
21001 7月25日 曇 良 （2札幌1） 第1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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．3
1：44．5

良
良

66 ウインルーア 牝2鹿 54 横山 武史�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 438＋ 41：49．7 16．0�
22 アークライト 牡2鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 510± 01：50．01� 1．9�
33 ギャラントウォリア 牡2青鹿54 池添 謙一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 482－ 61：50．1� 1．8�
11 ジュンブーケ 牝2鹿 54

52 △亀田 温心河合 純二氏 森 秀行 新冠 芳住 鉄兵 442± 01：50．52� 22．2�
44 キタノマンゲツ 牡2鹿 54 藤岡 康太大久保與志雄氏 中尾 秀正 日高 中原牧場 426－ 81：51．03 55．7	
55 アイフレンズ 牝2鹿 54 黛 弘人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 426－ 21：52．7大差 73．9

（6頭）

売 得 金
単勝： 61，039，600円 複勝： 78，840，100円 枠連： 発売なし
馬連： 39，462，600円 馬単： 37，562，700円 ワイド： 68，030，900円
3連複： 37，948，000円 3連単： 199，366，100円 計： 522，250，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，600円 複 勝 � 490円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，410円 馬 単 �� 3，920円

ワ イ ド �� 150円 �� 170円 �� 110円

3 連 複 ��� 240円 3 連 単 ��� 5，180円

票 数

単勝票数 計 610396 的中 � 32140（3番人気）
複勝票数 計 788401 的中 � 42146（4番人気）� 308305（2番人気）
馬連票数 計 394626 的中 �� 21633（4番人気）
馬単票数 計 375627 的中 �� 7181（9番人気）
ワイド票数 計 680309 的中 �� 28931（3番人気）�� 23999（4番人気）�� 535273（1番人気）
3連複票数 計 379480 的中 ��� 118167（2番人気）
3連単票数 計1993661 的中 ��� 27873（16番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．7―36．1―48．8―1：01．6―1：13．8―1：25．8―1：37．7

コーナー
通過順位

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

2
4
1，3（2，5）6－4
1，3（6，2）4＝5

勝馬の
紹 介

ウインルーア �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ブラックホーク デビュー 2020．6．13 函館11着

2018．4．5生 牝2鹿 母 コスモエルデスト 母母 ビューティアイ 2戦1勝 賞金 5，100，000円

21002 7月25日 曇 良 （2札幌1） 第1日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

34 バトルピアサー 牝3鹿 54 川島 信二�髙昭牧場 荒川 義之 浦河 高昭牧場 406－ 21：46．2 2．7�
814 バ ー ミ ー ズ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 飯田 雄三 新ひだか 増本 良孝 456± 01：46．94 6．3�
813 ノーブルローズ 牝3鹿 54 大野 拓弥吉木 伸彦氏 高柳 瑞樹 新ひだか 橋本牧場 446－ 21：47．0� 19．1�
46 グッドラックスター 牝3青鹿54 荻野 琢真�嶋 孝司氏 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 B434－ 61：47．1� 3．9�
33 デルマルビー 牝3栗 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 千田 輝彦 日高 ファニーヒルファーム 462－ 41：47．31� 16．8	
712 アマデトワール 牝3鹿 54 藤岡 康太�ノースヒルズ 高橋 康之 新冠 株式会社

ノースヒルズ 446＋ 41：47．83 15．9

69 ミツルザビクトリー 牝3黒鹿 54

52 △亀田 温心守内ひろ子氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 438－ 41：48．01� 56．1�
58 キモンルビー 牝3栗 54

51 ▲山田 敬士小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 西村 和夫 462± 0 〃 ハナ 41．8�
11 ムーンフェアリー 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹村山 卓也氏 岩戸 孝樹 浦河 高村牧場 450＋ 61：48．1クビ 22．3
45 シゲルハクチョウザ 牝3鹿 54 加藤 祥太森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 森永 聡 444－ 21：48．2� 25．4�
610 フェデネージュ 牝3芦 54 岩田 康誠嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 服部 牧場 444＋ 41：48．4� 18．6�
22 ラインキャロット 牝3黒鹿54 石川裕紀人大澤 繁昌氏 水野 貴広 千歳 社台ファーム 430＋ 41：48．93 133．5�
711 サイモンベラーノ 牝3栗 54 柴山 雄一澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 476＋ 41：49．32� 9．3�
57 クイックスタディ 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成下河辺隆行氏 矢野 英一 日高 下河辺牧場 B462－ 81：50．910 120．9�
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売 得 金
単勝： 41，684，000円 複勝： 58，089，100円 枠連： 11，755，500円
馬連： 59，943，300円 馬単： 27，529，800円 ワイド： 59，208，100円
3連複： 100，257，800円 3連単： 103，478，600円 計： 461，946，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 170円 � 300円 枠 連（3－8） 500円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 300円 �� 700円 �� 1，030円

3 連 複 ��� 3，030円 3 連 単 ��� 10，200円

票 数

単勝票数 計 416840 的中 � 121497（1番人気）
複勝票数 計 580891 的中 � 158608（1番人気）� 81504（3番人気）� 35799（5番人気）
枠連票数 計 117555 的中 （3－8） 17926（2番人気）
馬連票数 計 599433 的中 �� 55826（2番人気）
馬単票数 計 275298 的中 �� 17228（2番人気）
ワイド票数 計 592081 的中 �� 57259（1番人気）�� 20604（6番人気）�� 13530（13番人気）
3連複票数 計1002578 的中 ��� 24743（6番人気）
3連単票数 計1034786 的中 ��� 7355（12番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．7―29．9―42．5―54．8―1：07．2―1：20．0―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．0
1
3
4，8，14，5（7，6，11）（1，2，3，12）9－10，13
4（8，14）5（7，11）10（1，6）3（2，12，13）9

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

勝馬の
紹 介

バトルピアサー �
�
父 バトルプラン �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．1．19 小倉17着

2017．2．10生 牝3鹿 母 スノーピアサー 母母 チアズフィアレス 10戦1勝 賞金 11，680，000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 アントルドゥメール号

第１回 札幌競馬 第１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

追 加 記 事（第 4回阪神競馬第 6日第 6競走）
〔その他〕　　クライナークイーン号は，競走中に疾病〔右第４中足骨々折〕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。



21003 7月25日 曇 良 （2札幌1） 第1日 第3競走 ��
��1，500�3歳未勝利

発走10時55分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：27．4
1：27．4

良
良

22 フリークアウト 牝3鹿 54 藤岡 佑介 H.H．シェイク・ファハド 中内田充正 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 448－ 21：28．5 2．9�

46 クァンタムリープ 牡3鹿 56 C．ルメール �シルクレーシング 鹿戸 雄一 新冠 新冠橋本牧場 474＋ 41：28．82 2．3�
712 ク レ ア ー レ 牡3鹿 56

54 △亀田 温心池江 泰郎氏 池江 泰寿 新ひだか 千代田牧場 448－12 〃 クビ 25．0�
34 タツハグンセイ 牡3鹿 56 古川 吉洋鈴木 髙幸氏 �島 一歩 新冠 川上牧場 B464＋ 41：29．01� 12．9�
711 ラブアンバサダー 牝3鹿 54 武 豊松島 悠衣氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 430± 01：29．1クビ 7．4�
814 ル ー タ ー ズ 牝3鹿 54 藤岡 康太 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 宮 徹 新ひだか 岡田牧場 402± 0 〃 アタマ 10．3

58 レッドキュリアス 牝3鹿 54 横山 武史 	東京ホースレーシング 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 422－ 4 〃 クビ 89．8�
33 ミッキーローズ 牝3黒鹿 54

53 ☆団野 大成野田みづき氏 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 406－101：29．2クビ 85．8�
813 ブライドグルーム 牡3鹿 56 浜中 俊 �社台レースホース堀 宣行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B448＋ 4 〃 同着 25．6
69 エンジェルエナ 牝3鹿 54 池添 謙一桑畑 夏美氏 大竹 正博 浦河 成隆牧場 426± 01：29．3	 90．1�
610 ミルキーハート 牝3鹿 54 丹内 祐次伊東 純一氏 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 448± 01：29．4
 23．8�
45 アンネローゼ 牝3鹿 54 荻野 琢真�ミルファーム 大和田 成 千歳 社台ファーム 444－ 61：29．93 211．3�
11 ステーションワン 牡3鹿 56 国分 恭介薪浦 亨氏 牧田 和弥 新ひだか 田中 裕之 456－ 61：30．53
 239．1�
57 カドーダンジュ 牝3鹿 54 大野 拓弥 �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 456 ―1：50．3大差 116．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 53，201，300円 複勝： 58，808，900円 枠連： 10，430，300円
馬連： 63，601，000円 馬単： 33，018，600円 ワイド： 56，283，100円
3連複： 101，261，100円 3連単： 121，076，900円 計： 497，681，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 120円 � 380円 枠 連（2－4） 350円

馬 連 �� 370円 馬 単 �� 770円

ワ イ ド �� 200円 �� 1，030円 �� 800円

3 連 複 ��� 2，230円 3 連 単 ��� 7，670円

票 数

単勝票数 計 532013 的中 � 144703（2番人気）
複勝票数 計 588089 的中 � 135546（2番人気）� 166479（1番人気）� 23250（8番人気）
枠連票数 計 104303 的中 （2－4） 22828（1番人気）
馬連票数 計 636010 的中 �� 132944（1番人気）
馬単票数 計 330186 的中 �� 32106（2番人気）
ワイド票数 計 562831 的中 �� 92001（1番人気）�� 11899（14番人気）�� 15673（11番人気）
3連複票数 計1012611 的中 ��� 34037（6番人気）
3連単票数 計1210769 的中 ��� 11431（20番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．1―30．0―41．6―53．2―1：04．7―1：16．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．9―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

フリークアウト �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 Danehill Dancer デビュー 2019．11．3 京都3着

2017．2．13生 牝3鹿 母 ラスティックフレイム 母母 Soviet Artic 7戦1勝 賞金 10，950，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 カドーダンジュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年8月25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〕 ステーションワン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月25日まで平地競走に出走でき

ない。

21004 7月25日 曇 良 （2札幌1） 第1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 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

813 エンペラーズパレス 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 492－ 21：46．3 42．2�
22 マイネルパイオニア 牡3鹿 56 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中舘 英二 浦河 ガーベラパー
クスタツド B462－ 21：46．61� 4．6�

610 ウォータージョイ 牡3鹿 56 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 畔高牧場 B476－ 61：46．81� 37．1�
57 モズナガレボシ 牡3芦 56 大野 拓弥 �キャピタル・システム 荒川 義之 浦河 谷川牧場 488＋ 61：46．9� 5．2�
33 サウンドトラック 牡3栗 56 C．ルメール �グリーンファーム尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム B508＋10 〃 クビ 3．3�
712 シ ェ ノ ン 牡3鹿 56 吉田 隼人�フクキタル 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 468＋ 21：47．0� 33．1	
58 サイモンバトラー 牡3鹿 56 黛 弘人澤田 昭紀氏 矢野 英一 新ひだか 本桐牧場 B458－ 2 〃 ハナ 210．0

11 トクシーズファー 牝3青鹿54 横山 和生 AIレーシング 戸田 博文 新ひだか 片山牧場 434＋ 21：47．21� 49．3�
46 ウラワザテクニック 牡3芦 56 丹内 祐次薗部 博之氏 宗像 義忠 日高 オリオンファーム 476＋ 21：47．3� 13．9�
711 サーストンシカゴ 牡3栗 56 菱田 裕二齊藤 宣勝氏 橋田 満 新ひだか 岡田牧場 500－ 21：47．51� 12．2
45 サクセスリバース 牡3黒鹿 56

55 ☆団野 大成髙嶋 哲氏 中舘 英二 平取 坂東牧場 500± 0 〃 クビ 44．9�
34 エスポワールミノル 牡3鹿 56 藤岡 康太吉岡 實氏 野中 賢二 新ひだか フジワラフアーム 526＋ 61：47．92� 5．1�
69 ハラハラドキドキ 牡3鹿 56

54 △亀田 温心廣崎利洋HD� 久保田貴士 平取 株式会社
ASK STUD 456＋ 41：48．21� 16．7�

814 カ ラ ヤ ン 牡3栗 56
53 ▲秋山 稔樹三岡 陽氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 470－ 61：48．52 138．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，424，200円 複勝： 62，357，600円 枠連： 12，295，200円
馬連： 63，778，100円 馬単： 30，524，400円 ワイド： 63，246，900円
3連複： 105，282，400円 3連単： 109，152，500円 計： 495，061，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，220円 複 勝 � 900円 � 170円 � 640円 枠 連（2－8） 7，670円

馬 連 �� 8，040円 馬 単 �� 26，010円

ワ イ ド �� 2，490円 �� 7，940円 �� 1，670円

3 連 複 ��� 51，040円 3 連 単 ��� 378，630円

票 数

単勝票数 計 484242 的中 � 9166（10番人気）
複勝票数 計 623576 的中 � 14707（11番人気）� 131334（1番人気）� 21483（8番人気）
枠連票数 計 122952 的中 （2－8） 1241（19番人気）
馬連票数 計 637781 的中 �� 6145（28番人気）
馬単票数 計 305244 的中 �� 880（78番人気）
ワイド票数 計 632469 的中 �� 6556（32番人気）�� 2016（59番人気）�� 9910（17番人気）
3連複票数 計1052824 的中 ��� 1547（126番人気）
3連単票数 計1091525 的中 ��� 209（823番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―12．4―13．0―12．4―12．2―12．5―12．3―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．5―43．5―55．9―1：08．1―1：20．6―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

エンペラーズパレス �
�
父 タイセイレジェンド �

�
母父 ホワイトマズル デビュー 2019．11．2 京都12着

2017．4．6生 牡3栗 母 パレストウショウ 母母 レトロトウショウ 9戦1勝 賞金 5，870，000円
※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 エールプレジール号・ベニトアイト号



21005 7月25日 晴 良 （2札幌1） 第1日 第5競走 ��
��1，200�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
1：09．1
1：07．8

良
良

22 フクノラプラーニュ 牡2黒鹿54 横山 和生福島 祐子氏 田島 俊明 日高 天羽 禮治 478 ―1：11．3 15．9�
55 スマートジュリアン 牝2青鹿54 武 豊大川 徹氏 浅見 秀一 日高 株式会社ス

マート 470 ― 〃 クビ 2．8�
11 ジオパークマグマ 牡2鹿 54 柴山 雄一小関 勝紀氏 田中 剛 浦河 辻 牧場 434 ―1：11．51� 27．3�
44 レ ゼ ー ル 牝2黒鹿54 C．ルメール 安原 浩司氏 須貝 尚介 浦河 三嶋牧場 438 ―1：12．24 1．7�
33 ネオペトリコール 牝2青鹿 54

51 ▲秋山 稔樹平川 浩之氏 粕谷 昌央 新ひだか 高橋フアーム 402 ―1：12．3� 17．2�
66 	 ユイノザッパー 牡2栗 54 吉田 隼人田中 晴夫氏 矢作 芳人 米

Bonne Chance
Farm, LLC &
Stud RDI, LLC

496 ― 〃 クビ 8．5�
（6頭）

売 得 金
単勝： 51，176，800円 複勝： 28，447，100円 枠連： 発売なし
馬連： 36，073，800円 馬単： 32，961，800円 ワイド： 21，603，600円
3連複： 41，622，400円 3連単： 169，987，300円 計： 381，872，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，590円 複 勝 � 410円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，400円 馬 単 �� 4，410円

ワ イ ド �� 420円 �� 1，690円 �� 760円

3 連 複 ��� 5，620円 3 連 単 ��� 43，760円

票 数

単勝票数 計 511768 的中 � 27129（4番人気）
複勝票数 計 284471 的中 � 22226（4番人気）� 76763（2番人気）
馬連票数 計 360738 的中 �� 19911（6番人気）
馬単票数 計 329618 的中 �� 5594（15番人気）
ワイド票数 計 216036 的中 �� 14263（6番人気）�� 3051（15番人気）�� 7201（9番人気）
3連複票数 計 416224 的中 ��� 5547（16番人気）
3連単票数 計1699873 的中 ��� 2816（80番人気）

ハロンタイム 12．5―11．3―11．8―12．0―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．8―35．6―47．6―59．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

フクノラプラーニュ 	


父 ラブリーデイ 	



母父 Giant’s Causeway 初出走

2018．4．30生 牡2黒鹿 母 ラヴィーズラヴィン 母母 Lu Ravi 1戦1勝 賞金 7，000，000円

21006 7月25日 晴 良 （2札幌1） 第1日 第6競走 ��
��2，000�3歳未勝利

発走12時45分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000円 2，000，000円 1，300，000円 770，000円 510，000円� コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

11 ユークレース 牝3鹿 54 横山 武史 �サンデーレーシング 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 462－ 22：01．3 4．6�
58 ネオストーリー 牡3青鹿56 浜中 俊藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 450－ 6 〃 クビ 20．0�
22 シュルシャガナ 牡3芦 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 432－ 6 〃 ハナ 2．5�
59 コスモタイシ 牡3栗 56 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 祥泰 新冠 大栄牧場 470＋ 22：01．61� 15．1�
47 サトノヴィーナス 牝3鹿 54

52 △亀田 温心 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 460－122：01．7� 3．5	
712 フルールエトワール 牝3芦 54

53 ☆団野 大成髙松 悟氏 上原 博之 日高 いとう牧場 480－102：02．01� 36．6

46 サンシャインキッド 牡3栗 56 菱田 裕二田島榮二郎氏 小西 一男 新ひだか 元茂牧場 430± 0 〃 クビ 89．0�
713 マサノルビー 牝3黒鹿54 吉田 隼人猪野毛雅人氏 稲垣 幸雄 新ひだか 猪野毛牧場 414－ 42：02．1クビ 145．6�
23 ロッソビアンコ 牝3鹿 54 石川裕紀人平田 修氏 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 444＋ 2 〃 ハナ 55．8
34 ウォルフライエ 牡3鹿 56 水口 優也�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 470－ 62：02．31� 46．8�
611 ヴァイスリヒト 牡3栗 56 古川 吉洋�G1レーシング 木原 一良 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454－ 62：02．83 13．8�
35 	 ミラードムーン 牡3鹿 56 荻野 琢真ゴドルフィン 須貝 尚介 英 Miss K.

Rausing 504－ 62：03．97 54．1�
610 ウイングシューズ 牝3栗 54 大野 拓弥呉本 昌時氏 牧 光二 新ひだか チャンピオンズファーム 392＋ 22：05．510 92．9�
814 ウ ル ス ラ 牝3栗 54 藤岡 康太 �社台レースホース吉岡 辰弥 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B402± 02：05．81� 26．9�
815 ラッキータカチャン 牡3鹿 56 松田 大作奥田 貴敏氏 高橋 康之 新冠 三村 卓也 438－ 2 （競走中止） 58．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 42，286，000円 複勝： 59，414，800円 枠連： 10，689，200円
馬連： 59，292，000円 馬単： 28，099，700円 ワイド： 60，266，800円
3連複： 96，712，700円 3連単： 107，587，600円 計： 464，348，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 170円 � 340円 � 120円 枠 連（1－5） 1，900円

馬 連 �� 4，800円 馬 単 �� 8，330円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 290円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，700円 3 連 単 ��� 23，280円

票 数

単勝票数 計 422860 的中 � 72170（3番人気）
複勝票数 計 594148 的中 � 90461（3番人気）� 30716（6番人気）� 165446（1番人気）
枠連票数 計 106892 的中 （1－5） 4360（8番人気）
馬連票数 計 592920 的中 �� 9555（16番人気）
馬単票数 計 280997 的中 �� 2529（29番人気）
ワイド票数 計 602668 的中 �� 11493（13番人気）�� 60575（2番人気）�� 20585（8番人気）
3連複票数 計 967127 的中 ��� 26844（6番人気）
3連単票数 計1075876 的中 ��� 3350（60番人気）

ハロンタイム 12．5―11．4―11．9―12．6―12．5―12．3―12．3―11．9―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．9―35．8―48．4―1：00．9―1：13．2―1：25．5―1：37．4―1：49．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．1―3F35．8
1
3
1，7（2，14）3－（9，10）11（5，8）4（6，13）12
1，7（2，14）（3，11）（9，8）（10，4）（5，13）（6，12）

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

勝馬の
紹 介

ユークレース �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．27 新潟4着

2017．3．20生 牝3鹿 母 ジ ェ ダ イ ト 母母 グリーンポーラ 8戦1勝 賞金 9，550，000円
〔競走中止〕 ラッキータカチャン号は，競走中に疾病〔右後肢跛行〕を発症したため1周目正面の直線コースで競走中止。
〔制裁〕 ユークレース号の騎手横山武史は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
〔3走成績による出走制限〕 ミラードムーン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年9月25日まで平地競走に出走できな

い。



21007 7月25日 晴 良 （2札幌1） 第1日 第7競走 ��
��1，000�3歳以上1勝クラス

発走13時15分 （500万円以下） （ダート・右）
負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．9

良
重

710 メイショウヒバリ 牝3栗 52 武 豊松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 464＋ 2 58．2 2．8�
55 � プリンセスヨウク 牝6鹿 55

52 ▲秋山 稔樹ライオンレースホース� 石栗 龍彦 浦河 浦河日成牧場 B456＋12 58．73 20．1�
33 	 ヴァンデリオン 牡3栗 54 岩田 康誠村山 忠弘氏 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 476± 0 58．91
 3．6�
811 カズオルヴァル �3鹿 54 浜中 俊合同会社雅苑興業 安田 隆行 むかわ 上水牧場 460± 0 〃 クビ 10．3�
79 タイニーベイビー 牡3鹿 54

53 ☆団野 大成山口 裕介氏 松山 将樹 日高 藤本ファーム 446＋ 6 59．0クビ 7．5�
812 トモジャバロンド 牡4黒鹿57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 静内フジカワ牧場 482－ 4 〃 ハナ 34．9	
11 ストームガスト 牡4黒鹿 57

54 ▲山田 敬士�レッドマジック寺島 良 浦河 日進牧場 460＋ 8 59．31� 18．4

22 ピシュマニエ 牝3栗 52

50 △亀田 温心嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 462＋ 8 59．4
 9．7�
56 	 キュウドウクン 牡4鹿 57 勝浦 正樹冨士井直哉氏 森 秀行 米 Mount Joy

Stables, Inc. 462－ 4 59．61 15．7�
44 リュウノゲキリン �3青鹿54 藤岡 康太二口 雅一氏 牧田 和弥 浦河 浦河育成牧場 484－ 8 59．81 26．1
68 サンバパレード 牝4栗 55 水口 優也山上 和良氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 B460－ 41：00．22
 20．9�
67 � プレミアムコマチ 牝4鹿 55 国分 恭介�宮内牧場 天間 昭一 浦河 宮内牧場 418＋151：00．41
 116．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 53，890，500円 複勝： 70，504，100円 枠連： 12，810，100円
馬連： 76，658，800円 馬単： 34，754，500円 ワイド： 69，676，900円
3連複： 121，863，100円 3連単： 135，382，600円 計： 575，540，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 140円 � 290円 � 140円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 3，560円 馬 単 �� 5，430円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 350円 �� 760円

3 連 複 ��� 3，850円 3 連 単 ��� 21，750円

票 数

単勝票数 計 538905 的中 � 153474（1番人気）
複勝票数 計 705041 的中 � 143655（1番人気）� 45557（7番人気）� 142884（2番人気）
枠連票数 計 128101 的中 （5－7） 12426（3番人気）
馬連票数 計 766588 的中 �� 16681（15番人気）
馬単票数 計 347545 的中 �� 4795（18番人気）
ワイド票数 計 696769 的中 �� 15462（15番人気）�� 56092（1番人気）�� 22552（10番人気）
3連複票数 計1218631 的中 ��� 23728（8番人気）
3連単票数 計1353826 的中 ��� 4512（53番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．6―11．5―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．3―34．9―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

メイショウヒバリ �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 Elusive Quality デビュー 2020．2．15 京都7着

2017．2．22生 牝3栗 母 マイラッキー 母母 エレクションスター 5戦2勝 賞金 13，050，000円
〔発走状況〕 プレミアムコマチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ヴァンデリオン号の騎手岩田康誠は，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：4番・2

番）

21008 7月25日 晴 良 （2札幌1） 第1日 第8競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時50分（番組第12競走を順序変更） （ダート・右）（500万円以下）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

88 フクノワイルド 牡4鹿 57 吉田 隼人佐藤 範夫氏 杉山 晴紀 青森 ワールドファーム 504＋221：45．6 4．3�
55 エブリワンブラック 牡3鹿 54 武 豊 DMMドリームクラブ� 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 482－ 8 〃 アタマ 2．1�
66 ファイナルマズル 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 468＋ 41：45．91� 11．3�
77 カネコメノボル �3栗 54 松田 大作髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 430＋ 21：46．21� 11．5�
33 � ディープスピリッツ 牡6鹿 57 岩田 康誠菅原 広隆氏 羽月 友彦 新ひだか 上村 清志 474± 0 〃 クビ 53．4�
11 エイカイキング 牡5栗 57 横山 武史二木 英德氏 坂口 智康 千歳 社台ファーム 482－ 21：46．41 5．1	
22 シゲルヒカルダイヤ 牡4鹿 57 菱田 裕二森中 蕃氏 橋田 満 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 528－ 81：46．72 8．5

44 � アイファーアクター 牡4鹿 57 水口 優也中島 稔氏 伊藤 伸一 新冠 川上 悦夫 474＋ 6 〃 アタマ 19．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 49，937，900円 複勝： 46，958，100円 枠連： 発売なし
馬連： 68，058，600円 馬単： 38，000，300円 ワイド： 50，630，100円
3連複： 85，556，500円 3連単： 177，040，600円 計： 516，182，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 170円 � 110円 � 170円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，400円

ワ イ ド �� 280円 �� 660円 �� 330円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 7，870円

票 数

単勝票数 計 499379 的中 � 91991（2番人気）
複勝票数 計 469581 的中 � 60217（3番人気）� 147539（1番人気）� 55649（4番人気）
馬連票数 計 680586 的中 �� 83906（2番人気）
馬単票数 計 380003 的中 �� 20338（6番人気）
ワイド票数 計 506301 的中 �� 49475（2番人気）�� 17499（11番人気）�� 40349（3番人気）
3連複票数 計 855565 的中 ��� 40430（5番人気）
3連単票数 計1770406 的中 ��� 16300（25番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．8―31．5―44．2―56．5―1：08．7―1：20．8―1：32．9

コーナー
通過順位

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

2
4
8（3，6）（2，4）7，5－1
8，6，3（2，4）（5，7）1

勝馬の
紹 介

フクノワイルド �

父 エスポワールシチー �


母父 フサイチコンコルド デビュー 2018．7．29 札幌3着

2016．4．13生 牡4鹿 母 ローレルアイ 母母 ミスメイバン 12戦2勝 賞金 18，900，000円



21009 7月25日 晴 良 （2札幌1） 第1日 第9競走 ��2，000�
り し り

利 尻 特 別
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス（500万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

44 マイネルソラス 牡3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 浦河 荻伏三好フ

アーム 466＋ 62：00．6 3．8�
55 ダノンセレスタ 牡3青鹿54 C．ルメール�ダノックス 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 484－ 82：00．91� 1．9�
33 クロスザルビコン 牡3青鹿54 大野 拓弥小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442＋ 62：01．43 12．2�
66 ロッソモラーレ 牡3芦 54 黛 弘人 �コスモヴューファーム 清水 英克 日高 槇本牧場 456＋ 62：01．93 23．3�
88 ディーイストワール 牡4鹿 57 岩田 康誠嶋田 一成氏 大和田 成 千歳 社台ファーム 456－ 62：02．0� 26．8	
11 バルンストック 牡3黒鹿54 団野 大成 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高橋 義忠 新ひだか 桜井牧場 468＋ 2 〃 クビ 35．1

22 マイネルデステリョ 牡3黒鹿54 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 新冠橋本牧場 444－ 62：02．1� 4．1�
77 グレルグリーン 牡4黒鹿57 石川裕紀人斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 464± 02：02．63 18．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 59，613，700円 複勝： 53，118，000円 枠連： 発売なし
馬連： 74，084，800円 馬単： 46，718，700円 ワイド： 52，195，000円
3連複： 98，854，800円 3連単： 234，893，500円 計： 619，478，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 120円 � 110円 � 180円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 180円 �� 530円 �� 410円

3 連 複 ��� 980円 3 連 単 ��� 4，990円

票 数

単勝票数 計 596137 的中 � 122338（2番人気）
複勝票数 計 531180 的中 � 94020（2番人気）� 226486（1番人気）� 43789（4番人気）
馬連票数 計 740848 的中 �� 162589（1番人気）
馬単票数 計 467187 的中 �� 38645（3番人気）
ワイド票数 計 521950 的中 �� 88142（1番人気）�� 21537（8番人気）�� 29616（4番人気）
3連複票数 計 988548 的中 ��� 75014（2番人気）
3連単票数 計2348935 的中 ��� 34067（12番人気）

ハロンタイム 12．8―11．3―12．4―12．9―12．5―12．2―11．3―11．7―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．1―36．5―49．4―1：01．9―1：14．1―1：25．4―1：37．1―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルソラス 
�
父 ゴールドシップ 

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2019．7．20 福島4着

2017．4．5生 牡3芦 母 マイネアロマ 母母 ダイイチビビット 9戦2勝 賞金 22，010，000円

21010 7月25日 晴 良 （2札幌1） 第1日 第10競走 ��
��1，700�

お お く ら や ま

大 倉 山 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス（1000万円以下）；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

33 ケルティックソード 牡7栗 57 浜中 俊吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 488＋ 21：44．7 7．1�
78 ブラックカード 牡6黒鹿57 武 豊岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社 大

作ステーブル B464－ 81：44．91� 15．6�
44 シ ェ ダ ル 牡3栗 54 横山 武史 �シルクレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 532＋ 41：45．0	 1．5�
22 クリノカポネ 
5鹿 57 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 61：45．1アタマ 18．1�
11 マンハッタンロック 牡6鹿 57 菱田 裕二 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 468＋ 41：45．31� 18．0�
79 � ヴ ィ ー ダ 
5栗 57 勝浦 正樹 	スマイルファーム 堀井 雅広 日高 スマイルファーム 432＋ 21：45．93� 9．1

66 マイネルアプラウス 牡4黒鹿57 黛 弘人 	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 496－ 41：46．85 20．5�
811 ペイシャボム 牡6鹿 57 加藤 祥太北所 直人氏 本間 忍 日高 日高大洋牧場 478－ 61：46．9� 46．7�
810 チェルシーライオン 牡4黒鹿57 藤岡 佑介ライオンレースホース	 矢作 芳人 米 Spendthrift

Farm LLC 466－ 61：47．21	 12．1
55 デルマカルヴァドス 牡5鹿 57 丹内 祐次浅沼 廣幸氏 和田正一郎 日高 ファニーヒルファーム 508＋ 81：47．41� 63．4�
67 グラスボイジャー 牡4黒鹿57 松田 大作半沢� 牧 光二 新ひだか 静内フジカワ牧場 B532＋ 21：49．1大差 69．2�

（11頭）

売 得 金
単勝： 65，579，100円 複勝： 113，633，500円 枠連： 17，574，900円
馬連： 114，419，700円 馬単： 62，094，400円 ワイド： 91，388，700円
3連複： 167，851，400円 3連単： 289，492，600円 計： 922，034，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 150円 � 260円 � 110円 枠 連（3－7） 1，390円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 7，550円

ワ イ ド �� 920円 �� 230円 �� 510円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 18，520円

票 数

単勝票数 計 655791 的中 � 73055（2番人気）
複勝票数 計1136335 的中 � 121874（2番人気）� 52402（6番人気）� 600714（1番人気）
枠連票数 計 175749 的中 （3－7） 9752（7番人気）
馬連票数 計1144197 的中 �� 25108（10番人気）
馬単票数 計 620944 的中 �� 6168（20番人気）
ワイド票数 計 913887 的中 �� 22225（11番人気）�� 120753（1番人気）�� 43036（6番人気）
3連複票数 計1678514 的中 ��� 74664（3番人気）
3連単票数 計2894926 的中 ��� 11331（58番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．4―41．9―54．2―1：06．8―1：19．4―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケルティックソード �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2015．8．8 新潟5着

2013．4．19生 牡7栗 母 シャルマンスタイル 母母 ア ビ 30戦4勝 賞金 72，465，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。



21011 7月25日 晴 良 （2札幌1） 第1日 第11競走 ��
��1，200�しらかばステークス

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス（1600万円以下），除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳
54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000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
1：06．5

良
良

611 アスタールビー 牝4鹿 55 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 446－ 41：08．3 4．2�
48 ファイブフォース 牝6鹿 55 勝浦 正樹�サンライズ 高橋 裕 浦河 日本中央競馬会

日高育成牧場 502－ 21：08．4� 19．9�
23 	 ショウナンアリアナ 牝4鹿 55 浜中 俊国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 420－ 4 〃 クビ 50．5�
714
 ヒロイックアゲン 牝6黒鹿55 荻野 極浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 484± 0 〃 ハナ 14．6�
35 ア カ ネ サ ス 牝4鹿 55 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B492－ 21：08．5クビ 11．7�
36 スギノヴォルケーノ 牡4鹿 57 松田 大作杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 488－ 61：08．6� 7．2	
47 ラベンダーヴァレイ 牝7鹿 55 団野 大成金子真人ホール

ディングス
 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 424－16 〃 クビ 67．7�
510 アンブロジオ �5栗 57 吉田 隼人 �シルクレーシング 菊沢 隆徳 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 21：08．7クビ 14．9�
24 	 フォッサマグナ 牡4黒鹿57 C．ルメール 吉田 和美氏 藤沢 和雄 米 Lofts Hall

Stud 484－ 2 〃 クビ 3．3
11 キラーコンテンツ 牡6鹿 57 加藤 祥太 �シルクレーシング 石坂 公一 安平 ノーザンファーム 486－12 〃 ハナ 105．1�
12 ルガールカルム 牝4鹿 55 横山 武史 �サンデーレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 486＋161：08．8クビ 18．2�
612 ホープフルサイン 牡4黒鹿57 丹内 祐次 
アドバンス・サッポロ 本間 忍 浦河 日進牧場 484－ 41：09．01 13．1�
816 タイセイソニック 牡5黒鹿57 国分 恭介田中 成奉氏 西村 真幸 新ひだか 萩澤 國男 462－ 8 〃 アタマ 129．5�
815 インスピレーション 牡5黒鹿57 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 478－ 21：09．1� 29．6�
59 ダノンジャスティス 牡4鹿 57 藤岡 佑介
ダノックス 田中 博康 安平 ノーザンファーム 486－141：09．2クビ 29．9�
713	 サンノゼテソーロ 牡4芦 57 武 豊了德寺健二ホール

ディングス
 田中 博康 米
Sheltowee Farm, WMK
Racing LLC, Patricia
Pavlish, Joe Miller, et al

452± 01：09．3� 18．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 119，082，500円 複勝： 176，007，100円 枠連： 60，423，200円
馬連： 287，989，300円 馬単： 99，292，000円 ワイド： 217，645，000円
3連複： 515，808，500円 3連単： 512，553，900円 計： 1，988，801，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 180円 � 490円 � 1，000円 枠 連（4－6） 2，830円

馬 連 �� 4，380円 馬 単 �� 7，480円

ワ イ ド �� 1，290円 �� 3，690円 �� 9，100円

3 連 複 ��� 68，420円 3 連 単 ��� 313，320円

票 数

単勝票数 計1190825 的中 � 226120（2番人気）
複勝票数 計1760071 的中 � 330802（2番人気）� 83726（9番人気）� 37689（13番人気）
枠連票数 計 604232 的中 （4－6） 16541（12番人気）
馬連票数 計2879893 的中 �� 50857（16番人気）
馬単票数 計 992920 的中 �� 9950（27番人気）
ワイド票数 計2176450 的中 �� 44790（12番人気）�� 15065（48番人気）�� 6041（80番人気）
3連複票数 計5158085 的中 ��� 5654（212番人気）
3連単票数 計5125539 的中 ��� 1186（1004番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．5―11．4―11．1―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―34．0―45．4―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

アスタールビー �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2018．12．23 阪神2着

2016．4．13生 牝4鹿 母 キ リ エ 母母 チャペルコンサート 12戦4勝 賞金 66，497，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の12頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬）12頭 イーサンパンサー号・エクレアスパークル号・エムティアン号・エンゲージリング号・クラウンルシフェル号・

シュエットヌーベル号・スワーヴアーサー号・ゼセル号・ナーゲルリング号・ヒルノマゼラン号・ヒルノマリブ号・
マルカテノール号

21012 7月25日 曇 良 （2札幌1） 第1日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時10分（番組第8競走を順序変更） （芝・右）（500万円以下）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，600，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 760，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

33 ファーストフォリオ 牝3栗 52 吉田 隼人 �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438＋101：08．8 5．2�
11 エイカイマドンナ 牝5鹿 55 藤岡 佑介二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 442± 01：09．11� 5．2�
45 シトラスノキセキ 牝4鹿 55 水口 優也加藤正二郎氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム B446± 01：09．2� 20．3�
69 イリスファルコン 牝6鹿 55 岩田 康誠菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 424＋ 6 〃 ハナ 43．1�
711 ソフィアバローズ 牝3鹿 52 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 浦河 三嶋牧場 430－ 41：09．41� 9．5�
710 ファクトゥーラ 牝4黒鹿 55

54 ☆団野 大成 �キャロットファーム 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム B454－ 2 〃 アタマ 37．2	

813 ブルーパピヨン 牝3鹿 52 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 438－ 21：09．5クビ 8．0

56 インザムービー 牝3鹿 52 国分 恭介安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 480± 0 〃 クビ 3．5�
812 グッドワード 牝5芦 55 藤岡 康太下河辺俊行氏 高橋 義忠 日高 下河辺牧場 494＋ 21：09．6クビ 22．7�
68 � レイナブローニュ 牝4栗 55

53 △亀田 温心山本又一郎氏 古賀 慎明 新冠 秋田牧場 462± 01：09．92 15．8
44 ロイヤルヴィザージ 牝4鹿 55 池添 謙一 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム B452－ 81：10．0クビ 17．4�
57 � デュアリティ 牝4鹿 55 勝浦 正樹中西 宏彰氏 森 秀行 浦河 有限会社 ケ

ンブリッジバレー 494± 01：10．1� 57．5�
22 エイカイキャロル 牝4鹿 55 横山 武史二木 英德氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B462＋121：11．27 12．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 77，484，400円 複勝： 105，790，300円 枠連： 25，958，700円
馬連： 147，466，500円 馬単： 59，486，900円 ワイド： 123，921，100円
3連複： 238，450，800円 3連単： 264，254，700円 計： 1，042，813，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 210円 � 190円 � 360円 枠 連（1－3） 1，550円

馬 連 �� 1，230円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 510円 �� 1，530円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 6，860円 3 連 単 ��� 27，370円

票 数

単勝票数 計 774844 的中 � 117442（3番人気）
複勝票数 計1057903 的中 � 135063（3番人気）� 166020（2番人気）� 63753（8番人気）
枠連票数 計 259587 的中 （1－3） 12952（6番人気）
馬連票数 計1474665 的中 �� 92540（2番人気）
馬単票数 計 594869 的中 �� 18834（3番人気）
ワイド票数 計1239211 的中 �� 67169（2番人気）�� 19934（21番人気）�� 25307（16番人気）
3連複票数 計2384508 的中 ��� 26033（19番人気）
3連単票数 計2642547 的中 ��� 6999（59番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．2―11．5―11．4―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―33．9―45．4―56．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファーストフォリオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．11．23 京都1着

2017．5．1生 牝3栗 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 5戦2勝 賞金 14，600，000円



（2札幌1）第1日 7月25日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 137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

188，260，000円
2，950，000円
21，450，000円
1，140，000円
19，290，000円
57，954，000円
3，767，500円
1，315，200円

勝馬投票券売得金
723，400，000円
911，968，700円
161，937，100円
1，090，828，500円
530，043，800円
934，096，200円
1，711，469，500円
2，424，266，900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 8，488，010，700円

総入場人員 0名 （有料入場人員 0名）

特 記 事 項
第1回札幌競馬第1日は，新型コロナウイルスの感染拡大防止のため，無観客で開催を実施した。
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