
21061 8月9日 晴 良 （2札幌1） 第6日 第1競走 ��1，200�2歳未勝利
発走9時55分 （芝・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
1：09．1
1：07．8

良
良

44 ハイプリーステス 牝2芦 54 田辺 裕信田頭 勇貴氏 星野 忍 新ひだか 田原橋本牧場 408＋ 21：09．4 6．4�
22 カトルショセット 牝2鹿 54 横山 武史�G1レーシング 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 448＋ 41：09．61� 1．4�
11 ビーナスオーキッド 牝2栗 54 大野 拓弥助川 啓一氏 水野 貴広 新冠 岩見牧場 464± 01：10．13 36．5�
77 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 456＋141：10．84 5．1�
88 マイスクワッド 牝2青鹿54 勝浦 正樹�辻牧場 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 B366＋ 41：11．65 49．5	
33 ネオペトリコール 牝2青鹿 54

53 ☆団野 大成平川 浩之氏 粕谷 昌央 新ひだか 高橋フアーム 402± 01：11．81� 13．1

55 リュニックフルール 牝2栗 54 川島 信二フィールドレーシング 新谷 功一 安平 追分ファーム 418 ―1：12．43� 19．5�
66 エイトラック 牝2鹿 54 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 458－ 2 （競走中止） 51．0�

（8頭）

売 得 金
単勝： 36，430，000円 複勝： 120，273，800円 枠連： 発売なし
馬連： 45，458，800円 馬単： 32，733，700円 ワイド： 36，886，600円
3連複： 65，022，600円 3連単： 162，090，000円 計： 498，895，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 150円 � 100円 � 350円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 1，150円

ワ イ ド �� 180円 �� 1，210円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 11，120円

票 数

単勝票数 計 364300 的中 � 47102（3番人気）
複勝票数 計1202738 的中 � 57112（3番人気）� 981032（1番人気）� 14350（6番人気）
馬連票数 計 454588 的中 �� 111065（1番人気）
馬単票数 計 327337 的中 �� 21300（5番人気）
ワイド票数 計 368866 的中 �� 69744（2番人気）�� 6364（14番人気）�� 13658（7番人気）
3連複票数 計 650226 的中 ��� 26586（5番人気）
3連単票数 計1620900 的中 ��� 10563（37番人気）

ハロンタイム 12．6―10．5―11．0―11．6―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．6―23．1―34．1―45．7―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ハイプリーステス 
�
父 ネオユニヴァース 

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．6．27 函館7着

2018．2．7生 牝2芦 母 キモンクイーン 母母 ロ ー リ エ 3戦1勝 賞金 6，400，000円
〔競走中止〕 エイトラック号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

21062 8月9日 晴 良 （2札幌1） 第6日 第2競走 ��1，000�3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 5，100，000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
57．5
56．9

良
重

44 サウンドヒーロー 牡3黒鹿56 吉田 隼人増田 雄一氏 吉田 直弘 新冠 小泉牧場 442± 01：00．1 12．9�
811 エンジェルティアラ 牝3栗 54

52 △亀田 温心 �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 466± 01：00．41� 4．1�

79 ヒ ボ ン 牝3鹿 54
53 ☆団野 大成木部 厳生氏 �島 一歩 日高 木部ファーム 490＋101：00．61� 1．9�

812 メイショウアレス 牡3青 56 菱田 裕二松本 好雄氏 岡田 稲男 様似 中脇 一幸 428＋ 41：00．7クビ 22．2�
710 キタノエスポワール 牝3栗 54 川島 信二北所 直人氏 高橋 義博 浦河 東栄牧場 456＋101：00．8� 170．3�
55 ゴッドカーヌスティ 牝3鹿 54 藤岡 康太中西 憲治氏 角田 晃一 新ひだか 田中 裕之 462± 0 〃 ハナ 7．7	
68 ブ ン ロ ー ト 牡3鹿 56 大野 拓弥石瀬 浩三氏 牧 光二 新冠 プログレスファーム B522＋ 4 〃 アタマ 7．8

33 パームジュメイラ 牝3鹿 54 池添 謙一�サンライズ 西浦 勝一 浦河 高昭牧場 432－ 21：01．01� 26．1�
22 メモリアルクイーン 牝3栗 54 古川 吉洋水谷 昌晃氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 442＋ 81：01．21� 34．4
11 ヨドノエール 牡3黒鹿 56

53 ▲秋山 稔樹海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 452＋ 21：01．3� 194．2�
67 ラファームソルティ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 �川 啓一 440＋ 21：01．51� 38．7�
56 スズカアイドル 牝3鹿 54 勝浦 正樹永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 414－ 6 〃 クビ 89．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 42，343，800円 複勝： 59，822，600円 枠連： 7，694，600円
馬連： 58，911，800円 馬単： 30，911，300円 ワイド： 53，835，500円
3連複： 87，246，500円 3連単： 121，727，300円 計： 462，493，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，290円 複 勝 � 260円 � 140円 � 110円 枠 連（4－8） 2，060円

馬 連 �� 3，370円 馬 単 �� 7，030円

ワ イ ド �� 890円 �� 460円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 17，770円

票 数

単勝票数 計 423438 的中 � 26092（5番人気）
複勝票数 計 598226 的中 � 33964（5番人気）� 100735（2番人気）� 223034（1番人気）
枠連票数 計 76946 的中 （4－8） 2889（8番人気）
馬連票数 計 589118 的中 �� 13538（10番人気）
馬単票数 計 309113 的中 �� 3296（22番人気）
ワイド票数 計 538355 的中 �� 13071（10番人気）�� 27562（5番人気）�� 86057（1番人気）
3連複票数 計 872465 的中 ��� 39323（4番人気）
3連単票数 計1217273 的中 ��� 4965（56番人気）

ハロンタイム 12．4―11．3―11．6―11．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．7―35．3―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドヒーロー �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 Roman Ruler デビュー 2020．1．12 京都5着

2017．2．28生 牡3黒鹿 母 サウンドガガ 母母 Whistle Call 5戦1勝 賞金 5，700，000円
※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） 4頭 カテドラルロック号・サンドジョーカー号・スズノレイラ号・トーレスデルパイネ号
（非抽選馬） 1頭 シゲルハクチョウザ号

第１回 札幌競馬 第６日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



21063 8月9日 晴 良 （2札幌1） 第6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 5，100，000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

610 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 B506－ 21：47．2 2．3�
34 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 492＋ 41：47．52 3．8�
814 マ ス カ テ ル 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �シルクレーシング 宮本 博 安平 ノーザンファーム B476＋121：47．6クビ 11．9�
11 イデアイホマジョル 牡3青 56 黛 弘人益田 修一氏 和田 雄二 新ひだか 西川富岡牧場 452－ 2 〃 クビ 16．8�
711 ワイルドキャット 牝3黒鹿54 菱田 裕二岡田 隆寛氏 西橋 豊治 新ひだか 岡田牧場 B426－ 61：47．81 27．5	
45 ゼットピアレス 牝3黒鹿 54

52 △亀田 温心�フォーレスト 宮 徹 新ひだか 嶋田牧場 B478－ 21：48．22� 46．6

33 ポテンシャルリアル 牡3栗 56 吉田 隼人ライオンレースホース� 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 508＋101：48．3� 7．1�
69 アントルドゥメール 牝3黒鹿54 横山 和生村野 康司氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 446＋ 21：49．25 50．1�
57 ファーステストクー 牝3青鹿54 柴山 雄一荒井 城志氏 南田美知雄 浦河 中村 雅明 464＋ 2 〃 クビ 259．6
22 クツワノオジョウ 牝3栗 54

51 ▲秋山 稔樹芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 426± 01：49．3クビ 246．1�
813 メイケイカガヤキ 牡3芦 56 酒井 学名古屋競馬� 中竹 和也 千歳 社台ファーム 490＋101：50．15 193．6�
712 ユキノレベッカ 牝3鹿 54 北村 宏司井上 基之氏 和田正一郎 新ひだか 服部 牧場 450－ 61：50．2クビ 34．8�
58 ウインラディアント 牡3芦 56 丹内 祐次�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 546－ 21：50．52 9．6�
46 ホッコーラプラス 牝3鹿 54 池添 謙一北幸商事� 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 436＋ 21：52．5大差 17．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 39，688，700円 複勝： 52，685，800円 枠連： 12，728，600円
馬連： 61，310，200円 馬単： 29，507，400円 ワイド： 56，413，000円
3連複： 99，361，800円 3連単： 113，281，300円 計： 464，976，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 130円 � 290円 枠 連（3－6） 290円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 690円

ワ イ ド �� 190円 �� 530円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，400円 3 連 単 ��� 5，480円

票 数

単勝票数 計 396887 的中 � 135289（1番人気）
複勝票数 計 526858 的中 � 125139（1番人気）� 119149（2番人気）� 31307（5番人気）
枠連票数 計 127286 的中 （3－6） 33640（1番人気）
馬連票数 計 613102 的中 �� 112084（1番人気）
馬単票数 計 295074 的中 �� 32017（1番人気）
ワイド票数 計 564130 的中 �� 96359（1番人気）�� 24124（4番人気）�� 20550（5番人気）
3連複票数 計 993618 的中 ��� 52883（2番人気）
3連単票数 計1132813 的中 ��� 14962（5番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．7―29．5―42．2―55．0―1：07．8―1：20．9―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サウンドトラック �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 Yes It’s True デビュー 2019．12．14 中山7着

2017．1．16生 牡3栗 母 アースサウンド 母母 Leilani’s Song 7戦1勝 賞金 8，910，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ホッコーラプラス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月9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〕 メイケイカガヤキ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年10月9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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ゴールデンバレット号・シャークスコーブ号・スターオブジュート号・ニンギルス号・ピノタージュ号・

リョウランハート号

21064 8月9日 晴 良 （2札幌1） 第6日 第4競走 ��
��1，200�3歳未勝利

発走11時25分 （芝・右）
負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：07．5
1：06．5

良
良

23 ピュリフィアン 牝3鹿 54
51 ▲秋山 稔樹野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 416＋ 61：08．7 15．0�

35 メイショウアカイシ 牝3鹿 54 菱田 裕二松本 好�氏 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 438± 01：08．91� 19．7�
11 レッドルピナス 牝3鹿 54 C．ルメール �東京ホースレーシング 中内田充正 千歳 社台ファーム 426＋14 〃 クビ 3．8�
48 テンジュイン 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 日高 新井 昭二 428＋ 21：09．11 9．6	
36 サクセスハーモニー 牝3栗 54 大野 拓弥髙嶋 哲氏 久保田貴士 日高 シンボリ牧場 444± 0 〃 アタマ 17．7

714 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 B470＋ 61：09．2	 4．8�
612 シューラヴァーグ 牝3黒鹿54 国分 恭介藤井 亮輔氏 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 442－ 8 〃 クビ 219．0�
59 テ ラ ン ガ 牡3青鹿56 武 豊寺田 寿男氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 446＋ 41：09．3クビ 4．0
713 リオマッジョーレ 牝3栗 54 坂井 瑠星 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 竹内 正洋 新ひだか 藤沢牧場 438－ 41：09．4	 42．6�
47 シアープレジャー 牝3鹿 54 黛 弘人岡田 牧雄氏 田中 清隆 新ひだか 岡田スタツド 426＋ 81：09．61� 41．0�
510 タッシーエルモ 牝3鹿 54 藤岡 康太吉岡 輝美氏 野中 賢二 新ひだか 千代田牧場 460± 01：09．81� 156．9�
12 ジャポニカスタイル 牝3鹿 54 荻野 琢真五十川雅規氏 寺島 良 浦河 辻 牧場 462＋141：09．9
 112．9�
815 オレンジブラウニー 牝3鹿 54 柴山 雄一田頭 勇貴氏 的場 均 日高 新井 昭二 440＋101：10．0
 29．0�
816 チェルヴィーノ 牝3青鹿 54

53 ☆団野 大成 �キャロットファーム 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 512＋121：10．21� 15．5�
611 スズオリーブ 牝3鹿 54 田辺 裕信森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ 444＋ 21：10．41	 35．6�
24 ジュヌヴィエーブ 牝3青鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース中内田充正 千歳 社台ファーム 410＋ 21：11．78 15．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，016，700円 複勝： 72，017，200円 枠連： 13，077，300円
馬連： 70，588，000円 馬単： 30，683，400円 ワイド： 70，085，500円
3連複： 113，051，000円 3連単： 109，274，900円 計： 525，794，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，500円 複 勝 � 370円 � 560円 � 190円 枠 連（2－3） 2，720円

馬 連 �� 10，180円 馬 単 �� 21，440円

ワ イ ド �� 2，580円 �� 990円 �� 1，390円

3 連 複 ��� 13，170円 3 連 単 ��� 115，820円

票 数

単勝票数 計 470167 的中 � 25000（5番人気）
複勝票数 計 720172 的中 � 46994（5番人気）� 28341（9番人気）� 124568（2番人気）
枠連票数 計 130773 的中 （2－3） 3723（16番人気）
馬連票数 計 705880 的中 �� 5369（41番人気）
馬単票数 計 306834 的中 �� 1073（81番人気）
ワイド票数 計 700855 的中 �� 6814（34番人気）�� 18640（7番人気）�� 13002（11番人気）
3連複票数 計1130510 的中 ��� 6437（39番人気）
3連単票数 計1092749 的中 ��� 684（410番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．0―11．5―11．5―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．0―45．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ピュリフィアン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Strategic Prince デビュー 2019．12．8 阪神6着

2017．2．20生 牝3鹿 母 プリンセスルーシー 母母 Leala 8戦1勝 賞金 8，400，000円
〔3走成績による出走制限〕 リオマッジョーレ号・タッシーエルモ号・チェルヴィーノ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和2年

10月9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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 6頭 カウイダンス号・クリノサンシャイン号・コスモテキロ号・ゴールドリアリティ号・スターオブフォース号・

マクラーレンベール号



21065 8月9日 晴 良 （2札幌1） 第6日 第5競走 ��
��1，800�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
1：48．3
1：44．5

良
良

11 オーソクレース 牡2黒鹿54 C．ルメール �キャロットファーム 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 472 ―1：51．3 2．1�
77 シティレインボー 牡2栗 54 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 474 ―1：51．61� 4．0�
33 トーセンガーリー 牝2栗 54 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 450 ―1：51．81� 8．6�
66 ロードリスペクト 牡2鹿 54 田辺 裕信 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 492 ―1：51．9� 5．2	
88 ゼンダンピューマ 牡2栗 54 丹内 祐次渡邊 善男氏 藤原 辰雄 日高 下河辺牧場 460 ―1：53．39 46．7

22 アイスリアン 牝2黒鹿54 横山 武史村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 466 ―1：53．51 12．8�
55 マクシミリアン 牡2栗 54 藤岡 佑介�ターフ・スポート奥村 豊 日高 奥山 博 440 ―1：54．67 17．5�
44 トキメキヴィーナス 牝2栗 54

52 △亀田 温心片岡 正雄氏 佐藤 吉勝 新ひだか 前田ファーム 506 ―1：56．19 70．2
（8頭）

売 得 金
単勝： 58，667，900円 複勝： 49，294，600円 枠連： 発売なし
馬連： 54，452，600円 馬単： 35，434，700円 ワイド： 39，209，200円
3連複： 64，609，900円 3連単： 158，726，000円 計： 460，394，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 110円 � 120円 � 160円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 440円 馬 単 �� 730円

ワ イ ド �� 190円 �� 330円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，020円 3 連 単 ��� 3，110円

票 数

単勝票数 計 586679 的中 � 228839（1番人気）
複勝票数 計 492946 的中 � 182172（1番人気）� 97924（2番人気）� 49987（4番人気）
馬連票数 計 544526 的中 �� 94979（1番人気）
馬単票数 計 354347 的中 �� 36298（1番人気）
ワイド票数 計 392092 的中 �� 62709（1番人気）�� 28310（4番人気）�� 22508（5番人気）
3連複票数 計 646099 的中 ��� 47468（3番人気）
3連単票数 計1587260 的中 ��� 36911（4番人気）

ハロンタイム 12．9―12．3―13．1―13．3―13．0―12．3―11．8―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．2―38．3―51．6―1：04．6―1：16．9―1：28．7―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．7―3F34．4
1
3
2，6（3，7）（1，8）－5，4
2，6（3，7）（1，8，5）－4

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

勝馬の
紹 介

オーソクレース �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2018．1．19生 牡2黒鹿 母 マリアライト 母母 クリソプレーズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ゼンダンピューマ号は，枠入り不良。

21066 8月9日 晴 良 （2札幌1） 第6日 第6競走 ��
��2，600�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
2：37．6
2：37．1

良
良

46 サトノエスペランサ 牡3鹿 56 C．ルメール �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 512＋ 42：42．1 4．7�
610 タイミングハート 牡3黒鹿56 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 440－ 6 〃 アタマ 2．5�
34 ベスビアナイト �3鹿 56 横山 武史 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 500＋ 42：42．31� 6．1�
814 アーリンアーリン 牝3黒鹿 54

52 △亀田 温心吉田 勝利氏 寺島 良 新冠 ハシモトフアーム 438＋102：42．61	 9．8�
11 ゴールデンスターズ �3栗 56 池添 謙一 �社台レースホース奥村 豊 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 430＋ 42：42．91	 4．4	
22 ケープオブストーム 牡3鹿 56

53 ▲秋山 稔樹 �キャロットファーム 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 522－12 〃 クビ 36．5

69 ア ル マ ス 牡3栗 56 北村 宏司吉田 勝己氏 木村 哲也 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B392＋ 22：43．43 52．6�
45 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 434＋ 42：43．5
 90．0�
711 ショウナンランチャ 牡3黒鹿56 加藤 祥太国本 哲秀氏 梅田 智之 新ひだか 西村 和夫 440± 0 〃 クビ 191．7
57 セイカタチバナ 牡3栗 56 柴山 雄一久米 大氏 南田美知雄 新冠 シンユウフアーム 484－ 62：44．03 352．8�
58 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 460＋ 62：44．1クビ 43．2�
712 レーヴドゥロワ �3鹿 56 藤岡 康太 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 496± 02：44．41	 23．7�
813� グラスコックピット 牡3鹿 56

55 ☆団野 大成飯田 良枝氏 高橋 義忠 米 Dr. Masa-
take Iida 464－ 42：44．82
 102．6�

33 ニシノコルレオーネ �3鹿 56 石川裕紀人西山 茂行氏 手塚 貴久 新冠 村上 欽哉 450＋14 （競走中止） 72．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，827，000円 複勝： 68，258，100円 枠連： 9，756，400円
馬連： 68，559，300円 馬単： 32，937，400円 ワイド： 58，554，800円
3連複： 106，349，000円 3連単： 139，695，600円 計： 535，937，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 160円 � 120円 � 160円 枠 連（4－6） 540円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，290円

ワ イ ド �� 230円 �� 460円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，050円 3 連 単 ��� 5，010円

票 数

単勝票数 計 518270 的中 � 86944（3番人気）
複勝票数 計 682581 的中 � 96508（3番人気）� 196095（1番人気）� 94697（4番人気）
枠連票数 計 97564 的中 （4－6） 13775（2番人気）
馬連票数 計 685593 的中 �� 89777（1番人気）
馬単票数 計 329374 的中 �� 19076（5番人気）
ワイド票数 計 585548 的中 �� 71775（1番人気）�� 28981（7番人気）�� 49647（3番人気）
3連複票数 計1063490 的中 ��� 75733（2番人気）
3連単票数 計1396956 的中 ��� 20182（10番人気）

ハロンタイム 12．8―12．3―12．9―13．2―13．0―12．5―12．6―12．8―12．4―12．1―11．7―11．7―12．1

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�
12．8―25．1―38．0―51．2―1：04．2―1：16．7―1：29．3―1：42．1―1：54．5―2：06．6―2：18．3―2：30．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サトノエスペランサ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．10．27 東京6着

2017．2．28生 牡3鹿 母 フサイチパンドラ 母母 ロッタレース 5戦1勝 賞金 9，870，000円
〔競走中止〕 ニシノコルレオーネ号は，競走中に疾病〔右第1趾骨粉砕骨折〕を発症したため2コーナーで競走中止。
※ショウナンランチャ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



21067 8月9日 晴 良 （2札幌1） 第6日 第7競走 ��1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）（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
1：40．9
1：40．9

重
重

45 ドゥラモット 牝3黒鹿52 武 豊合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466＋141：46．5 2．8�
57 プ リ ン サ ン 牝3鹿 52 大野 拓弥是枝 浩平氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 422＋ 41：46．6� 7．0�
610 メイショウカスガ 牝4栗 55 吉田 隼人松本 好雄氏 高橋 義忠 浦河 信岡牧場 462± 0 〃 クビ 3．5�
33 フ ィ ロ ス 牝3鹿 52 藤岡 康太�高橋ファーム 西橋 豊治 日高 クリアファーム B456± 01：46．92 13．7�
711 レディーキティ 牝5鹿 55 国分 恭介廣崎利洋HD� 野中 賢二 千歳 社台ファーム 406－ 21：47．0� 21．4	
46 トゥービーシック 牝4黒鹿55 横山 和生西森 功氏 古賀 史生 浦河 日優牧場 448＋ 21：47．42� 259．0

11 � テイケイドルチェ 牝5鹿 55 川島 信二兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 432＋ 21：47．61 200．9�
58 ヤンチャプリヒメ 牝4鹿 55 丹内 祐次田頭 勇貴氏 浅野洋一郎 浦河 桑田フアーム 434－ 21：47．92 37．1�
814 スピーニディローザ 牝3栗 52

49 ▲秋山 稔樹矢野 秀春氏 大江原 哲 新ひだか 矢野牧場 460＋281：49．07 77．9
34 ゴールデンバレット 牝3栗 52

50 △亀田 温心窪田 芳郎氏 角田 晃一 新ひだか 千代田牧場 468± 01：49．53 209．5�
22 レディグレイ 牝4黒鹿 55

54 ☆団野 大成 �キャロットファーム 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 468＋ 2 〃 クビ 27．7�

813 タガノグリュック 牝3栗 52 浜中 俊八木 良司氏 鈴木 孝志 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 494± 01：50．24 10．4�

712 ミンデンユウカ 牝5黒鹿55 勝浦 正樹松田 整二氏 新開 幸一 日高 野島牧場 518－ 41：53．2大差 199．6�
69 ウィーンソナタ 牝3青鹿52 横山 武史星野 �男氏 伊藤 圭三 日高 シンボリ牧場 B496＋ 61：54．58 6．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，694，100円 複勝： 61，438，800円 枠連： 14，181，500円
馬連： 76，407，500円 馬単： 33，651，000円 ワイド： 65，812，300円
3連複： 114，977，600円 3連単： 134，278，600円 計： 549，441，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 280円 複 勝 � 120円 � 170円 � 120円 枠 連（4－5） 1，290円

馬 連 �� 1，480円 馬 単 �� 2，360円

ワ イ ド �� 420円 �� 230円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，380円 3 連 単 ��� 8，080円

票 数

単勝票数 計 486941 的中 � 137134（1番人気）
複勝票数 計 614388 的中 � 147688（1番人気）� 74339（3番人気）� 138804（2番人気）
枠連票数 計 141815 的中 （4－5） 8505（7番人気）
馬連票数 計 764075 的中 �� 39985（6番人気）
馬単票数 計 336510 的中 �� 10687（9番人気）
ワイド票数 計 658123 的中 �� 36539（5番人気）�� 82827（1番人気）�� 44787（2番人気）
3連複票数 計1149776 的中 ��� 62356（3番人気）
3連単票数 計1342786 的中 ��� 12043（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．3―29．2―41．7―54．3―1：07．4―1：20．7―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドゥラモット �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2019．7．21 函館3着

2017．2．3生 牝3黒鹿 母 シ ェ リ ー ル 母母 ジェドゥーザムール 11戦2勝 賞金 23，732，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕ミンデンユウカ号・ウィーンソナタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和2年9月9日

まで平地競走に出走できない。
※ゴールデンバレット号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

21068 8月9日 晴 良 （2札幌1） 第6日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時50分 （500万円以下） （芝・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
1：58．6
1：56．1

良
良

88 シャフトオブライト 牡5栗 57
55 △亀田 温心 �フジワラ・ファーム 北出 成人 新ひだか フジワラフアーム 462＋ 62：00．8 6．2�

55 ケルンキングダム �4鹿 57 C．ルメール 谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育
成牧場 440＋ 62：01．01	 4．2�

44 マイネルエキサイト 牡4青鹿57 横山 武史 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 490± 0 〃 ハナ 6．3�

22 ウインダークローズ 牡3青鹿54 藤岡 佑介�ウイン 梅田 智之 新冠 コスモヴューファーム 468－ 62：01．21	 8．1�
89 クロスザルビコン 牡3青鹿 54

53 ☆団野 大成小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 446＋ 4 〃 アタマ 4．1	

11 エフティイーリス 牝4黒鹿55 大野 拓弥吉野 英子氏 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 460＋102：01．41	 6．4

77 カ レ ン 牝6栗 55 柴山 雄一�ミルファーム 深山 雅史 新ひだか 藤沢牧場 494＋ 42：01．5
 34．6�
66 � ボスアンルーリー 牡5黒鹿57 横山 和生佐々木幸弘氏 勢司 和浩 千歳 社台ファーム 480＋112：01．71	 42．8�
33 コスモブルーノーズ 牡3芦 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 黒岩 陽一 新冠 ムラカミファーム 422＋ 22：01．91� 7．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 46，209，100円 複勝： 66，447，900円 枠連： 9，315，500円
馬連： 76，288，800円 馬単： 34，851，800円 ワイド： 58，734，100円
3連複： 103，965，900円 3連単： 165，008，800円 計： 560，821，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 620円 複 勝 � 310円 � 180円 � 190円 枠 連（5－8） 670円

馬 連 �� 2，430円 馬 単 �� 5，790円

ワ イ ド �� 710円 �� 1，040円 �� 450円

3 連 複 ��� 4，230円 3 連 単 ��� 28，530円

票 数

単勝票数 計 462091 的中 � 58782（3番人気）
複勝票数 計 664479 的中 � 45855（7番人気）� 109079（2番人気）� 98173（4番人気）
枠連票数 計 93155 的中 （5－8） 10619（1番人気）
馬連票数 計 762888 的中 �� 24315（15番人気）
馬単票数 計 348518 的中 �� 4514（35番人気）
ワイド票数 計 587341 的中 �� 21000（13番人気）�� 13747（19番人気）�� 35545（4番人気）
3連複票数 計1039659 的中 ��� 18403（22番人気）
3連単票数 計1650088 的中 ��� 4193（153番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．6―35．8―48．9―1：01．9―1：13．6―1：25．5―1：37．3―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

シャフトオブライト �
�
父 ディープスカイ �

�
母父 タイキシャトル デビュー 2017．12．2 阪神2着

2015．3．11生 牡5栗 母 ブ リ リ ン 母母 ダイヤモンドクイン 16戦2勝 賞金 28，420，000円



21069 8月9日 晴 良 （2札幌1） 第6日 第9競走 ��
��1，800�ラ イ ラ ッ ク 賞

発走14時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス（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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

68 レースガーデン 牝4芦 55 水口 優也金子真人ホール
ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 468＋ 21：47．8 4．3�

44 ヴァンランディ 牡4鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 456＋ 21：48．01� 2．1�
57 ルーチェデラヴィタ 牝3鹿 52 国分 恭介安原 浩司氏 西村 真幸 日高 広富牧場 452＋121：48．31	 17．3�
11 
 アーチキング �7鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 木村 哲也 米 Spendthrift

Farm, LLC 516－ 21：48．4	 7．0�
45 マ ハ ヴ ィ ル 牡5鹿 57 柴山 雄一 �社台レースホース上村 洋行 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 454＋ 41：48．5� 19．3	
56 シ ャ チ 牡3鹿 54 横山 和生中村 勝彦氏 小桧山 悟 新冠 松浦牧場 464＋ 4 〃 ハナ 23．3

711 ビックピクチャー 牝4鹿 55 藤岡 佑介廣崎利洋HD� 藤原 英昭 日高 Shall Farm 426＋10 〃 クビ 19．5�
33 クラサーヴィツァ 牝4栗 55 吉田 隼人椎名 節氏 武井 亮 洞湖 レイクヴィラファーム 458＋ 21：48．6クビ 12．3�
69 ワンダーコノシュア 牡4黒鹿57 石川裕紀人山本 能成氏 斎藤 誠 浦河 大島牧場 500＋ 6 〃 クビ 61．9
812 プレイヤーサムソン 牡7鹿 57 田辺 裕信嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 478－ 41：48．7クビ 20．6�
813 トモジャファイブ 牡4鹿 57 横山 武史吉冨 学氏 鈴木 伸尋 新ひだか 乾 皆雄 496－ 61：50．08 41．9�
710 ショーンガウアー �5栗 57 浜中 俊 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム B498－ 21：51．610 24．8�
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22 モンブランテソーロ 牡4鹿 57 大野 拓弥了德寺健二ホール

ディングス� 田中 博康 浦河 市川フアーム 486＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 58，208，800円 複勝： 82，603，700円 枠連： 15，823，800円
馬連： 100，023，700円 馬単： 48，316，100円 ワイド： 84，791，000円
3連複： 147，834，000円 3連単： 191，834，100円 計： 729，435，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 130円 � 120円 � 300円 枠 連（4－6） 430円

馬 連 �� 470円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 210円 �� 980円 �� 770円

3 連 複 ��� 2，460円 3 連 単 ��� 11，080円

票 数

単勝票数 差引計 582088（返還計 10021） 的中 � 107621（2番人気）
複勝票数 差引計 826037（返還計 14571） 的中 � 175958（2番人気）� 239564（1番人気）� 43085（5番人気）
枠連票数 差引計 158238（返還計 11758） 的中 （4－6） 28317（1番人気）
馬連票数 差引計1000237（返還計 74527） 的中 �� 162719（1番人気）
馬単票数 差引計 483161（返還計 30521） 的中 �� 32255（3番人気）
ワイド票数 差引計 847910（返還計 41310） 的中 �� 124964（1番人気）�� 19406（12番人気）�� 25027（8番人気）
3連複票数 差引計1478340（返還計177372） 的中 ��� 44889（6番人気）
3連単票数 差引計1918341（返還計224161） 的中 ��� 12544（24番人気）

ハロンタイム 12．4―12．0―12．1―12．0―12．3―12．2―11．9―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―36．5―48．5―1：00．8―1：13．0―1：24．9―1：36．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．8
1
3

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

2
4

・（10，13）9，8（7，1）（6，12）11（5，4）3・（13，9，8）（7，1）（6，12）（5，4，11）10，3
勝馬の
紹 介

レースガーデン �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2018．9．1 札幌1着

2016．5．11生 牝4芦 母 ウィンターコスモス 母母 ミスパスカリ 9戦3勝 賞金 42，900，000円
〔競走除外〕 モンブランテソーロ号は，疾病〔左前肢跛行〕のため装鞍所で競走除外。

21070 8月9日 曇 良 （2札幌1） 第6日 第10競走 ��
��1，200�H B C 賞

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

北海道放送賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 266，000円 76，000円 38，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

11 ショウナンマッシブ 牡6鹿 57 横山 武史国本 哲秀氏 田中 剛 新ひだか 西村 和夫 476＋ 21：09．0 4．4�
22 ファンシャン 牝4栃栗55 秋山 稔樹�ターフ・スポート畠山 吉宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 424＋ 4 〃 アタマ 4．6�
44 ナリノメジャー 牝6栗 55 田辺 裕信成塚 清志氏 上原 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－161：09．21� 11．0�
710 カステヘルミ 牝4黒鹿55 坂井 瑠星田頭 勇貴氏 岩戸 孝樹 日高 船越牧場 438－ 2 〃 ハナ 3．8�
68 ピースマインド 牡7鹿 57 藤岡 佑介小川 勲氏 宮 徹 日高 中原牧場 458＋10 〃 クビ 7．0�
812 ウインオルビット 牡5鹿 57 丹内 祐次	ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム B492＋ 21：09．41� 37．7

67 ノボベイビー 牡5栗 57 団野 大成	LS.M 天間 昭一 清水 小野瀬 竜馬 490－ 41：09．5	 10．3�
79 セントセシリア 牝4栗 55 菱田 裕二田所 英子氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 404＋ 21：09．71� 18．2�
33 プッシュアゲン 牡7栗 57 大野 拓弥浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 506＋ 41：09．8
 96．6
811� エムオータイショウ 牡4鹿 57 武 豊大浅 貢氏 千田 輝彦 日高 門別牧場 508＋ 41：10．01� 7．7�
56 ドヒョウギワ 牝5栗 55 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 494＋ 21：11．38 177．0�
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55 グランドピルエット 牝5鹿 55 横山 和生 �社台レースホース田村 康仁 千歳 社台ファーム 504＋ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 59，610，400円 複勝： 79，783，800円 枠連： 20，973，800円
馬連： 107，269，600円 馬単： 42，150，800円 ワイド： 71，399，200円
3連複： 121，124，900円 3連単： 146，181，500円 計： 648，494，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 440円 複 勝 � 150円 � 160円 � 280円 枠 連（1－2） 1，340円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 390円 �� 690円 �� 740円

3 連 複 ��� 3，070円 3 連 単 ��� 13，290円

票 数

単勝票数 差引計 596104（返還計 77326） 的中 � 106566（2番人気）
複勝票数 差引計 797838（返還計118866） 的中 � 153712（2番人気）� 139966（3番人気）� 57652（6番人気）
枠連票数 差引計 209738（返還計 465） 的中 （1－2） 12129（5番人気）
馬連票数 差引計1072696（返還計371392） 的中 �� 86426（3番人気）
馬単票数 差引計 421508（返還計144888） 的中 �� 15508（6番人気）
ワイド票数 差引計 713992（返還計248053） 的中 �� 49902（3番人気）�� 25741（6番人気）�� 23875（8番人気）
3連複票数 差引計1211249（返還計754627） 的中 ��� 29575（10番人気）
3連単票数 差引計1461815（返還計947517） 的中 ��� 7969（23番人気）

ハロンタイム 12．2―11．3―11．6―11．4―10．9―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．5―35．1―46．5―57．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．9
3 ・（4，10）（2，11）（7，12）1，8，3（6，9） 4 ・（4，10）11，2（7，12）（1，8）（3，9）－6

勝馬の
紹 介

ショウナンマッシブ �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 ウォーエンブレム デビュー 2016．6．4 東京4着

2014．2．26生 牡6鹿 母 ショウナンアヤカ 母母 ショウナンハピネス 43戦4勝 賞金 88，381，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔競走除外〕 グランドピルエット号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
※ドヒョウギワ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

２レース目



21071 8月9日 曇 良 （2札幌1） 第6日 第11競走 ��
��1，700�第25回エルムステークス（ＧⅢ）

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

札幌馬主協会会長賞・地方競馬全国協会理事長賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 511，000円 146，000円 73，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

813 タイムフライヤー 牡5鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 松田 国英 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 490＋ 61：43．4 3．0�

58 ウェスタールンド �8栗 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488＋ 81：43．72 4．2�
610 アナザートゥルース �6栗 58 大野 拓弥 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B484± 01：43．8	 11．1�
712 ハイランドピーク 牡6青鹿56 横山 和生島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ

スティファーム 470－ 41：44．01 10．2	
34 ワンダーリーデル 牡7鹿 57 横山 典弘山本 能成氏 安田 翔伍 浦河 大島牧場 532＋ 6 〃 クビ 21．6

711 ア ル ク ト ス 牡5鹿 56 田辺 裕信山口功一郎氏 栗田 徹 新冠 須崎牧場 546－121：44．1クビ 12．5�
22 エアスピネル 牡7栗 56 武 豊 �ラッキーフィールド笹田 和秀 千歳 社台ファーム 488± 0 〃 クビ 6．3�
57 ワイルドカード 牡6鹿 56 北村 宏司ゴドルフィン 木村 哲也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 532－141：44．2
 42．1
45 アディラート 牡6黒鹿56 吉田 隼人安原 浩司氏 須貝 尚介 新ひだか タガミファーム B508－ 21：44．83
 36．3�
46 リアンヴェリテ 牡6鹿 56 国分 恭介加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 484－ 2 〃 クビ 17．2�
69 ロードゴラッソ 牡5青 57 池添 謙一 �ロードホースクラブ 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 482＋ 81：45．11	 39．3�
814� バスカヴィル 牡6鹿 56 浜中 俊ゴドルフィン 加藤 征弘 米

Tenth Street
Stables, LLC &
Darley

482－ 41：45．52
 55．2�
33 サトノティターン 牡7黒鹿56 藤岡 康太里見 治紀氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B584＋ 21：45．92
 19．0�
11 ヒラボクラターシュ 牡5鹿 56 横山 武史�平田牧場 大久保龍志 浦河 辻 牧場 530＋ 71：47．07 69．7�
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売 得 金
単勝： 238，560，300円 複勝： 310，423，900円 枠連： 95，709，200円
馬連： 658，231，900円 馬単： 244，363，800円 ワイド： 477，906，500円
3連複： 1，254，776，200円 3連単： 1，409，493，700円 計： 4，689，465，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 150円 � 260円 枠 連（5－8） 800円

馬 連 �� 900円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 380円 �� 730円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 9，480円

票 数

単勝票数 計2385603 的中 � 625478（1番人気）
複勝票数 計3104239 的中 � 641699（1番人気）� 588387（2番人気）� 238099（5番人気）
枠連票数 計 957092 的中 （5－8） 92400（2番人気）
馬連票数 計6582319 的中 �� 563994（1番人気）
馬単票数 計2443638 的中 �� 117146（1番人気）
ワイド票数 計4779065 的中 �� 339093（1番人気）�� 160999（7番人気）�� 191090（5番人気）
3連複票数 計12547762 的中 ��� 349893（3番人気）
3連単票数 計14094937 的中 ��� 107744（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．9―30．3―42．7―55．0―1：07．2―1：19．4―1：31．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タイムフライヤー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2017．8．6 新潟2着

2015．2．1生 牡5鹿 母 タイムトラベリング 母母 ジョリーザザ 20戦5勝 賞金 198，258，000円

21072 8月9日 晴 良 （2札幌1） 第6日 第12競走 ��1，200�3歳以上1勝クラス
発走16時10分 （芝・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 1，500，000
1，500，000

円
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

59 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 B446＋ 41：08．9 2．4�
48 イリスファルコン 牝6鹿 55 横山 和生菅原 広隆氏 南田美知雄 浦河 小島牧場 428＋ 4 〃 クビ 14．3�
11 ヤマニンプレシオサ 牝3黒鹿52 酒井 学土井 肇氏 星野 忍 浦河 廣田 光夫 468－ 41：09．0� 15．2�
47 ナタラディーヴァ 牝4黒鹿55 横山 武史加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 444＋ 6 〃 同着 40．6�
36 アセンダント 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 田島 俊明 新ひだか 加野牧場 B464＋ 2 〃 クビ 16．9�
611 グラウシュトラール 牡4芦 57 田辺 裕信 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 大竹 正博 日高 碧雲牧場 484＋101：09．1� 17．6	
23 グランフェスタ 牡3黒鹿54 菱田 裕二市川義美ホール

ディングス� 上村 洋行 浦河 伏木田牧場 B436－ 41：09．2� 20．0

24 ムーンフェアリー 牝3栗 52

49 ▲秋山 稔樹村山 卓也氏 岩戸 孝樹 浦河 高村牧場 454＋ 4 〃 同着 65．2�
12 セレンディピア 牡3鹿 54

53 ☆団野 大成 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 尾形 和幸 日高 日西牧場 462± 01：09．3� 16．2�

35 リインフォース 牡3黒鹿 54
52 △亀田 温心ディアレストクラブ� 石坂 公一 浦河 谷川牧場 458－ 2 〃 クビ 6．7

816 グレイトゲイナー 牡3青鹿54 松田 大作田中 慶治氏 森 秀行 浦河 谷川牧場 462＋ 61：09．4クビ 7．3�
612 クルークヴァール 牡5鹿 57 池添 謙一林 正道氏 浅見 秀一 安平 ノーザンファーム B474＋ 21：09．5� 9．8�
714 フジマサディープ 牡4鹿 57 勝浦 正樹藤原 正一氏 菊川 正達 新ひだか 山岸 康 486－ 4 〃 クビ 70．2�
713 シルヴァーメテオ 牡6芦 57 吉田 隼人ライオンレースホース� 加藤 和宏 浦河 宮内牧場 494＋ 61：09．71 45．0�
815 ネオアンビシャス 牝3青鹿52 国分 恭介 �ユートピア牧場 林 徹 むかわ 上水牧場 460＋ 41：09．8� 162．2�
510 エイカイキャロル 牝4鹿 55 坂井 瑠星二木 英德氏 坂口 智康 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B468＋ 61：11．07 73．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 86，938，000円 複勝： 120，609，500円 枠連： 39，248，600円
馬連： 191，900，600円 馬単： 75，390，000円 ワイド： 151，185，700円
3連複： 314，672，800円 3連単： 349，707，200円 計： 1，329，652，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 110円 � 230円 �
�

330円
540円 枠 連（4－5） 1，160円

馬 連 �� 1，640円 馬 単 �� 2，560円

ワ イ ド �� 340円 ��
��

530円
1，000円

��
��

1，730円
2，450円

3 連 複 ���
���

4，320円
7，510円 3 連 単 ���

���
15，000円
26，510円

票 数

単勝票数 計 869380 的中 � 282695（1番人気）
複勝票数 計1206095 的中 �

�
356526
29346

（1番人気）
（11番人気）

� 89525（4番人気）� 52681（8番人気）

枠連票数 計 392486 的中 （4－5） 26154（4番人気）
馬連票数 計1919006 的中 �� 90370（5番人気）
馬単票数 計 753900 的中 �� 22024（7番人気）
ワイド票数 計1511857 的中 ��

��
77646
12613

（3番人気）
（33番人気）

��
��

45673
8752
（6番人気）
（50番人気）

�� 22427（17番人気）

3連複票数 計3146728 的中 ��� 27375（24番人気）��� 15634（42番人気）
3連単票数 計3497072 的中 ��� 8456（70番人気）��� 4776（150番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―11．4―11．5―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―45．5―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

エイカイマドンナ �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2017．8．5 新潟5着

2015．5．20生 牝5鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 17戦2勝 賞金 22，700，000円
〔制裁〕 エイカイマドンナ号の騎手藤岡佑介は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：7番・10

番）
イリスファルコン号の騎手横山和生は，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30，000円。（被害馬：14番・

15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。
（非抽選馬） 1頭 ポーカークイーン号

４レース目



（2札幌1）第6日 8月9日（日曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 148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

230，080，000円
3，020，000円
24，010，000円
1，520，000円
26，110，000円
63，069，000円
4，308，000円
1，420，800円

勝馬投票券売得金
814，194，800円
1，143，659，700円
238，509，300円
1，569，402，800円
670，931，400円
1，224，813，400円
2，592，992，200円
3，201，299，000円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 11，455，802，600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6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。



令和2年度 第1回札幌競馬 総計

競走回数 72回 出走延頭数 827頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

1，256，860，000円
36，700，000円
142，810，000円
8，180，000円
137，210，000円
353，066，000円
23，218，500円
7，939，200円

勝馬投票券売得金
4，457，718，700円
6，278，082，800円
1，198，125，600円
7，811，522，300円
3，538，921，200円
6，183，967，000円
12，423，643，100円
16，924，720，700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 58，816，701，400円

総入場延人員 0名 （有料入場延人員 0名）

特 記 事 項
第 1回札幌競馬は，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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