
24073 9月3日 晴 良 （4札幌2） 第7日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時50分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

712 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 464－ 21：10．7 1．9�
34 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± 01：11．23 9．3�
22 クリノグローリー 牡2栗 54 �島 克駿栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 466＋ 6 〃 ハナ 22．8�
711 ラクサパーナ 牝2栗 54 横山 武史 �キャロットファーム 矢野 英一 安平 ノーザンファーム 432－ 21：11．41� 2．8�
45 ヴォンヌヴォー 牝2鹿 54 菱田 裕二平川 浩之氏 菊川 正達 浦河 谷口牧場 452＋ 21：11．5� 28．1	
814 ハナサキポプラ 牝2鹿 54 城戸 義政石川 秀守氏 杉山 佳明 新ひだか 水丸牧場 B440± 01：11．6� 148．8

46 ビービータンバム 牡2鹿 54 松田 大作�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 432± 01：11．91� 96．1�
69 ケサランパサラン 牝2鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太中村 智幸氏 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 414＋101：12．32� 19．7�
33 チキチキチータ 牝2栗 54

53 ☆角田 大和小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 408－ 21：12．61� 42．2
610 チャイボーグ 牝2黒鹿 54

52 △小林 凌大田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 466＋ 4 〃 ハナ 106．6�
58 ダ リ 牡2鹿 54

51 ▲大久保友雅薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 416－ 41：12．81� 349．0�
57 フッカツラヴ 牝2鹿 54

52 △横山 琉人小林 照弘氏 尾形 和幸 新ひだか へいはた牧場 420± 01：12．9� 74．2�
11 ク ニ 牝2鹿 54 原田 和真森 恭彦氏 小桧山 悟 日高 ヴェルサイユ

ファーム株式会社 416＋ 21：13．21� 111．3�
813 サイモンカリン 牝2芦 54 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 三嶋牧場 434＋ 61：13．51� 237．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 29，242，400円 複勝： 75，453，200円 枠連： 9，207，000円
馬連： 38，921，500円 馬単： 23，549，700円 ワイド： 40，464，400円
3連複： 66，959，200円 3連単： 87，314，300円 計： 371，111，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 190円 複 勝 � 110円 � 170円 � 300円 枠 連（3－7） 330円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 810円

ワ イ ド �� 230円 �� 460円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 4，800円

票 数

単勝票数 計 292424 的中 � 129020（1番人気）
複勝票数 計 754532 的中 � 532808（1番人気）� 45116（3番人気）� 18508（5番人気）
枠連票数 計 92070 的中 （3－7） 21395（2番人気）
馬連票数 計 389215 的中 �� 56570（2番人気）
馬単票数 計 235497 的中 �� 21729（3番人気）
ワイド票数 計 404644 的中 �� 52965（2番人気）�� 21329（4番人気）�� 8966（10番人気）
3連複票数 計 669592 的中 ��� 27065（6番人気）
3連単票数 計 873143 的中 ��� 13180（11番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．5―11．5―11．7―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．0―46．5―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイフォール �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．8．6 札幌5着

2020．4．12生 牡2青鹿 母 バ リ ア ー モ 母母 リ ビ ア ー モ 3戦1勝 賞金 8，000，000円
※ビービータンバム号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

24074 9月3日 晴 稍重 （4札幌2） 第7日 第2競走 ��1，700�2歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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
1：44．3

稍重
稍重

79 ナチュラルリバー 牡2鹿 54 藤岡 佑介吉田 晴哉氏 武 英智 安平 追分ファーム 468－ 21：47．8 9．7�
810 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 458＋ 21：49．18 34．7�
33 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 B524＋ 41：49．42 220．3�
66 シゲルカミカゼ 牡2黒鹿54 吉田 隼人森中 蕃氏 松山 将樹 日高 広富牧場 490－ 21：49．5クビ 1．2�
78 モズハタラキモノ 牡2黒鹿54 丸山 元気 �キャピタル・システム 田中 克典 苫小牧 アスラン 458＋10 〃 クビ 47．4�
55 ミルトプライム 牡2鹿 54

53 ☆角田 大和永山 勝敏氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 466－ 21：50．77 12．9	
44 ピ ス テ ィ ス 牝2栗 54

51 ▲西塚 洸二�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 428＋ 81：51．23 307．4

811 キーチキング 牡2鹿 54 横山 武史山本 益臣氏 小手川 準 新ひだか グランド牧場 444－101：51．94 9．2�
67 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 460＋121：52．0クビ 162．5�
22 コパノスタンリー 牝2芦 54

53 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 468－101：52．64 174．3
11 メーテルコート 牝2鹿 54 浜中 俊�ヤナガワ牧場 加用 正 日高 ヤナガワ牧場 462± 01：56．1大差 19．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 42，831，600円 複勝： 135，906，500円 枠連： 7，495，400円
馬連： 41，190，800円 馬単： 29，790，100円 ワイド： 38，148，200円
3連複： 59，394，100円 3連単： 106，694，700円 計： 461，451，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 970円 複 勝 � 610円 � 1，880円 � 6，960円 枠 連（7－8） 2，050円

馬 連 �� 8，970円 馬 単 �� 17，700円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 5，460円 �� 11，480円

3 連 複 ��� 143，230円 3 連 単 ��� 920，870円

票 数

単勝票数 計 428316 的中 � 37154（3番人気）
複勝票数 計1359065 的中 � 63013（2番人気）� 18751（6番人気）� 4931（10番人気）
枠連票数 計 74954 的中 （7－8） 2832（5番人気）
馬連票数 計 411908 的中 �� 3558（17番人気）
馬単票数 計 297901 的中 �� 1262（29番人気）
ワイド票数 計 381482 的中 �� 7143（13番人気）�� 1781（28番人気）�� 842（40番人気）
3連複票数 計 593941 的中 ��� 311（96番人気）
3連単票数 計1066947 的中 ��� 84（460番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．7―12．5―12．8―13．1―13．6―13．0―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．5―42．0―54．8―1：07．9―1：21．5―1：34．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F39．9
1
3
・（1，5）（2，3，6，11）－（9，10）4－8－7・（1，5）6（3，11，10）9－（2，8）－4－7

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

勝馬の
紹 介

ナチュラルリバー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2022．7．31 札幌3着

2020．2．15生 牡2鹿 母 シナノネージュ 母母 コードネーム 3戦1勝 賞金 7，780，000円
〔その他〕 メーテルコート号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。

第２回 札幌競馬 第７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



24075 9月3日 晴 稍重 （4札幌2） 第7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 5，200，000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

44 カイザーレオン 牡3鹿 56 川田 将雅 �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± 01：46．8 1．5�

22 シ ャ ン ダ ス 牡3栗 56
55 ☆角田 大和西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム B472± 01：47．54 16．7�

45 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± 0 〃 クビ 52．0�
711 タマモケンタウルス 牡3鹿 56

54 △横山 琉人タマモ� 水野 貴広 日高 スマイルファーム 468± 0 〃 ハナ 14．4�
68 ヤマタケコーチャン 牡3黒鹿56 黛 弘人山中 和子氏 萱野 浩二 日高 船越牧場 B442＋ 41：47．6クビ 57．9	
33 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± 01：48．02� 3．7

812 ブレディバンチ 牝3芦 54

51 ▲大久保友雅諸江 幸祐氏 戸田 博文 登別 登別上水牧場 448± 01：48．1� 48．7�
710 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± 01：48．2� 20．3�
11 グートアウス 牡3黒鹿56 柴山 雄一金子真人ホール

ディングス� 奥村 武 日高 白井牧場 472－10 〃 ハナ 178．5
57 クリノインパクト 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真栗本 博晴氏 南井 克巳 様似 様似渡辺牧場 468＋ 61：48．52 16．5�
69 ベ ロ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 420－ 61：50．4大差 140．1�
813 クリノゴールド 牝3黒鹿54 城戸 義政栗本 博晴氏 荒川 義之 新冠 富本 茂喜 432＋101：52．2大差 274．6�
56 テーオーロワ 牡3鹿 56 �島 克駿小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 476＋ 81：52．94 45．6�

（13頭）

売 得 金
単勝： 28，943，700円 複勝： 102，259，400円 枠連： 9，461，500円
馬連： 37，096，400円 馬単： 23，902，100円 ワイド： 35，776，700円
3連複： 61，009，700円 3連単： 95，668，900円 計： 394，118，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 710円 枠 連（2－4） 940円

馬 連 �� 1，210円 馬 単 �� 1，430円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，040円 �� 4，570円

3 連 複 ��� 9，610円 3 連 単 ��� 22，710円

票 数

単勝票数 計 289437 的中 � 150507（1番人気）
複勝票数 計1022594 的中 � 751199（1番人気）� 31933（4番人気）� 9621（9番人気）
枠連票数 計 94615 的中 （2－4） 7752（3番人気）
馬連票数 計 370964 的中 �� 23611（4番人気）
馬単票数 計 239021 的中 �� 12492（4番人気）
ワイド票数 計 357767 的中 �� 24468（3番人気）�� 8590（9番人気）�� 1854（30番人気）
3連複票数 計 610097 的中 ��� 4757（23番人気）
3連単票数 計 956689 的中 ��� 3054（58番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―12．0―12．6―12．7―12．2―12．7―13．1―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．1―42．7―55．4―1：07．6―1：20．3―1：33．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．2
1
3
8－6，11（4，10，13）2（7，9）－（1，12）3－5
8－（4，11）（2，6，1）（7，10）（3，12）9，13，5

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

カイザーレオン �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 リ ン カ ー ン デビュー 2021．11．13 東京4着

2019．4．5生 牡3鹿 母 スフィンクス 母母 アレグリアス 9戦1勝 賞金 14，920，000円
〔制裁〕 シャンダス号の騎手角田大和は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 クリノゴールド号・テーオーロワ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月3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〕 グートアウス号・クリノゴールド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月3日まで平地競

走に出走できない。
※出走取消馬 クリノソプラノ号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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 タマモグリーチング号
（非抽選馬） 1頭 ウォーターアイアイ号

24076 9月3日 晴 良 （4札幌2） 第7日 第4競走 ��2，000�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000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

36 スコールユニバンス 牝3鹿 54 C．ルメール 亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：02．3 5．3�
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 466－ 42：02．4� 4．7�
612 ウォーターレクラ 牝3鹿 54 M．デムーロ山岡 正人氏 岡田 稲男 新ひだか 築紫 洋 B424＋ 82：02．5� 27．5�
48 クトゥネシリカ 牡3黒鹿56 浜中 俊 �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 412－ 42：02．71� 60．2�
714 ディープクイーン 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太�コスモ・コスモ 武 英智 新ひだか 岡田牧場 B384－ 4 〃 ハナ 109．1�
713� ダノンフロンティア 牡3黒鹿56 川田 将雅�ダノックス 中内田充正 愛 Fethard

Bloodstock B486－ 82：03．23 4．2	
510 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 428＋ 62：03．4� 3．9�
47 グランドゴールド 牡3栗 56 丸山 元気田畑 利彦氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 448－ 22：03．5� 56．7�
816 グ ロ ー 牡3鹿 56 池添 謙一ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 470± 02：04．03 13．1
23 テ ィ グ ル 牡3鹿 56 	島 克駿加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 472＋ 62：04．21� 12．3�
35 メイショウホーコン 牡3芦 56 藤岡 佑介松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 482＋142：04．3� 108．3�
11 ウインシュプリーム 牡3鹿 56

55 ☆角田 大和�ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 444－ 2 〃 クビ 85．0�
24 フ ミ ロ ー グ 
3鹿 56

53 ▲西塚 洸二林 文彦氏 鹿戸 雄一 浦河 有限会社
松田牧場 B452＋ 22：04．5� 448．4�

59 � アルバスドラコ 牡3鹿 56 吉田 隼人ゴドルフィン 堀 宣行 愛 Fortmill
Farm B474＋ 2 〃 クビ 14．4�

12 ナイルプロジェクト 牝3鹿 54 丹内 祐次中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム B442＋ 82：04．71� 32．4�
611 レアルタッド 牡3鹿 56 斎藤 新吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 498＋ 22：07．0大差 308．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 37，840，000円 複勝： 68，870，600円 枠連： 11，780，600円
馬連： 50，389，100円 馬単： 19，305，600円 ワイド： 55，771，700円
3連複： 86，904，200円 3連単： 74，440，700円 計： 405，302，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 230円 � 180円 � 780円 枠 連（3－8） 1，120円

馬 連 �� 1，440円 馬 単 �� 2，940円

ワ イ ド �� 590円 �� 2，300円 �� 2，340円

3 連 複 ��� 11，600円 3 連 単 ��� 47，630円

票 数

単勝票数 計 378400 的中 � 56743（4番人気）
複勝票数 計 688706 的中 � 81972（4番人気）� 117988（2番人気）� 17921（9番人気）
枠連票数 計 117806 的中 （3－8） 8140（5番人気）
馬連票数 計 503891 的中 �� 26936（6番人気）
馬単票数 計 193056 的中 �� 4921（11番人気）
ワイド票数 計 557717 的中 �� 25722（5番人気）�� 6039（26番人気）�� 5917（28番人気）
3連複票数 計 869042 的中 ��� 5618（39番人気）
3連単票数 計 744407 的中 ��� 1133（161番人気）

ハロンタイム 12．6―11．3―12．1―12．4―12．3―12．3―12．2―12．4―12．2―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―36．0―48．4―1：00．7―1：13．0―1：25．2―1：37．6―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．3―3F37．1
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スコールユニバンス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Firebreak デビュー 2021．9．11 中京2着

2019．1．8生 牝3鹿 母 カレドニアレディ 母母 Granuaile O’Malley 14戦1勝 賞金 23，480，000円
〔3走成績による出走制限〕 フミローグ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年11月3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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 3頭 イザトナレバ号・テイエムナイスラン号・マイトシップ号



24077 9月3日 晴 良 （4札幌2） 第7日 第5競走 ��1，500�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：29．1
1：29．1

良
良

33 サラサハウプリティ 牝2栗 54 菱田 裕二横井 良明氏 岡田 稲男 新ひだか グランド牧場 442 ―1：31．2 54．1�
56 アスクエピソード 牡2鹿 54 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 藤原 英昭 平取 株式会社

ASK STUD 470 ―1：31．3� 1．9�
44 カイザーブリッツ 牡2黒鹿54 丹内 祐次ライオンレースホース� 伊藤 圭三 浦河 杵臼牧場 484 ―1：31．72� 11．7�
11 マテンロウカノン 牝2鹿 54 横山 典弘寺田千代乃氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 436 ―1：31．8クビ 9．7�
710 テナシティー 牝2鹿 54 武 豊中村 智幸氏 中村 直也 新ひだか 前川 勝春 460 ―1：31．9� 16．2�
813 ウインフィエルテ 牝2青鹿54 �島 克駿�ウイン 加用 正 新ひだか 斉藤スタッド 480 ―1：32．0� 46．7	
68 ブライトサイン 牝2鹿 54 C．ルメール 
キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 450 ― 〃 クビ 3．9�
57 アイランドガール 牝2芦 54 吉田 隼人窪田 芳郎氏 久保田貴士 浦河 谷川牧場 428 ―1：32．1� 16．3�
812 エ メ ラ ダ 牝2栗 54

53 ☆角田 大和 �ゴールドアップ・
カンパニー 長谷川浩大 新ひだか ゴールドアップカンパニー 432 ―1：32．31 80．8

69 � エメトアムール 牝2黒鹿54 福永 祐一中村 祐子氏 友道 康夫 米 Helen K. Groves
Revocable Trust 432 ―1：32．83 23．5�

22 トーセンマテリアル 牝2黒鹿54 横山 武史島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ
スティファーム 420 ―1：35．3大差 137．1�

45 ゴールドフォックス 牡2鹿 54 原田 和真新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 株式会社 新
冠川上牧場 438 ―1：36．25 176．6�

711 テセラフィリア 牝2鹿 54
52 △横山 琉人牧野 聖子氏 高橋 義忠 新ひだか 萩澤 泰博 418 ―1：36．73 286．9�

（13頭）

売 得 金
単勝： 48，689，200円 複勝： 46，181，400円 枠連： 8，658，100円
馬連： 48，640，800円 馬単： 23，696，700円 ワイド： 45，994，200円
3連複： 70，819，600円 3連単： 87，042，900円 計： 379，722，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 5，410円 複 勝 � 650円 � 110円 � 210円 枠 連（3－5） 4，480円

馬 連 �� 5，480円 馬 単 �� 15，520円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 2，590円 �� 350円

3 連 複 ��� 10，660円 3 連 単 ��� 119，970円

票 数

単勝票数 計 486892 的中 � 7623（9番人気）
複勝票数 計 461814 的中 � 11015（9番人気）� 167109（1番人気）� 46256（3番人気）
枠連票数 計 86581 的中 （3－5） 1495（15番人気）
馬連票数 計 486408 的中 �� 6877（16番人気）
馬単票数 計 236967 的中 �� 1145（43番人気）
ワイド票数 計 459942 的中 �� 6768（19番人気）�� 4224（26番人気）�� 37763（2番人気）
3連複票数 計 708196 的中 ��� 4978（32番人気）
3連単票数 計 870429 的中 ��� 526（284番人気）

ハロンタイム 7．1―11．6―11．8―12．2―12．1―12．0―12．1―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．1―18．7―30．5―42．7―54．8―1：06．8―1：18．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サラサハウプリティ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 Medaglia d’Oro 初出走

2020．4．7生 牝2栗 母 ハヤブサエミネンス 母母 Preeminence 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テセラフィリア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月3日まで平地競走

に出走できない。

24078 9月3日 晴 稍重 （4札幌2） 第7日 第6競走 1，000�3歳以上1勝クラス
発走12時45分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�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

11 ユスティニアン 牡4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 434－ 2 59．4 2．5�
710 バオバブスピリット 牝3青鹿53 斎藤 新 Him Rock Racing

ホールディングス� 斎藤 誠 新冠 株式会社
安達牧場 432－ 2 59．5クビ 4．3�

68 � トランペットシェル �5芦 57
56 ☆角田 大和谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 488－ 2 59．61 7．7�

79 メ ル シ ー 牝3青鹿53 武 豊 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新冠 富本 茂喜 420± 0 59．81 4．8�
811� ベストチャーム 牝6鹿 55

53 △横山 琉人中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 438＋ 4 59．9� 16．7�
812 ガレットジョーカー 牝3栗 53

50 ▲大久保友雅橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 460± 01：00．0� 24．5	
33 サンランシング 牝4青鹿 55

53 △小林 凌大 �加藤ステーブル 堀内 岳志 日高 株式会社
ケイズ B482＋ 41：00．1� 12．8


56 サ ノ カ ポ 牝4黒鹿 55
54 ☆秋山 稔樹佐野 信幸氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 436－ 21：00．41� 99．7�

22 エヴリーサンクス 牝3鹿 53
50 ▲鷲頭 虎太フィールドレーシング 小手川 準 新冠 村上 欽哉 B472－ 8 〃 クビ 26．9�

55 � アウトレイジング 牡4青鹿57 丹内 祐次三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 426＋14 〃 ハナ 19．4
67 ノ ヘ ア 牝5芦 55 丸山 元気 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 430± 01：00．5� 112．3�
44 ド ナ テ ッ ラ 牝4鹿 55

52 ▲西塚 洸二 �ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 472＋ 41：00．92 130．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 31，307，000円 複勝： 42，598，500円 枠連： 8，450，600円
馬連： 39，002，400円 馬単： 18，714，000円 ワイド： 38，459，600円
3連複： 59，402，400円 3連単： 69，585，400円 計： 307，519，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 160円 � 170円 枠 連（1－7） 280円

馬 連 �� 600円 馬 単 �� 1，240円

ワ イ ド �� 300円 �� 320円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，520円 3 連 単 ��� 6，180円

票 数

単勝票数 計 313070 的中 � 97702（1番人気）
複勝票数 計 425985 的中 � 143530（1番人気）� 53799（3番人気）� 48379（4番人気）
枠連票数 計 84506 的中 （1－7） 23131（1番人気）
馬連票数 計 390024 的中 �� 50273（2番人気）
馬単票数 計 187140 的中 �� 11311（3番人気）
ワイド票数 計 384596 的中 �� 34452（2番人気）�� 31758（3番人気）�� 13198（8番人気）
3連複票数 計 594024 的中 ��� 29238（3番人気）
3連単票数 計 695854 的中 ��� 8163（8番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．5―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．7―35．2―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ユスティニアン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2020．11．1 京都9着

2018．3．7生 牡4鹿 母 マイネホコモモラ 母母 グリークシアター 23戦2勝 賞金 47，960，000円
〔制裁〕 ユスティニアン号の騎手黛弘人は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000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 エバニスタ号



24079 9月3日 晴 良 （4札幌2） 第7日 第7競走 ��
��2，000�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
1：58．6
1：56．1

良
良

23 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 B448－ 42：03．5 11．5�
36 ヒットザシーン 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 490± 0 〃 クビ 5．5�
815 ホウオウサンデー 牡4鹿 57 池添 謙一小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 458± 02：03．71 61．3�
35 クロニクルノヴァ 牡3黒鹿54 吉田 隼人 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 486＋ 82：03．91 6．8�
59 ヴィトーリア 牡4黒鹿57 C．ルメール 寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 446＋ 22：04．0� 4．4�
816 クリノイヴァンカ 牝6鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 466＋ 42：04．11 107．5	
11 コスモアシュラ 牡4芦 57 黛 弘人 
ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド B514＋ 22：04．2クビ 95．1�
12 アドマイヤハイジ 牝4鹿 55 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 426＋14 〃 クビ 22．7�
47 ディープグラビティ 牡3黒鹿54 横山 和生 
社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 466± 0 〃 ハナ 8．5
611 ゴルトシュミーデ 牝3栗 52

49 ▲大久保友雅吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 ハナ 22．9�
714 マカンマカン 牡3青鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 462－ 22：04．41 9．8�
612 マンオブカレッジ 	4芦 57 松田 大作ホシノレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 528－ 2 〃 クビ 39．8�
510 ルーパステソーロ 牡4芦 57 
島 克駿了德寺健二ホール

ディングス� 加藤士津八 日高 藤本ファーム 540－ 8 〃 ハナ 21．0�
713 ルークスヘリオス 牡3鹿 54 横山 武史岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 476± 02：04．5� 5．9�
48 プリペアード 牝4鹿 55

53 △小林 凌大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 416± 0 〃 ハナ 76．8�

24 �� プリファードラン 牝4鹿 55 菱田 裕二合同会社小林英一
ホールディングス 吉岡 辰弥 米 Winches-

ter Farm B444＋ 42：04．81 69．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 35，702，500円 複勝： 56，002，800円 枠連： 11，503，000円
馬連： 46，428，800円 馬単： 18，657，900円 ワイド： 51，992，300円
3連複： 79，276，000円 3連単： 74，492，100円 計： 374，055，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 360円 � 230円 � 2，030円 枠 連（2－3） 1，610円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 6，080円

ワ イ ド �� 970円 �� 12，440円 �� 7，740円

3 連 複 ��� 52，520円 3 連 単 ��� 271，390円

票 数

単勝票数 計 357025 的中 � 24803（7番人気）
複勝票数 計 560028 的中 � 41075（6番人気）� 75746（3番人気）� 5975（15番人気）
枠連票数 計 115030 的中 （2－3） 5512（6番人気）
馬連票数 計 464288 的中 �� 13287（11番人気）
馬単票数 計 186579 的中 �� 2300（26番人気）
ワイド票数 計 519923 的中 �� 14515（9番人気）�� 1050（87番人気）�� 1694（63番人気）
3連複票数 計 792760 的中 ��� 1132（155番人気）
3連単票数 計 744921 的中 ��� 199（817番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．6―37．4―50．2―1：02．9―1：15．5―1：27．5―1：39．5―1：51．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0
1
3
4，6（1，5）8，7（9，14）2（12，13）（10，15）－11，16－3・（4，6）5（1，7，14）8（2，11）（9，13）（10，12，15）3，16

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

勝馬の
紹 介

トラウンシュタイン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Dansili デビュー 2020．10．31 京都13着

2018．2．9生 牡4鹿 母 ト ラ ウ ム 母母 Tu Eres Mi Amore 14戦2勝 賞金 23，856，000円
〔その他〕 ルークスヘリオス号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 ルークスヘリオス号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年10月3日まで出走できない。

24080 9月3日 晴 稍重 （4札幌2） 第7日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時45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

33 � 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 420－ 41：46．7 83．7�
34 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 472＋ 21：46．91� 9．6�
69 キ ュ ン 牝4黒鹿55 福永 祐一 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 468＋ 21：47．0クビ 41．7�
46 ファミリークレスト 牝3黒鹿52 横山 武史吉田 和美氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 436＋ 2 〃 ハナ 3．7�
712 チアフルローズ 牝6青鹿 55

53 △横山 琉人ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ 488－ 4 〃 ハナ 65．6	

45 � サイモンポーリア 牝4鹿 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 484－ 41：47．1クビ 197．7

11 ウィルフルネス 牝3鹿 52 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 四位 洋文 浦河 大島牧場 476＋ 41：47．63 24．7�
814 メタルゴッド 牝3青 52

49 ★古川 奈穂田畑 勝彦氏 矢作 芳人 浦河 秋場牧場 466＋10 〃 ハナ 19．4�
610 タマモタップダンス 牝3栗 52

50 △小林 凌大タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 502＋ 61：47．92 2．2
58 ラ ズ ラ イ ト 牝3鹿 52 荻野 琢真スリースターズレーシング 松山 将樹 新ひだか 築紫 洋 446＋121：48．22 6．6�
711 メイショウヒメゴゼ 牝3栗 52 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 三嶋牧場 474＋ 61：48．73 21．0�
22 プリーチトヤーン 牝3鹿 52 斎藤 新髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 474＋ 21：49．12 15．9�
813 グルナピーク 牝4黒鹿55 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 西田雄一郎 浦河 市川牧場 458＋131：49．41� 376．0�
57 ルージュグラース 牝4鹿 55 �島 克駿 �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± 01：53．2大差 55．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，499，400円 複勝： 44，504，200円 枠連： 7，941，200円
馬連： 44，593，700円 馬単： 19，355，500円 ワイド： 41，761，900円
3連複： 69，510，800円 3連単： 84，670，800円 計： 346，837，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 8，370円 複 勝 � 1，480円 � 320円 � 1，250円 枠 連（3－3） 23，490円

馬 連 �� 33，040円 馬 単 �� 65，680円

ワ イ ド �� 5，420円 �� 9，940円 �� 4，370円

3 連 複 ��� 152，430円 3 連 単 ��� 1，203，650円

票 数

単勝票数 計 344994 的中 � 3296（12番人気）
複勝票数 計 445042 的中 � 7355（12番人気）� 42186（4番人気）� 8805（11番人気）
枠連票数 計 79412 的中 （3－3） 262（30番人気）
馬連票数 計 445937 的中 �� 1046（45番人気）
馬単票数 計 193555 的中 �� 221（91番人気）
ワイド票数 計 417619 的中 �� 1991（39番人気）�� 1079（53番人気）�� 2479（34番人気）
3連複票数 計 695108 的中 ��� 342（177番人気）
3連単票数 計 846708 的中 ��� 51（1072番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．8―29．5―42．2―55．2―1：07．4―1：20．0―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．5―3F39．3
1
3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

�ウインホノカ �
�
父 フ リ オ ー ソ �

�
母父 ステイゴールド

2016．3．18生 牝6鹿 母 オドゥールゲラン 母母 ヒダカゲラン 13戦1勝 賞金 8，470，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 ルージュグラース号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月3日まで平地
競走に出走できない。



24081 9月3日 晴 良 （4札幌2） 第7日 第9競走 ��1，200�札幌スポニチ賞
発走14時15分 （芝・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
スポーツニッポン新聞社賞（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

714 キミワクイーン 牝3鹿 53 横山 武史浦邊 輝實氏 奥村 武 安平 追分ファーム 440＋101：09．3 3．2�
12 ケイアイオメガ 牡3鹿 55 C．ルメール �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新ひだか 佐竹 学 466＋ 61：09．61� 8．2�
816 グラスミヤラビ 牝3黒鹿53 斎藤 新半沢� 大江原 哲 新冠 飛渡牧場 492＋ 61：09．71 14．0�
35 カバーガール 牝4黒鹿55 福永 祐一石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 482＋101：09．91� 25．3�
59 アスクキングコング �4黒鹿57 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 梅田 智之 千歳 社台ファーム 444＋ 41：10．11	 24．1	
36 レオハイセンス 牝5鹿 55 黛 弘人�レオ 奥平 雅士 新ひだか 土田 扶美子 446＋ 21：10．2クビ 75．7

48 イスラアネーロ 牡3栗 55 M．デムーロ堂守 貴志氏 吉村 圭司 新ひだか 岡田スタツド 446＋ 8 〃 クビ 22．0�
612 スマートルシーダ 牡4鹿 57 吉田 隼人大川 徹氏 音無 秀孝 日高 いとう牧場 464－ 6 〃 アタマ 11．8�
815 ヴィアドロローサ 牡3鹿 55 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 442＋ 41：10．62 10．5
11 
 レオパルドミノル �4青鹿57 角田 大和吉岡 實氏 本田 優 新ひだか 千代田牧場 478＋ 2 〃 アタマ 131．8�
47 ゲンパチアイアン 牡5鹿 57 丹内 祐次平野 武志氏 西田雄一郎 新ひだか 飛野牧場 476－ 41：10．81� 61．1�
24 ダブルアンコール 牝5鹿 55 水口 優也 DMMドリームクラブ� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 460＋121：11．01� 19．0�
611 ハギノモーリス 牡3鹿 55 池添 謙一日隈 良江氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478－ 6 〃 	 3．0�
23 コスモカッティーボ 牡5鹿 57 菱田 裕二 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 492－ 41：11．31� 170．0�
713 コ コ ラ 牝5黒鹿55 秋山 稔樹田中 純一氏 大和田 成 浦河 杵臼牧場 486－121：11．51� 171．9�
510
 ミキノバスドラム 牡4鹿 57 丸山 元気谷口 久和氏 南田美知雄 浦河 浦河育成牧場 514－ 41：11．92	 60．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 44，434，700円 複勝： 58，452，400円 枠連： 13，763，300円
馬連： 61，466，100円 馬単： 23，960，700円 ワイド： 60，977，600円
3連複： 100，117，300円 3連単： 105，769，200円 計： 468，941，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 160円 � 240円 � 390円 枠 連（1－7） 1，710円

馬 連 �� 1，560円 馬 単 �� 2，470円

ワ イ ド �� 640円 �� 830円 �� 1，960円

3 連 複 ��� 7，120円 3 連 単 ��� 23，270円

票 数

単勝票数 計 444347 的中 � 108592（2番人気）
複勝票数 計 584524 的中 � 116372（2番人気）� 60442（4番人気）� 31410（7番人気）
枠連票数 計 137633 的中 （1－7） 6225（6番人気）
馬連票数 計 614661 的中 �� 30434（3番人気）
馬単票数 計 239607 的中 �� 7272（4番人気）
ワイド票数 計 609776 的中 �� 25594（4番人気）�� 19046（8番人気）�� 7617（26番人気）
3連複票数 計1001173 的中 ��� 10541（23番人気）
3連単票数 計1057692 的中 ��� 3295（56番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．2―11．9―11．8―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．8―45．7―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キミワクイーン �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．6．20 東京1着

2019．3．31生 牝3鹿 母 チェリーペトルズ 母母 チェリーフォレスト 6戦3勝 賞金 29，743，000円
〔発走状況〕 ダブルアンコール号は，枠入り不良。発走時刻3分遅延。
〔調教再審査〕 ダブルアンコール号は，発走調教再審査。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サトノレーヴ号
（非抽選馬） 7頭 クムシラコ号・サニーオーシャン号・ブライトゴッデス号・マイステージ号・ミズノコキュウ号・

メイショウツワブキ号・モテモテ号

24082 9月3日 晴 良 （4札幌2） 第7日 第10競走 ��1，500�
ひ だ か

日高ステークス
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，
牝馬2�減

日高軽種馬共同育成公社賞（1着）
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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．3
1：27．3

良
良

34 シャイニーロック 牡6鹿 57 �島 克駿小林 昌志氏 佐々木晶三 平取 川向高橋育
成牧場 506－ 21：28．7 12．4�

46 オーバーディリバー �6黒鹿57 横山 和生池谷 誠一氏 萩原 清 新冠 川島牧場 484－ 41：28．91� 9．4�
711	 コスモエスパーダ 牡6青 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 496－ 21：29．11
 21．5�
11 ル ー ス 牝4栗 55 池添 謙一山田 和夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 B496＋ 21：29．2クビ 8．9�
610 マジカルステージ 牝4鹿 55 吉田 隼人大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 462＋20 〃 クビ 5．6�
58 エ ピ ロ ー グ 牝6鹿 55 城戸 義政藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B490＋ 21：29．41� 10．7	
814 グ ル ア ー ブ 牝5鹿 55 丸山 元気 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 林 徹 新ひだか 岡田スタツド 438－ 41：29．61
 19．3�
22 � シュバルツカイザー 牡4芦 57 福永 祐一ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Ross

Moorhead 500－ 8 〃 ハナ 3．0�
69 エ グ レ ム ニ 牡5鹿 57 古川 吉洋吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 498± 01：29．7クビ 34．9
712 トミケンボハテル 牡8芦 57 秋山 稔樹佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム 492－ 4 〃 アタマ 319．0�
45 ナリタブレード 牡5黒鹿57 斎藤 新
オースミ 中尾 秀正 千歳 社台ファーム 502± 01：30．12� 41．9�
813	 エムオーシャトル 牝4鹿 55 西塚 洸二大浅 貢氏 鹿戸 雄一 むかわ 市川牧場 472＋121：33．1大差 85．1�
33 グレイトオーサー �5栗 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 508＋141：33．3� 5．9�
57 ネクストストーリー 牝4芦 55 黛 弘人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム B504＋ 6 （競走中止） 61．0�
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売 得 金
単勝： 48，096，300円 複勝： 64，290，400円 枠連： 13，267，100円
馬連： 78，670，400円 馬単： 29，918，800円 ワイド： 68，438，400円
3連複： 113，080，700円 3連単： 121，508，300円 計： 537，270，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，240円 複 勝 � 430円 � 410円 � 570円 枠 連（3－4） 1，950円

馬 連 �� 6，120円 馬 単 �� 13，740円

ワ イ ド �� 1，640円 �� 1，700円 �� 3，710円

3 連 複 ��� 35，600円 3 連 単 ��� 180，890円

票 数

単勝票数 計 480963 的中 � 30965（7番人気）
複勝票数 計 642904 的中 � 39737（7番人気）� 42448（6番人気）� 28817（9番人気）
枠連票数 計 132671 的中 （3－4） 5258（10番人気）
馬連票数 計 786704 的中 �� 9954（25番人気）
馬単票数 計 299188 的中 �� 1633（54番人気）
ワイド票数 計 684384 的中 �� 10864（19番人気）�� 10434（21番人気）�� 4679（42番人気）
3連複票数 計1130807 的中 ��� 2382（117番人気）
3連単票数 計1215083 的中 ��� 487（572番人気）

ハロンタイム 6．8―10．9―10．7―11．2―11．8―12．7―12．3―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―17．7―28．4―39．6―51．4―1：04．1―1：16．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F37．3

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

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

勝馬の
紹 介

シャイニーロック �
�
父 ベルシャザール �

�
母父 Rock of Gibraltar デビュー 2018．11．10 京都2着

2016．3．15生 牡6鹿 母 ノードラメール 母母 My Brightia 32戦4勝 賞金 92，966，000円
〔競走中止〕 ネクストストーリー号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔その他〕 グレイトオーサー号は，4コーナーから最後の直線コースにかけて内側に逃避しようとしたことについて平地調教注意。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 エムオーシャトル号・グレイトオーサー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

10月3日まで平地競走に出走できない。



24083 9月3日 晴 良 （4札幌2） 第7日 第11競走
第57回農林水産省賞典

��
��1，800�札幌2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

農林水産大臣賞・北海道知事賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 490，000円 140，000円 70，000円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：48．2
1：44．5

良
良

712 ド ゥ ー ラ 牝2黒鹿54 斎藤 新サイプレスホール
ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 グランデファーム 466＋ 21：50．0 4．2�

813 ド ゥ ア イ ズ 牝2鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 440－ 81：50．11 14．6�
11 ダイヤモンドハンズ 牡2鹿 54 福永 祐一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 512＋141：50．41� 6．1�
814 ジョウショーホープ 牡2鹿 54 C．ルメール 熊田 義孝氏 新谷 功一 新ひだか 福岡 駿弥 454－ 41：50．72 24．5�
46 ブラストウェーブ 牡2鹿 54 川田 将雅 �シルクレーシング 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 536－ 21：50．8� 4．7	
711 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＋ 21：51．01� 85．9

33 シャンドゥレール 牡2鹿 54 M．デムーロ DMMドリームクラブ� 国枝 栄 千歳 社台ファーム 504＋ 41：51．1	 4．5�
22 ウ ェ イ ビ ー 牝2黒鹿54 
島 克駿 �フジワラ・ファーム 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 514± 0 〃 アタマ 24．2�
45 レッドソリッド 牡2鹿 54 横山 和生 �東京ホースレーシング 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 502＋ 81：51．2クビ 68．5
58 アンテロース 牡2鹿 54 武 豊 �インゼルレーシング 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 436－ 41：51．62� 42．7�
57 トーセンウォルト 牡2鹿 54 横山 武史島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 458＋ 4 〃 クビ 86．4�
610 アスクメークシェア 牡2鹿 54 藤岡 佑介廣崎 利洋氏 藤原 英昭 平取 株式会社

ASK STUD 480－ 4 〃 同着 53．9�
69 フェアエールング 牝2芦 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 和田正一郎 新冠 ビッグレッドファーム 432＋ 41：52．02 7．9�
34 アースビート 牝2鹿 54 菱田 裕二�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442± 01：54．5大差 141．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 242，201，100円 複勝： 272，178，900円 枠連： 67，565，300円
馬連： 442，693，200円 馬単： 152，183，900円 ワイド： 348，392，200円
3連複： 793，917，000円 3連単： 841，039，000円 計： 3，160，170，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 170円 � 310円 � 200円 枠 連（7－8） 1，380円

馬 連 �� 2，040円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 610円 �� 650円 �� 1，240円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 26，540円

票 数

単勝票数 計2422011 的中 � 475177（1番人気）
複勝票数 計2721789 的中 � 477843（1番人気）� 191154（6番人気）� 350521（4番人気）
枠連票数 計 675653 的中 （7－8） 37686（4番人気）
馬連票数 計4426932 的中 �� 167434（10番人気）
馬単票数 計1521839 的中 �� 30146（19番人気）
ワイド票数 計3483922 的中 �� 150593（8番人気）�� 139038（10番人気）�� 68882（15番人気）
3連複票数 計7939170 的中 ��� 105774（16番人気）
3連単票数 計8410390 的中 ��� 22971（87番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―12．4―12．6―12．2―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�
12．8―24．3―36．7―49．3―1：01．5―1：13．7―1：26．0―1：37．9

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

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

勝馬の
紹 介

ド ゥ ー ラ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2022．7．24 札幌4着

2020．2．8生 牝2黒鹿 母 イ シ ス 母母 アラマサスナイパー 3戦2勝 賞金 37，790，000円

24084 9月3日 晴 良 （4札幌2） 第7日 第12競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走16時05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

610 フームスムート 牡5黒鹿57 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ B530－ 21：46．2 6．0�

46 � リ チ ュ ア ル �3黒鹿54 吉田 隼人長谷川祐司氏 田中 克典 新ひだか 矢野牧場 508± 01：46．51� 4．3�
33 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 518－ 61：46．6� 2．9�
69 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 494＋ 41：46．81	 7．9�
45 ダイチヴィヴァン 牡3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 472－ 21：46．9� 75．6�
11 ハイアーグレード 牝5栗 55 荻野 琢真下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 480＋161：47．53� 22．2	
22 サイモンルグラン 牡5鹿 57 丸山 元気澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 506＋ 41：48．13� 70．5

57 サーティファイド 牡3鹿 54 斎藤 新安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 472－ 61：48．2� 67．1�
813 アポロリヤム 牡3青 54 横山 武史アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 452± 01：48．41 5．6�
34 ロイヤルダンス 牡4青鹿 57

55 △横山 琉人大脇 佑樹氏 清水 英克 新冠 山岡ファーム 508＋ 81：48．5� 14．4
712 アイルビーメジャー 牡5栗 57 黛 弘人岡田 壮史氏 伊藤 伸一 新冠 コスモヴューファーム 474－ 21：49．13� 168．1�
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 466－ 41：49．52� 214．2�
58 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 442－ 21：49．6� 50．2�
711 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± 01：50．66 34．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 50，627，700円 複勝： 70，979，500円 枠連： 20，971，100円
馬連： 87，219，700円 馬単： 35，909，600円 ワイド： 75，136，800円
3連複： 140，955，100円 3連単： 162，317，500円 計： 644，117，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 160円 � 160円 � 130円 枠 連（4－6） 980円

馬 連 �� 1，750円 馬 単 �� 3，990円

ワ イ ド �� 610円 �� 290円 �� 350円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 10，370円

票 数

単勝票数 計 506277 的中 � 66651（4番人気）
複勝票数 計 709795 的中 � 100678（4番人気）� 101021（3番人気）� 172714（1番人気）
枠連票数 計 209711 的中 （4－6） 16571（5番人気）
馬連票数 計 872197 的中 �� 38453（6番人気）
馬単票数 計 359096 的中 �� 6738（17番人気）
ワイド票数 計 751368 的中 �� 28806（7番人気）�� 70396（1番人気）�� 56255（3番人気）
3連複票数 計1409551 的中 ��� 82475（2番人気）
3連単票数 計1623175 的中 ��� 11346（25番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―11．3―12．0―12．4―12．8―13．0―13．1―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―29．5―41．5―53．9―1：06．7―1：19．7―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．3―3F39．5
1
3
11，5（6，10）（3，7）13，4，9（1，14）12，2－8
11－（3，5）－（13，6，10）－9，7（4，12，14）1，2－8

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

勝馬の
紹 介

フームスムート �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2019．11．3 福島3着

2017．2．16生 牡5黒鹿 母 ディアジーローズ 母母 セイカシリアス 38戦2勝 賞金 60，902，000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 シトラスダル号



（4札幌2）第7日 9月3日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
稍重後良

競走回数 12回 出走頭数 167頭 本 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

234，030，000円
30，630，000円
1，620，000円
29，710，000円
74，213，000円
4，830，500円
1，603，200円

勝馬投票券売得金
674，415，600円
1，037，677，800円
190，064，200円
1，016，312，900円
418，944，600円
901，314，000円
1，701，346，100円
1，910，543，800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 7，850，619，000円

総入場人員 13，340名 （有料入場人員 13，019名）
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