラ ム 母母 ワ デ ィ ア 8戦2勝 賞金 15，200，000円
〔その他〕 グラットンラッシー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 グラットンラッシー号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年9月28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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 アラリンホルン号
（非抽選馬） 2頭 クリスタルローズ号・ルクスディオン号

24068 8月28日 晴 良 （4札幌2） 第6日 第8競走 ��1，500�3歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：27．3
1：27．3

良
良

69 ア グ リ 牡3青鹿54 川田 将雅三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 486－ 21：29．6 2．1�
11 ディープリッチ 牡4黒鹿57 吉田 隼人宇田 豊氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：29．81� 8．1�
610 ブランデーロック 牡3栗 54 武 豊新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470＋161：30．0� 4．5�
34 ヒルノショパン 牡3栗 54 横山 典弘�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 B444－ 21：30．21� 8．9�
712 レモンケーキ 牝3黒鹿52 斎藤 新 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 434＋ 41：30．3� 135．1	
22 ユヌエトワール 牝5黒鹿 55

54 ☆角田 大和 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 422± 0 〃 アタマ 60．6

58 フ ラ リ オ ナ 牝4青鹿55 菱田 裕二大冨 智弘氏 平田 修 千歳 社台ファーム 418± 01：30．4クビ 24．4�
57 キトゥンズマーチ 牝4鹿 55 C．ウィリアムズ �ノルマンディーサラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 474＋ 2 〃 クビ 55．9�

（豪）

813 クリノイヴァンカ 牝6鹿 55
53 △小林 凌大栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 462－ 21：30．5� 103．5

814	 スピードグラマー 牝3鹿 52 横山 武史長谷川祐司氏 鹿戸 雄一 米 Machmer
Hall 478＋ 81：30．7� 16．7�

33 ア ド ゥ ー ル 牝3鹿 52
50 △横山 琉人寺田 寿男氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 518＋ 8 〃 ハナ 250．5�

46 
 サクラトップメジャ 牝4栗 55
53 △山田 敬士�トップフェロウ武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 440＋ 8 〃 � 508．1�

711 レッドカムイ 牡4鹿 57 古川 吉洋 �東京ホースレーシング 嘉藤 貴行 千歳 社台ファーム 542＋141：30．8クビ 80．6�
45 レディズビーク 牝3青鹿52 松山 弘平青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：31．01� 6．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 51，899，200円 複勝： 60，768，300円 枠連： 12，308，300円
馬連： 59，470，600円 馬単： 28，950，800円 ワイド： 60，809，300円
3連複： 90，072，000円 3連単： 114，619，000円 計： 478，897，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 150円 枠 連（1－6） 530円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 330円 �� 220円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，200円 3 連 単 ��� 5，070円

票 数

単勝票数 計 518992 的中 � 194740（1番人気）
複勝票数 計 607683 的中 � 168237（1番人気）� 75446（4番人気）� 93924（2番人気）
枠連票数 計 123083 的中 （1－6） 17803（2番人気）
馬連票数 計 594706 的中 �� 47130（3番人気）
馬単票数 計 289508 的中 �� 15949（4番人気）
ワイド票数 計 608093 的中 �� 45751（3番人気）�� 78581（1番人気）�� 25700（6番人気）
3連複票数 計 900720 的中 ��� 56163（2番人気）
3連単票数 計1146190 的中 ��� 16365（4番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．7―30．7―42．6―54．6―1：06．5―1：18．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．0―3F35．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア グ リ �
�
父 Caravaggio �

�
母父 War Front デビュー 2021．6．26 阪神3着

2019．3．4生 牡3青鹿 母 オールドタイムワルツ 母母 Together 6戦2勝 賞金 20，700，000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。



24069 8月28日 晴 良 （4札幌2） 第6日 第9競走 1，200�
お た る

小 � 特 別
発走14時25分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

713 ヒルノローザンヌ 牝3黒鹿52 松山 弘平�ヒルノ 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 B486＋ 21：09．2 3．6�
611 キャニオニング 牝4鹿 55 秋山 稔樹吉田 照哉氏 村田 一誠 千歳 社台ファーム B440－ 41：09．41� 10．8�
23 スクリーンショット 牝3栗 52 武 豊小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 494＋121：09．5� 5．4�
24 コスモサンレミ 牝4鹿 55 C．ホー �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 B460＋ 21：09．71� 55．0�

（香港）

816 シンゼンコイチャン 牝3鹿 52 荻野 琢真原 司郎氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 460－ 8 〃 クビ 211．2	

48 フリートオブフット 牝3鹿 52 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 448－ 41：09．8� 8．1

510 ユキノエリザベス 牝3黒鹿52 江田 照男井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか 服部 牧場 466＋ 4 〃 ハナ 10．3�
11 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 460＋ 41：10．01 3．7�
714 ファントムルージュ 牝4鹿 55 丸山 元気�Horse Net 萩原 清 日高 スマイルファーム 456＋ 2 〃 クビ 44．7
59 ウ ム ラ ウ ト 牝3青鹿52 川又 賢治�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 402＋201：10．1クビ 89．4�
612 ソリッドグロウ 牝3栗 52 和田 竜二 �サンデーレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 444－ 41：10．2� 57．9�
36 ホワイトターフ 牝3芦 52 吉田 隼人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 2 〃 クビ 34．8�
815 クレマチステソーロ 牝4鹿 55 D．イーガン 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 488＋ 6 〃 同着 19．4�
（英）

47 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 436＋ 61：10．62� 76．2�
12 ヒ ノ ク ニ 牝3黒鹿52 山田 敬士由井健太郎氏 深山 雅史 熊本 本田 土寿 B456＋ 61：11．13 20．0�
35 ミイヒダンサー 牝3栗 52 土田 真翔前迫 義幸氏 辻 哲英 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム 418＋ 41：13．9大差 393．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 48，553，600円 複勝： 69，099，100円 枠連： 13，874，800円
馬連： 79，416，700円 馬単： 31，810，300円 ワイド： 74，042，500円
3連複： 133，556，200円 3連単： 146，871，800円 計： 597，225，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 170円 � 280円 � 200円 枠 連（6－7） 1，640円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，580円

ワ イ ド �� 590円 �� 560円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，900円 3 連 単 ��� 20，020円

票 数

単勝票数 計 485536 的中 � 105277（1番人気）
複勝票数 計 690991 的中 � 123476（2番人気）� 54506（6番人気）� 91640（3番人気）
枠連票数 計 138748 的中 （6－7） 6544（7番人気）
馬連票数 計 794167 的中 �� 39056（5番人気）
馬単票数 計 318103 的中 �� 9246（7番人気）
ワイド票数 計 740425 的中 �� 32568（4番人気）�� 34719（3番人気）�� 17697（12番人気）
3連複票数 計1335562 的中 ��� 25648（9番人気）
3連単票数 計1468718 的中 ��� 5317（48番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．1―11．5―11．8―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．0―45．5―57．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒルノローザンヌ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Cryptoclearance デビュー 2021．6．12 中京4着

2019．2．4生 牝3黒鹿 母 フィックルベリー 母母 Fickle Friends 12戦2勝 賞金 22，871，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時26分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミイヒダンサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月28日まで平地競走

に出走できない。
※ミイヒダンサー号は，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。

24070 8月28日 晴 良 （4札幌2） 第6日 第10競走 ��
��1，700�2022ワールドオールスタージョッキーズ第3戦

発走15時00分 （国際騎手招待） （ダート・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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

46 メンアットワーク 牡3青鹿56 松山 弘平千明牧場 斎藤 誠 日高 千明牧場 454＋ 41：44．5 1．5�
610 ユ ウ ゲ ン 牡5鹿 58 柴田 善臣林 正道氏 橋口 慎介 浦河 酒井牧場 504＋ 41：44．92� 105．9�
813	 コスモセイリュウ 牡5鹿 58 C．ホー �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 496± 01：45．11� 10．0�

（香港）

814 タ ガ ノ ペ カ 牝4鹿 56 岡部 誠八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 506± 01：45．41� 8．6�

（愛知）

57 ジュールサイクル 牝5青 56 C．ルメール 吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 446－ 61：45．61
 33．2�
58 サヴァビアン 牡4栗 58 C．ウィリアムズ 岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 430± 01：45．7� 20．8	

（豪）

22 マイネルレンカ 牡8黒鹿58 福永 祐一 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 鈴木慎太郎 日高 碧雲牧場 474＋ 41：45．91
 34．3�

711 グレースルビー 牝5鹿 56 横山 武史本多 敏行氏 羽月 友彦 日高 森永牧場 484－ 6 〃 クビ 64．6�
34 � ロードオブザチェコ 牡4栗 58 川田 将雅谷脇智恵子氏 石栗 龍彦 新ひだか 織田 正敏 506＋ 41：46．0クビ 25．4
33 リアルシング 牡5黒鹿58 D．イーガン 
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 542－ 21：46．21 6．4�
（英）

712 コトブキアルニラム 牝4芦 56 C．パコー 尾上 松壽氏 萱野 浩二 森 笹川大晃牧場 448＋ 61：47．58 168．5�
（仏）

11 � リファインドマナー 牝4鹿 56 J．グラハム髙橋 明裕氏 杉山 佳明 千歳 社台ファーム 454－ 81：48．99 21．9�
（米）

（12頭）
45 ラブスピール 牝5鹿 56 武 豊増田 陽一氏 森田 直行 日高 下河辺牧場 454＋ 4 （競走除外）

69 アースライザー 5栗 58 T．バシュロ 
ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 鈴木慎太郎 新ひだか 岡田スタツド B486＋ 4 （競走除外）

（仏）

売 得 金
単勝： 56，543，500円 複勝： 96，078，300円 枠連： 22，958，700円
馬連： 84，293，300円 馬単： 45，239，700円 ワイド： 67，471，900円
3連複： 128，238，500円 3連単： 172，023，300円 計： 672，847，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 1，180円 � 190円 枠 連（4－6） 2，500円

馬 連 �� 7，110円 馬 単 �� 9，270円

ワ イ ド �� 2，440円 �� 340円 �� 6，780円

3 連 複 ��� 14，650円 3 連 単 ��� 52，800円

票 数

単勝票数 差引計 565435（返還計 20763） 的中 � 296898（1番人気）
複勝票数 差引計 960783（返還計 28800） 的中 � 567514（1番人気）� 7477（11番人気）� 74714（3番人気）
枠連票数 差引計 229587（返還計 5044） 的中 （4－6） 7109（8番人気）
馬連票数 差引計 842933（返還計104370） 的中 �� 9183（19番人気）
馬単票数 差引計 452397（返還計 49693） 的中 �� 3658（25番人気）
ワイド票数 差引計 674719（返還計100867） 的中 �� 6602（28番人気）�� 59594（3番人気）�� 2334（48番人気）
3連複票数 差引計1282385（返還計331039） 的中 ��� 6565（47番人気）
3連単票数 差引計1720233（返還計387615） 的中 ��� 2362（152番人気）

ハロンタイム 7．0―10．9―11．5―13．1―12．5―12．4―12．4―12．2―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．9―29．4―42．5―55．0―1：07．4―1：19．8―1：32．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

メンアットワーク �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．8．28 新潟2着

2019．5．10生 牡3青鹿 母 メイシャイン 母母 スターアルファ 13戦3勝 賞金 35，279，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 ラブスピール号は，馬場入場後に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため競走除外。

アースライザー号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※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。

１レース目



24071 8月28日 晴 良 （4札幌2） 第6日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第17回キーンランドカップ（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・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，R3．8．28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，R3．8．27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）

キーンランド協会賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 43，000，000円 17，000，000円 11，000，000円 6，500，000円 4，300，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

48 ヴェントヴォーチェ 牡5鹿 56 C．ルメール エデンアソシエーション 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 518＋ 21：09．1 12．3�
35 ウインマーベル 牡3栗 54 松山 弘平�ウイン 深山 雅史 新冠 コスモヴューファーム B468＋ 41：09．2� 6．0�
11 ヴ ァ ト レ ニ 	4鹿 56 横山 武史野田 政義氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 446＋ 61：09．3� 7．8�
816 トウシンマカオ 牡3栗 53 川田 将雅�サトー 高柳 瑞樹 新ひだか 服部 牧場 452＋ 41：09．51
 3．8�
611 オパールシャルム 牝5栗 54 江田 照男落合 幸弘氏 武藤 善則 日高 下河辺牧場 488＋18 〃 クビ 31．4�
714 エイティーンガール 牝6青鹿55 武 豊中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 454－ 21：09．6� 8．7	
59 ジュビリーヘッド 牡5鹿 56 横山 和生 
キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B474＋ 21：09．7� 6．7�
36 シゲルピンクルビー 牝4栗 54 和田 竜二森中 蕃氏 渡辺 薫彦 日高 天羽牧場 472＋ 61：09．8� 20．0�
612 マイネルジェロディ 牡4青鹿56 C．ホー �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 470－ 21：09．9クビ 36．5
（香港）

815 レ イ ハ リ ア 牝4鹿 55 松岡 正海 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 B470＋101：10．11
 15．9�

47 マウンテンムスメ 牝4栗 54 C．パコー 西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 456－ 41：10．2クビ 61．4�
（仏）

713 メイショウミモザ 牝5芦 55 丹内 祐次松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 B454＋ 2 〃 ハナ 13．6�
510 ロードマックス 牡4鹿 56 T．バシュロ �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 444＋ 21：10．3� 14．7�

（仏）

12 ビ リ ー バ ー 牝7黒鹿55 杉原 誠人
ミルファーム 石毛 善彦 浦河 ミルファーム 464＋ 21：10．4クビ 58．2�
24 ジェネラーレウーノ 牡7青鹿57 丸山 元気 �Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 日高 新生ファーム B518＋ 21：10．72 184．3�
（15頭）

23 サヴォワールエメ 牝6栗 54 松田 大作平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 312，976，900円 複勝： 413，404，000円 枠連： 163，385，100円
馬連： 896，889，400円 馬単： 287，548，100円 ワイド： 672，937，700円
3連複： 1，817，206，900円 3連単： 1，910，482，800円 計： 6，474，830，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 380円 � 240円 � 290円 枠 連（3－4） 2，750円

馬 連 �� 4，290円 馬 単 �� 8，730円

ワ イ ド �� 1，840円 �� 1，810円 �� 920円

3 連 複 ��� 8，960円 3 連 単 ��� 56，190円

票 数

単勝票数 差引計3129769（返還計 12505） 的中 � 203277（6番人気）
複勝票数 差引計4134040（返還計 21430） 的中 � 260203（6番人気）� 491733（3番人気）� 378373（5番人気）
枠連票数 差引計1633851（返還計 661） 的中 （3－4） 45893（16番人気）
馬連票数 差引計8968894（返還計 94600） 的中 �� 161736（17番人気）
馬単票数 差引計2875481（返還計 35950） 的中 �� 24685（36番人気）
ワイド票数 差引計6729377（返還計102374） 的中 �� 92785（25番人気）�� 94551（24番人気）�� 194371（8番人気）
3連複票数 差引計18172069（返還計387411） 的中 ��� 151982（27番人気）
3連単票数 差引計19104828（返還計378854） 的中 ��� 24646（186番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．4―11．8―11．3―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．5―46．3―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．0―3F34．6
3 ・（1，11）（4，15）5（6，12）（2，16）（8，7，9，10，13）14 4 1（5，11，15）（4，12）（8，2，6，9，16）（7，10，13）14

勝馬の
紹 介

ヴェントヴォーチェ �
�
父 タートルボウル �

�
母父 Distant View デビュー 2020．1．26 小倉1着

2017．4．20生 牡5鹿 母 ランウェイスナップ 母母 クリアーパス 12戦6勝 賞金 133，918，000円
〔出走取消〕 サヴォワールエメ号は，疾病〔左前挫跖〕のため出走取消。
※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。
（非抽選馬） 3頭 タイセイアベニール号・ビップウインク号・ミニオンペール号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりヴェントヴォーチェ号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。
※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。

24072 8月28日 晴 良 （4札幌2） 第6日 第12競走 ��
��1，800�2022ワールドオールスタージョッキーズ第4戦

発走16時15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 343，000円 98，000円 49，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

45 アインゲーブング 牝4鹿 56 T．バシュロ �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 452＋ 61：49．2 22．1�

（仏）

712 カフジアスール 牡4鹿 58 武 豊加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 478－ 21：49．3クビ 4．9�
33 メイショウラナキラ 牡3鹿 56 川田 将雅松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 452± 01：49．61� 3．9�
57 スズカノロッソ 	7鹿 58 柴田 善臣永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 478－ 2 〃 クビ 16．0�
711 ルーツドール 牝5黒鹿56 C．パコー �サンデーレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 536＋ 2 〃 クビ 7．1	

（仏）

34 トーセンメラニー 牝4黒鹿56 福永 祐一島川 
哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 482＋ 61：49．7クビ 33．4�

58 スワヤンブナート 	3青鹿56 C．ルメール 吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 504－141：49．91
 6．5�
814 アケルナルスター 牡3青鹿56 横山 武史永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 466＋ 61：50．11
 6．4
813 グレースオブナイル 牝5鹿 56 松山 弘平 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 452＋ 8 〃 クビ 83．6�
610 メタルスパーク 	5芦 58 C．ウィリアムズ ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B496＋ 41：50．2クビ 24．3�

（豪）

11 スカイフォール 牡3鹿 56 岡部 誠�NICKS 昆 貢 安平 ノーザンファーム 484＋10 〃 クビ 7．3�
（愛知）

46 リーブルミノル 牡4栗 58 C．ホー 吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 476－ 61：50．3� 167．5�
（香港）

22 タイセイドリーマー 牡4栗 58 J．グラハム田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 500－ 61：50．51� 137．0�
（米）

69 メイショウナリヒラ 牡4栗 58 D．イーガン 松本 好
氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462± 0 （競走中止） 173．0�
（英）

（14頭）

売 得 金
単勝： 108，624，300円 複勝： 140，341，800円 枠連： 38，272，100円
馬連： 192，431，200円 馬単： 71，184，200円 ワイド： 167，187，500円
3連複： 317，598，400円 3連単： 337，801，600円 計： 1，373，441，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，210円 複 勝 � 420円 � 170円 � 160円 枠 連（4－7） 3，130円

馬 連 �� 6，270円 馬 単 �� 15，250円

ワ イ ド �� 1，660円 �� 1，030円 �� 500円

3 連 複 ��� 6，280円 3 連 単 ��� 67，240円

票 数

単勝票数 計1086243 的中 � 39148（8番人気）
複勝票数 計1403418 的中 � 66366（8番人気）� 233692（2番人気）� 255570（1番人気）
枠連票数 計 382721 的中 （4－7） 9456（13番人気）
馬連票数 計1924312 的中 �� 23771（26番人気）
馬単票数 計 711842 的中 �� 3500（59番人気）
ワイド票数 計1671875 的中 �� 24582（24番人気）�� 40794（17番人気）�� 92454（1番人気）
3連複票数 計3175984 的中 ��� 37894（25番人気）
3連単票数 計3378016 的中 ��� 3642（280番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―12．5―12．0―12．1―12．2―11．9―11．7―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―37．7―49．7―1：01．8―1：14．0―1：25．9―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アインゲーブング �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 Rock Hard Ten デビュー 2020．8．30 新潟7着

2018．6．3生 牝4鹿 母 マイネグロリアーナ 母母 Elizabeth Street 20戦3勝 賞金 53，486，000円
〔競走中止〕 メイショウナリヒラ号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため3コーナーで競走中止。
〔制裁〕 アインゲーブング号の騎手T．バシュロは，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：12番）
※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。

４レース目



（4札幌2）第6日 8月28日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 154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

251，830，000円
3，020，000円
25，190，000円
2，300，000円
33，450，000円
33，580，000円
68，974，000円
16，775，000円
1，478，400円

勝馬投票券売得金
843，869，600円
1，132，864，900円
299，894，300円
1，645，096，800円
640，967，800円
1，358，205，100円
3，007，739，800円
3，391，545，700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 12，320，184，000円

総入場人員 13，009名 （有料入場人員 12，634名）
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