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16025 6月19日 晴 良 （3札幌1） 第3日 第1競走 1，200�3歳未勝利
発走9時50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
1：07．5
1：06．5

良
良

12 ミトグラフィア 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心�G1レーシング 高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 408± 01：08．4 40．2�

611 ララマカロン 牝3鹿 54 大野 拓弥フジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム B466－ 4 〃 ハナ 4．7�
（法942）

24 カワカミカリーナ 牝3青鹿 54
52 △泉谷 楓真 �三石川上牧場 本田 優 新ひだか 三石川上牧場 462＋ 41：08．61 3．0�

23 ロ ゼ ク ラ ン 牝3黒鹿54 団野 大成水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 448＋10 〃 クビ 9．1�
510 マニトゥーリン 牝3栗 54

51 ▲小沢 大仁�G1レーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 428＋ 81：08．81� 62．1	
714 トミケンサルタール 牝3黒鹿54 坂井 瑠星佐野 信幸氏 尾形 和幸 新ひだか 片山牧場 456＋ 81：09．11� 29．7

11 キョウエイノータス 牝3鹿 54 菱田 裕二田中 晴夫氏 中川 公成 新冠 山岡牧場 404－ 41：09．2� 53．9�
36 ウォーターリリー 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 464＋ 4 〃 アタマ 38．4�
612 サ ン ミ ラ ー 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人諸岡 慶氏 堀井 雅広 日高 北田 剛 440± 01：09．3� 12．9
713 トゥールアンレール 牝3黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 400＋10 〃 クビ 7．1�
48 クールシラユリ 牝3青鹿54 菊沢 一樹村島 昭男氏 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 438＋101：09．4アタマ 109．6�
816 ウヒョウノヒビキ 牝3鹿 54 横山 和生矢野 琢也氏 小野 次郎 新冠 協和牧場 418 ― 〃 アタマ 99．2�
47 キタノフェスタ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大北所 直人氏 天間 昭一 日高 シンボリ牧場 380－ 61：09．5クビ 222．4�
815 オマツリサンバ 牝3鹿 54

50 ★永島まなみ上山 牧氏 高橋 康之 浦河 高昭牧場 444＋181：10．35 41．9�
35 フルオブハピネス 牝3鹿 54

52 △山田 敬士�日進牧場 粕谷 昌央 浦河 日進牧場 422－101：10．51� 245．4�
59 ミスティックアイル 牝3鹿 54 吉田 隼人 �ニッシンホール

ディングス 牧浦 充徳 安平 ノーザンファーム 448± 01：10．6クビ 4．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 29，386，900円 複勝： 47，200，600円 枠連： 9，989，400円
馬連： 48，676，000円 馬単： 21，708，100円 ワイド： 50，639，400円
3連複： 88，607，000円 3連単： 81，718，800円 計： 377，926，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，020円 複 勝 � 650円 � 160円 � 140円 枠 連（1－6） 3，600円

馬 連 �� 8，290円 馬 単 �� 25，430円

ワ イ ド �� 1，830円 �� 1，560円 �� 340円

3 連 複 ��� 7，170円 3 連 単 ��� 90，590円

票 数

単勝票数 計 293869 的中 � 5844（9番人気）
複勝票数 計 472006 的中 � 12363（8番人気）� 81095（2番人気）� 111342（1番人気）
枠連票数 計 99894 的中 （1－6） 2148（11番人気）
馬連票数 計 486760 的中 �� 4547（24番人気）
馬単票数 計 217081 的中 �� 640（65番人気）
ワイド票数 計 506394 的中 �� 6610（19番人気）�� 7814（16番人気）�� 43196（2番人気）
3連複票数 計 886070 的中 ��� 9257（20番人気）
3連単票数 計 817188 的中 ��� 654（281番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．5―11．3―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．1―56．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ミトグラフィア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．12．26 中山13着

2018．3．23生 牝3鹿 母 ディオベルタ 母母 ディオニージア 3戦1勝 賞金 5，100，000円

16026 6月19日 晴 良 （3札幌1） 第3日 第2競走 1，700�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
1：40．9
1：40．9

重
重

711 ロンズデーライト 牡3鹿 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 494－ 81：47．8 4．9�
11 ウォリアープライド 牡3鹿 56 横山 和生名古屋友豊� 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 464－ 61：48．54 3．2�
22 メイショウケンジャ 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好雄氏 高橋 亮 浦河 まるとみ冨岡牧場 B494± 01：48．92 4．9�
812 セ ル ヴ ォ 牡3鹿 56 国分 恭介奥 裕嗣氏 大根田裕之 新ひだか 橋本牧場 464＋ 21：49．11� 24．5�
710 ガリレオインパクト 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 C．フィプケ氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 444± 0 〃 アタマ 6．2	
45 ブラッティーキッド 牡3栗 56 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新ひだか 高橋フアーム 498－ 81：49．3� 26．8

57 ヤマイチキャプテン 牡3栗 56

53 ▲横山 琉人坂本 肇氏 大江原 哲 新冠 村田牧場 494－ 21：49．61� 51．1�
44 バ ケ ル 牡3青鹿 56

55 ☆亀田 温心ケーエスHD 平田 修 新冠 小泉牧場 486－ 41：50．02� 28．7�
33 ラトゥールレディー 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁田畑 利彦氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B486＋ 2 〃 クビ 61．6
68 ラストストーリー 牡3鹿 56

54 △山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 420＋ 61：50．31� 33．8�
69 ニシノワクテカ 牡3青 56 勝浦 正樹西山 茂行氏 的場 均 新冠 中山 高鹿康 454－121：50．51� 6．7�
813 シルヴェラード 牡3鹿 56 坂井 瑠星岡田 隆寛氏 田島 俊明 新ひだか 高橋フアーム 428－ 61：50．71� 144．1�
56 テキサスブロンコ 牡3鹿 56 大野 拓弥山田 弘氏 高木 登 新冠 新冠橋本牧場 458－ 21：51．55 23．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 25，618，600円 複勝： 41，837，700円 枠連： 8，439，900円
馬連： 39，035，900円 馬単： 19，087，100円 ワイド： 40，876，800円
3連複： 66，309，000円 3連単： 72，491，900円 計： 313，696，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 210円 � 130円 � 130円 枠 連（1－7） 480円

馬 連 �� 1，050円 馬 単 �� 2，370円

ワ イ ド �� 480円 �� 640円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，630円 3 連 単 ��� 8，930円

票 数

単勝票数 計 256186 的中 � 41749（2番人気）
複勝票数 計 418377 的中 � 39456（5番人気）� 91196（2番人気）� 94420（1番人気）
枠連票数 計 84399 的中 （1－7） 13564（1番人気）
馬連票数 計 390359 的中 �� 28653（2番人気）
馬単票数 計 190871 的中 �� 6017（7番人気）
ワイド票数 計 408768 的中 �� 21177（4番人気）�� 14951（8番人気）�� 42528（1番人気）
3連複票数 計 663090 的中 ��� 30382（3番人気）
3連単票数 計 724919 的中 ��� 5883（13番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．8―43．9―56．8―1：09．2―1：21．8―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ロンズデーライト �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Vindication デビュー 2021．2．7 小倉8着

2018．5．10生 牡3鹿 母 ダストアンドダイヤモンズ 母母 Majestically 2戦1勝 賞金 5，100，000円

第１回 札幌競馬 第３日



16027 6月19日 晴 良 （3札幌1） 第3日 第3競走 ��2，600�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
2：37．6
2：35．1

良
良

69 エルディアブロ 牡3黒鹿56 団野 大成 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B446± 02：40．8 3．9�
710 ブレスオブライフ 牡3鹿 56 荻野 琢真�フクキタル 寺島 良 新冠 パカパカ

ファーム 464＋122：40．9� 36．9�
11 マッソニアーナ 牡3黒鹿 56

52 ★永島まなみ水野 淳氏 松下 武士 日高 中前牧場 454－ 42：41．32� 5．1�
56 ポ ン フ ー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹�ラ・メール 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 492－ 2 〃 アタマ 81．0�
45 � グレイシャーベイ 牡3鹿 56

54 △泉谷 楓真ゴドルフィン 浅見 秀一 愛 Tinnakill
Bloodstock Ltd 454＋102：41．5� 4．1	

812� ジャストフィット 牡3栗 56 横山 和生嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond
Creek Farm 500－ 6 〃 ハナ 37．7


44 ブ ラ イ エ ス 牝3黒鹿54 国分 恭介�ノースヒルズ 高野 友和 新冠 株式会社
ノースヒルズ 446＋14 〃 アタマ 71．0�

22 サンマルビクトリー 牡3青鹿56 古川 吉洋相馬 勇氏 牧浦 充徳 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 498－ 82：41．71� 50．4�

33 レッドクラーガ 牡3鹿 56 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 444－102：42．76 28．7
813 ラジェドール 牡3芦 56 大野 拓弥根岸 朋弘氏 小笠 倫弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 498＋ 8 〃 クビ 20．8�
57 � コーズウェイヘッド 牝3栗 54 坂井 瑠星ゴドルフィン 	島 一歩 米 Hartley/De Renzo

Thoroughbreds 488－ 22：42．8� 15．9�
68 スパークフューチャ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 424＋ 22：42．9� 23．4�
711 ワセダハーツ 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁大冨 智弘氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 426＋ 22：45．5大差 3．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 27，096，800円 複勝： 33，152，300円 枠連： 5，938，600円
馬連： 33，977，100円 馬単： 15，930，600円 ワイド： 34，030，500円
3連複： 56，448，300円 3連単： 63，246，500円 計： 269，820，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 600円 � 180円 枠 連（6－7） 500円

馬 連 �� 10，960円 馬 単 �� 13，890円

ワ イ ド �� 3，560円 �� 700円 �� 2，260円

3 連 複 ��� 15，030円 3 連 単 ��� 87，670円

票 数

単勝票数 計 270968 的中 � 55511（2番人気）
複勝票数 計 331523 的中 � 55497（2番人気）� 10889（9番人気）� 52620（4番人気）
枠連票数 計 59386 的中 （6－7） 9160（1番人気）
馬連票数 計 339771 的中 �� 2401（32番人気）
馬単票数 計 159306 的中 �� 860（47番人気）
ワイド票数 計 340305 的中 �� 2376（38番人気）�� 13147（6番人気）�� 3788（26番人気）
3連複票数 計 564483 的中 ��� 2816（45番人気）
3連単票数 計 632465 的中 ��� 523（272番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―25．5―38．0―50．8―1：02．9―1：14．6―1：26．7―1：38．9―1：51．2―2：03．3―2：15．5―2：28．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→	→�」 上り4F49．6―3F37．5
1
�
5（7，11，12）－4（1，9）－2，6－8，10，13－3
5（7，12）－（4，9）－（1，11，6）2，8，10＝3，13

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

勝馬の
紹 介

エルディアブロ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．2．20 阪神10着

2018．3．25生 牡3黒鹿 母 アプリコットフィズ 母母 マンハッタンフィズ 4戦1勝 賞金 7，870，000円

16028 6月19日 曇 良 （3札幌1） 第3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

79 ディーエスボンバー 牡3黒鹿56 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 476－ 41：47．1 11．5�
67 ジョークラッシャー �3鹿 56 荻野 琢真岡 浩二氏 大久保龍志 安平 追分ファーム 546＋ 81：47．31� 1．8�
55 エアセイラン 牡3黒鹿56 池添 謙一 �ラッキーフィールド田中 博康 様似 スイートフアーム B484－ 21：48．04 4．6�
33 キタノプレアー 牡3栗 56

54 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 平取 びらとり牧場 462－ 21：48．74 234．1�
68 アブルマドール 牡3黒鹿56 横山 和生 �サンデーレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 478－ 61：49．55 11．5	
710 フォトンストリーム 牡3鹿 56 黛 弘人幡 有氏 浅野洋一郎 日高 増尾牧場 406＋ 2 〃 ハナ 355．9

44 マーブルウェイ 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁下村 直氏 西園 正都 新冠 石郷岡 五月 B460－ 21：50．13� 41．5�
56 ミスズメジャー 牡3栗 56 古川 吉洋永井 啓弍氏 上村 洋行 浦河 富田牧場 472＋ 8 〃 アタマ 18．2�
11 メイショウムート 牡3鹿 56

52 ★永島まなみ松本 好雄氏 渡辺 薫彦 浦河 本巣 敦 436－ 81：50．31 37．3
812 メイショウシンウチ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 484＋ 81：50．72� 5．5�
22 ビクトリージャック 牡3青鹿 56

55 ☆亀田 温心ライオンレースホース� 高橋 義忠 むかわ 市川牧場 500－ 21：51．76 153．0�
811 マイネルニゲラ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 小笠 倫弘 新冠 石郷岡 五月 496－ 21：52．87 62．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 32，169，800円 複勝： 37，353，100円 枠連： 9，998，000円
馬連： 37，338，400円 馬単： 21，158，500円 ワイド： 36，973，200円
3連複： 62，412，400円 3連単： 88，234，500円 計： 325，637，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，150円 複 勝 � 200円 � 110円 � 150円 枠 連（6－7） 1，060円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 2，690円

ワ イ ド �� 320円 �� 520円 �� 230円

3 連 複 ��� 1，140円 3 連 単 ��� 11，990円

票 数

単勝票数 計 321698 的中 � 22321（5番人気）
複勝票数 計 373531 的中 � 35156（5番人気）� 111283（1番人気）� 60533（2番人気）
枠連票数 計 99980 的中 （6－7） 7245（4番人気）
馬連票数 計 373384 的中 �� 30433（3番人気）
馬単票数 計 211585 的中 �� 5899（9番人気）
ワイド票数 計 369732 的中 �� 29064（3番人気）�� 16176（8番人気）�� 46224（1番人気）
3連複票数 計 624124 的中 ��� 40898（2番人気）
3連単票数 計 882345 的中 ��� 5332（38番人気）

ハロンタイム 6．9―10．9―11．8―12．4―12．6―12．9―13．2―13．0―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．8―29．6―42．0―54．6―1：07．5―1：20．7―1：33．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F52．5―3F39．6
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ディーエスボンバー �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2020．7．19 阪神9着

2018．3．27生 牡3黒鹿 母 マロトウショウ 母母 ロゼトウショウ 11戦1勝 賞金 7，700，000円
〔制裁〕 ディーエスボンバー号の騎手菱田裕二は，4コーナーで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番・11番）
〔その他〕 マイネルニゲラ号は，4コーナーで他の馬の影響を受けたため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔3走成績による出走制限〕 ビクトリージャック号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月19日まで平地競走に出走で

きない。



16029 6月19日 曇 良 （3札幌1） 第3日 第5競走 1，200�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

牝；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
1：08．9
1：07．5

良
良

67 ポメランチェ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介 �社台レースホース牧田 和弥 千歳 社台ファーム 392 ―1：07．9レコード 7．1�
811 ナムラリコリス 牝2芦 54

52 △泉谷 楓真奈村 睦弘氏 大橋 勇樹 浦河 桑田 正己 464 ―1：08．54 15．7�
55 フリートオブフット 牝2鹿 54 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 442 ―1：09．03 4．1�
44 ロジマギーゴー 牝2栗 54 吉田 隼人久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444 ―1：09．1� 9．9�
11 ミ ウ ィ 牝2鹿 54 古川 吉洋�ORTEGA 大江原 哲 新冠 柏木 一則 424 ―1：09．2アタマ 52．7	
68 コスモツカサ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 428 ―1：09．3� 4．7

79 ワンエルメス 牝2栗 54

50 ★永島まなみ嶋田 賢氏 手塚 貴久 日高 門別牧場 450 ―1：09．51� 7．4�
56 ニシノタマユラ 牝2黒鹿54 黛 弘人西山 茂行氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 456 ―1：09．82 8．5�
812 ア ン ド レ ア 牝2青鹿54 団野 大成�高橋ファーム 茶木 太樹 新ひだか 高橋フアーム 452 ―1：10．65 54．6
33 ロングセラーアスク 牝2鹿 54 荻野 琢真廣崎利洋HD� 梅田 智之 平取 株式会社

ASK STUD 376 ―1：10．81 11．2�
22 ユ メ コ イ 牝2栗 54 池添 謙一古賀 禎彦氏 飯田 祐史 新ひだか 築紫 洋 408 ―1：11．33 24．9�
710 パラディネーヴェ 牝2青鹿54 大野 拓弥亀岡 和彦氏 田中 剛 千歳 社台ファーム 420 ―1：12．910 94．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 44，848，300円 複勝： 42，994，800円 枠連： 9，266，200円
馬連： 47，397，900円 馬単： 22，136，700円 ワイド： 40，996，000円
3連複： 72，685，400円 3連単： 81，910，500円 計： 362，235，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 230円 � 360円 � 170円 枠 連（6－8） 1，620円

馬 連 �� 4，470円 馬 単 �� 8，350円

ワ イ ド �� 1，420円 �� 490円 �� 1，290円

3 連 複 ��� 6，540円 3 連 単 ��� 41，760円

票 数

単勝票数 計 448483 的中 � 53256（3番人気）
複勝票数 計 429948 的中 � 48216（3番人気）� 25813（8番人気）� 80115（2番人気）
枠連票数 計 92662 的中 （6－8） 4410（9番人気）
馬連票数 計 473979 的中 �� 8202（23番人気）
馬単票数 計 221367 的中 �� 1988（40番人気）
ワイド票数 計 409960 的中 �� 7160（24番人気）�� 22781（2番人気）�� 7878（20番人気）
3連複票数 計 726854 的中 ��� 8324（25番人気）
3連単票数 計 819105 的中 ��� 1422（164番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―10．8―11．5―11．2―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．8―33．6―45．1―56．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ポメランチェ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2019．2．13生 牝2黒鹿 母 オレンジティアラ 母母 オレンジブロッサム 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔その他〕 パラディネーヴェ号は，1着馬がレコードタイムであったため，「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。

16030 6月19日 曇 良 （3札幌1） 第3日 第6競走 ��1，000�2歳新馬
発走12時45分 （ダート・右）

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

中央レコード
58．5
57．7

良
重

77 アーリーレッグ 牡2鹿 54 横山 武史岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 446 ―1：01．5 1．8�
44 エムティゲラン 牡2栗 54 横山 和生�門別牧場 小野 次郎 浦河 富菜牧場 436 ―1：01．6� 7．3�
22 タマモベローナ 牝2鹿 54 菱田 裕二タマモ� 高橋 亮 新冠 小泉牧場 466 ―1：02．02� 14．3�
33 ニシノフウジン 牡2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 446 ―1：02．21� 3．9�
66 アドレマピュス 牝2栗 54 吉田 隼人ディアレストクラブ� 田村 康仁 浦河 松栄牧場 B462 ―1：02．3� 14．9�
11 ミュージアムピース 牡2鹿 54 黛 弘人	ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム 432 ―1：02．72� 29．1

55 ストリッパーズ 牝2栗 54 竹之下智昭岡田 隆寛氏 武 英智 新ひだか 岡田 猛 390 ―1：03．12� 15．8�
88 アイノビューティー 牝2栗 54

51 ▲小林 凌大ライフエンタープライズ� 中野 栄治 浦河 浦河小林牧場 452 ―1：03．2クビ 51．8�
（8頭）

売 得 金
単勝： 32，530，400円 複勝： 25，260，000円 枠連： 発売なし
馬連： 28，102，400円 馬単： 19，349，300円 ワイド： 21，010，100円
3連複： 35，647，300円 3連単： 81，435，000円 計： 243，334，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 160円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 600円

ワ イ ド �� 220円 �� 400円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，580円 3 連 単 ��� 3，610円

票 数

単勝票数 計 325304 的中 � 148607（1番人気）
複勝票数 計 252600 的中 � 112521（1番人気）� 29775（3番人気）� 16850（5番人気）
馬連票数 計 281024 的中 �� 41446（2番人気）
馬単票数 計 193493 的中 �� 23799（2番人気）
ワイド票数 計 210101 的中 �� 28088（2番人気）�� 12747（6番人気）�� 5591（12番人気）
3連複票数 計 356473 的中 ��� 16822（6番人気）
3連単票数 計 814350 的中 ��� 16312（7番人気）

ハロンタイム 12．8―11．7―12．3―12．1―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．8―24．5―36．8―48．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．7―3F37．0
3 6，7，4，5－2－3（1，8） 4 ・（6，7）4－（2，5）－3－（1，8）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

アーリーレッグ 
�
父 マジェスティックウォリアー 

�
母父 スズカマンボ 初出走

2019．3．22生 牡2鹿 母 ピッチシフター 母母 サンディシフター 1戦1勝 賞金 7，000，000円



16031 6月19日 曇 良 （3札幌1） 第3日 第7競走 1，800�3歳未勝利
発走13時15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
1：45．7
1：43．9

良
良

45 ウインチェレステ 牡3鹿 56 横山 武史�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 482＋ 41：47．3 2．0�
712 ウィリアムバローズ 牡3鹿 56 菱田 裕二猪熊 広次氏 上村 洋行 日高 中原牧場 492－ 81：47．51� 28．7�
34 メイショウオニユリ 牝3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 日高 ヤナガワ牧場 434－ 81：47．6� 3．1�
22 アダムスマイリー 牡3黒鹿56 大野 拓弥廣崎 双葉氏 青木 孝文 平取 株式会社

ASK STUD 450± 0 〃 アタマ 14．4�
610 エルファシル 牡3青鹿56 坂井 瑠星山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新ひだか タイヘイ牧場 464± 01：47．91� 11．5�
46 クロスオブドリーム 牡3鹿 56 松田 大作 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 清水 久詞 新ひだか グローリーファーム 484－ 21：48．0� 32．8	
33 グレートフォーユー 牡3黒鹿 56

54 △泉谷 楓真 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 482＋24 〃 アタマ 85．9


57 ケイティミシェル 牝3鹿 54
51 ▲小林 凌大瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 曾我 博 408－ 21：48．1� 68．1�

58 シーチェンジ 牝3栗 54 団野 大成吉田 晴哉氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 420＋ 21：48．52� 32．8�

69 ブラックジャッカル �3青鹿56 吉田 隼人中村 昭博氏 須貝 尚介 安平 追分ファーム B464－ 21：48．61 9．1
11 ナイトエクスプレス 牡3黒鹿 56

54 △秋山 稔樹石瀬 浩三氏 牧 光二 新ひだか 三木田牧場 484－ 41：48．91� 29．0�
813 リトルロータス 牝3鹿 54

52 △山田 敬士榊原源一郎氏 松永 康利 新冠 オリエント牧場 388± 01：49．11 327．5�
711 ク ロ メ 牝3鹿 54 横山 和生程田 真司氏 小野 次郎 日高 荒井ファーム 414－16 〃 クビ 169．9�
814 ヴィンランド 牡3鹿 56 藤岡 佑介吉田 勝己氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 470 ―1：53．7大差 66．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，588，600円 複勝： 58，587，600円 枠連： 7，877，900円
馬連： 37，350，900円 馬単： 21，475，400円 ワイド： 36，449，600円
3連複： 59，616，400円 3連単： 88，266，900円 計： 342，213，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 390円 � 150円 枠 連（4－7） 1，830円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 3，180円

ワ イ ド �� 720円 �� 210円 �� 1，110円

3 連 複 ��� 2，950円 3 連 単 ��� 13，210円

票 数

単勝票数 計 325886 的中 � 128036（1番人気）
複勝票数 計 585876 的中 � 265135（1番人気）� 18344（7番人気）� 82562（2番人気）
枠連票数 計 78779 的中 （4－7） 3322（7番人気）
馬連票数 計 373509 的中 �� 11956（8番人気）
馬単票数 計 214754 的中 �� 5060（11番人気）
ワイド票数 計 364496 的中 �� 11490（8番人気）�� 56325（1番人気）�� 7232（15番人気）
3連複票数 計 596164 的中 ��� 15134（8番人気）
3連単票数 計 882669 的中 ��� 4843（32番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―23．9―36．1―48．5―1：00．8―1：12．6―1：24．2―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ウインチェレステ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Fusaichi Pegasus デビュー 2020．11．29 東京2着

2018．6．4生 牡3鹿 母 コスモチェーロ 母母 Shorwon 5戦1勝 賞金 11，200，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィンランド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年7月19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〕 ブラックジャッカル号・リトルロータス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年8月19日まで平

地競走に出走できない。

16032 6月19日 曇 良 （3札幌1） 第3日 第8競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時45分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

44 � ワルツフォーラン 牝4青鹿55 丹内 祐次松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 B460－ 5 59．0 42．9�
79 ジェットエンブレム 牡3栗 54

51 ▲小沢 大仁犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 498＋ 6 59．21� 4．0�
56 ヒートライトニング 牝4栗 55

52 ▲横山 琉人藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B464＋ 8 59．41� 13．3�
11 	 カ ク シ ン 牡4黒鹿57 吉田 隼人風早 信昭氏 森 秀行 米

Thomas Scucci, Renee
Scucci, Dividing Ridge
Farm LLC & Doug Smith

526＋10 59．71� 20．5�
68 イマジンヨウコ 牝3鹿 52

50 △泉谷 楓真薪浦 亨氏 武 英智 新冠 松浦牧場 B460＋ 4 〃 ハナ 3．4�
67 ブルースコード 牡3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大 �ビクトリーホースランチ 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 478＋ 2 59．8� 4．2	

710 サンマルセレッソ 牝3鹿 52
50 △山田 敬士相馬 勇氏 中野 栄治 平取 びらとり牧場 430＋ 2 〃 ハナ 16．3


33 テイエムメロディー 牝5鹿 55
51 ★永島まなみ竹園 正繼氏 木原 一良 浦河 多田 善弘 484－ 6 59．9� 6．6�

812 ク リ オ ズ ナ 牝3栗 52
50 △秋山 稔樹 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 428＋ 2 〃 クビ 19．1�

22 メイショウゼッケイ 牝5栗 55
52 ▲西谷 凜松本 好雄氏 梅田 智之 浦河 岡部牧場 428＋ 81：00．21� 40．6

811 トモジャバロンド 牡5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 500＋111：00．83� 39．8�
55 ブレイヴガール 牝4黒鹿55 坂井 瑠星西森 功氏 吉田 直弘 新冠 隆栄牧場 450－ 81：02．410 61．1�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，058，100円 複勝： 36，187，600円 枠連： 6，963，100円
馬連： 41，368，800円 馬単： 19，009，700円 ワイド： 40，096，200円
3連複： 66，232，300円 3連単： 81，221，600円 計： 322，137，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，290円 複 勝 � 800円 � 160円 � 360円 枠 連（4－7） 7，470円

馬 連 �� 15，180円 馬 単 �� 25，590円

ワ イ ド �� 3，890円 �� 9，280円 �� 1，190円

3 連 複 ��� 63，600円 3 連 単 ��� 507，630円

票 数

単勝票数 計 310581 的中 � 5789（11番人気）
複勝票数 計 361876 的中 � 9249（10番人気）� 76011（1番人気）� 23855（5番人気）
枠連票数 計 69631 的中 （4－7） 722（20番人気）
馬連票数 計 413688 的中 �� 2112（41番人気）
馬単票数 計 190097 的中 �� 557（75番人気）
ワイド票数 計 400962 的中 �� 2628（39番人気）�� 1090（58番人気）�� 8942（13番人気）
3連複票数 計 662323 的中 ��� 781（140番人気）
3連単票数 計 812216 的中 ��� 116（921番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．7―11．9―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．4―35．1―47．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ワルツフォーラン �
�
父 ワイルドワンダー �

�
母父 テイエムオペラオー

2017．3．5生 牝4青鹿 母 スイートパッセ 母母 カフェショコラ 2戦1勝 賞金 7，600，000円
初出走 JRA

※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サウンドブライアン号



16033 6月19日 曇 良 （3札幌1） 第3日 第9競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走14時15分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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

810 ポールスター 牡3鹿 54 横山 和生林 正道氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 514± 01：46．4 2．9�
77 モ ズ マ ゾ ク 牡3青 54

51 ▲小林 凌大 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 492± 0 〃 アタマ 2．7�
11 カネコメノボル �4栗 57 川又 賢治髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 アサヒ牧場 422－101：46．5クビ 6．4�
66 ドラウプニル �5鹿 57 横山 武史吉田 勝己氏 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 480± 01：46．71� 12．6�
78 トーセンエディ 牡3黒鹿54 菊沢 一樹島川 �哉氏 武市 康男 日高 有限会社 エ

スティファーム 536－ 81：47．01� 21．3	
89 シ ェ ー ン 牝4芦 55

53 △秋山 稔樹�ノースヒルズ 角田 晃一 新冠 株式会社
ノースヒルズ 482＋ 41：48．27 40．9


33 モノポリーアイズ 牝4黒鹿 55
51 ★永島まなみ吉田 照哉氏 武井 亮 千歳 社台ファーム B440－ 81：48．52 12．9�

22 キ ゾ ク 牡3栗 54 池添 謙一西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 490－ 21：48．6クビ 30．7�
44 タンカノキミ 牝4鹿 55 国分 恭介岡 浩二氏 大根田裕之 登別 登別上水牧場 430± 01：48．81� 46．7
55 タマモヒメギミ 牝3鹿 52

50 △泉谷 楓真タマモ� 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 492＋141：49．75 9．1�
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，101，400円 複勝： 37，157，000円 枠連： 5，886，900円
馬連： 42，510，000円 馬単： 20，977，700円 ワイド： 37，719，500円
3連複： 62，438，300円 3連単： 90，704，800円 計： 327，495，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 130円 � 120円 � 150円 枠 連（7－8） 330円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 180円 �� 350円 �� 320円

3 連 複 ��� 800円 3 連 単 ��� 3，030円

票 数

単勝票数 計 301014 的中 � 82012（2番人気）
複勝票数 計 371570 的中 � 76403（2番人気）� 95097（1番人気）� 54045（3番人気）
枠連票数 計 58869 的中 （7－8） 13508（1番人気）
馬連票数 計 425100 的中 �� 77290（1番人気）
馬単票数 計 209777 的中 �� 20004（1番人気）
ワイド票数 計 377195 的中 �� 61700（1番人気）�� 24421（3番人気）�� 27941（2番人気）
3連複票数 計 624383 的中 ��� 58207（1番人気）
3連単票数 計 907048 的中 ��� 21656（1番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．3―30．6―43．3―55．7―1：07．8―1：20．3―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ポールスター �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．8．16 小倉2着

2018．2．4生 牡3鹿 母 プ リ ー ム ス 母母 レジェンドトレイル 8戦2勝 賞金 25，390，000円
〔制裁〕 カネコメノボル号の騎手川又賢治は，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番）

モズマゾク号の騎手小林凌大は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※出走取消馬 キングダムウイナー号（疾病〔右前肢挫創〕のため）

16034 6月19日 曇 良 （3札幌1） 第3日 第10競走 ��2，000�
り し り

利 尻 特 別
発走14時50分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000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
1：58．6
1：56．1

良
良

22 ソーヴァリアント 牡3鹿 54 大野 拓弥 �社台レースホース大竹 正博 千歳 社台ファーム 502＋ 41：59．8 1．3�
66 サトノハンター 牡3栗 54 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 502－102：00．86 9．3�
55 アドマイヤハレー 牡3青鹿54 横山 武史近藤 旬子氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 452＋ 4 〃 アタマ 5．7�
77 ラズルダズル 牡4鹿 57 吉田 隼人 �サンデーレーシング 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 468＋142：01．43� 17．7�
11 ナムラショウグン 牡4青鹿57 川又 賢治奈村 信重氏 羽月 友彦 浦河 谷川牧場 482－ 6 〃 アタマ 23．3	
88 � ホウオウビクトリー 牡5鹿 57 亀田 温心小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 472－102：01．5� 16．3

33 ダイワセントライト 牡4栗 57 菊沢 一樹大城 正一氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 486－ 4 〃 クビ 27．0�
44 ジュピターズライト �5鹿 57 団野 大成 �シルクレーシング 金成 貴史 安平 ノーザンファーム 466＋ 42：01．7	 56．9�

（8頭）

売 得 金
単勝： 39，338，200円 複勝： 134，053，600円 枠連： 発売なし
馬連： 53，204，300円 馬単： 33，782，500円 ワイド： 38，750，400円
3連複： 66，432，300円 3連単： 180，882，500円 計： 546，443，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 140円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 400円 馬 単 �� 520円

ワ イ ド �� 170円 �� 140円 �� 340円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 1，310円

票 数

単勝票数 計 393382 的中 � 237109（1番人気）
複勝票数 計1340536 的中 � 1098702（1番人気）� 49311（3番人気）� 80797（2番人気）
馬連票数 計 532043 的中 �� 102737（2番人気）
馬単票数 計 337825 的中 �� 48601（2番人気）
ワイド票数 計 387504 的中 �� 57864（2番人気）�� 85021（1番人気）�� 21734（6番人気）
3連複票数 計 664323 的中 ��� 108975（1番人気）
3連単票数 計1808825 的中 ��� 99759（2番人気）

ハロンタイム 12．6―10．9―12．6―13．6―13．0―12．0―12．0―11．3―10．9―10．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―36．1―49．7―1：02．7―1：14．7―1：26．7―1：38．0―1：48．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ソーヴァリアント 
�
父 オルフェーヴル 

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．10．11 東京3着

2018．2．28生 牡3鹿 母 ソーマジック 母母 ス ー ア 6戦2勝 賞金 27，845，000円



16035 6月19日 曇 良 （3札幌1） 第3日 第11競走 ��
��1，500�S T V 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

札幌テレビ放送賞（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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．4
1：27．4

良
良

11 � シュバルツカイザー 牡3芦 54 大野 拓弥ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Ross
Moorhead 494－ 61：27．8 2．4�

89 バ ル ト リ 牝4黒鹿55 横山 武史ゴドルフィン 藤沢 和雄 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456－ 41：28．01	 2．9�

78 プ レ ト リ ア 
6鹿 57 団野 大成多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 468＋ 21：28．1� 12．5�
33 イーサンティラノ 牡4黒鹿57 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 新冠 佐藤 静子 B448＋ 61：28．2� 61．6�
22 グレイトオーサー 牡4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 514＋ 61：28．3� 8．4�
66 ドゥラモット 牝4黒鹿55 横山 和生合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 476＋ 4 〃 ハナ 6．6	
55 ベッラヴォルタ 牝4栗 55 菊沢 一樹ディアレストクラブ
 加用 正 新ひだか 前田ファーム 484－ 4 〃 ハナ 22．9�
44 � ニシノアップルパイ 牡7鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 新谷 功一 新ひだか 棚川 光男 504± 01：28．4クビ 99．4�
77 � トーセンウォーリア 牡3鹿 54 池添 謙一島川 哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 486－ 8 〃 同着 41．2�
810 タイセイトレンディ 
6青鹿57 菱田 裕二田中 成奉氏 田中 克典 新ひだか タイヘイ牧場 476＋101：28．61 15．0�

（10頭）

売 得 金
単勝： 56，585，400円 複勝： 62，991，400円 枠連： 19，091，700円
馬連： 130，073，800円 馬単： 57，160，700円 ワイド： 84，461，000円
3連複： 200，812，000円 3連単： 297，594，400円 計： 908，770，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 120円 � 120円 � 190円 枠 連（1－8） 340円

馬 連 �� 380円 馬 単 �� 680円

ワ イ ド �� 200円 �� 420円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 3，980円

票 数

単勝票数 計 565854 的中 � 182965（1番人気）
複勝票数 計 629914 的中 � 166278（1番人気）� 143757（2番人気）� 61849（4番人気）
枠連票数 計 190917 的中 （1－8） 43470（1番人気）
馬連票数 計1300738 的中 �� 261719（1番人気）
馬単票数 計 571607 的中 �� 62305（1番人気）
ワイド票数 計 844610 的中 �� 126208（1番人気）�� 46817（5番人気）�� 45369（6番人気）
3連複票数 計2008120 的中 ��� 123375（3番人気）
3連単票数 計2975944 的中 ��� 54143（7番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―11．6―12．0―11．7―11．6―11．3―11．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．1―29．7―41．7―53．4―1：05．0―1：16．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．1―3F34．4

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

勝馬の
紹 介

�シュバルツカイザー �
�
父 Dark Angel �

�
母父 Nashwan デビュー 2020．8．15 新潟5着

2018．2．17生 牡3芦 母 Fashionable 母母 Fine Detail 6戦3勝 賞金 33，724，000円

16036 6月19日 曇 良 （3札幌1） 第3日 第12競走 ��
��1，200�

れ ぶ ん

礼 文 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，600，000円 4，200，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，060，000円
付 加 賞 385，000円 110，000円 55，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．5

良
良

11 � ジャズエチュード 牝3鹿 50 秋山 稔樹吉田 和子氏 黒岩 陽一 豪 Morning
Rise Stud 490－141：07．6 3．4�

23 � ヴィズサクセス 牡4鹿 57 大野 拓弥嶋田 賢氏 手塚 貴久 愛 Airlie Stud 476＋ 21：07．81	 22．7�
34 � オンラインドリーム 牝3黒鹿52 吉田 隼人吉田 千津氏 武 幸四郎 英 Teruya

Yoshida 408－ 21：08．11
 12．1�
46 タイセイグラシア 牝3黒鹿52 坂井 瑠星田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 430± 01：08．41
 14．9�
47 � ハッピーホンコン 牡3栗 54 菱田 裕二会田 裕一氏 田中 淳司 浦河 ディアレスト

クラブ 438－ 21：08．5	 51．2�
（北海道）

35 マルカエイペックス 牝4黒鹿55 藤岡 佑介日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 448＋18 〃 ハナ 15．9�
58 キョウワセイヴァー �4鹿 57 泉谷 楓真浅川 昌彦氏 笹田 和秀 新冠 協和牧場 500－10 〃 クビ 48．1	
22 ニシノリース 牝3黒鹿52 勝浦 正樹西山 茂行氏 土田 稔 浦河 谷川牧場 424－ 2 〃 ハナ 8．4

611 コスモカッティーボ 牡4鹿 57 丹内 祐次 �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 B486＋ 41：08．6クビ 56．2�
59 エンペラーズパレス 牡4栗 57 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 新ひだか 片岡 博 504－ 81：08．71 212．0
814� アメリカンニーニャ 牝4鹿 55 亀田 温心 �吉澤ホールディングス 石坂 公一 米

Catherine Jen-
nings & Marian
Kuhatschek

514＋ 41：08．91 97．5�
713� ボイオートス 牡3鹿 54 古川 吉洋ゴドルフィン 金成 貴史 愛 Rathregan

Stud 508＋201：09．11 70．8�
712 ラ ヴ ケ リ ー 牝3鹿 52 団野 大成水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 438＋ 6 〃 ハナ 2．1�
610� ア ス カ ロ ン 牡3鹿 54 小沢 大仁小松 達昌氏 森 秀行 米 Heider Family

Stables, LLC 474－ 2 〃 クビ 182．8�
815 シシリエンヌ 牝5青鹿55 菊沢 一樹手嶋 康雄氏 牧浦 充徳 新ひだか 本桐牧場 B490－ 41：09．84 59．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 64，234，200円 複勝： 66，532，300円 枠連： 21，248，900円
馬連： 98，435，400円 馬単： 50，459，800円 ワイド： 92，468，300円
3連複： 164，859，500円 3連単： 216，628，700円 計： 774，867，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 180円 � 500円 � 270円 枠 連（1－2） 1，300円

馬 連 �� 3，530円 馬 単 �� 6，430円

ワ イ ド �� 1，080円 �� 810円 �� 2，550円

3 連 複 ��� 10，170円 3 連 単 ��� 50，870円

票 数

単勝票数 計 642342 的中 � 150847（2番人気）
複勝票数 計 665323 的中 � 119540（2番人気）� 28722（7番人気）� 60937（4番人気）
枠連票数 計 212489 的中 （1－2） 12644（6番人気）
馬連票数 計 984354 的中 �� 21557（12番人気）
馬単票数 計 504598 的中 �� 5878（22番人気）
ワイド票数 計 924683 的中 �� 22142（10番人気）�� 30138（7番人気）�� 9016（26番人気）
3連複票数 計1648595 的中 ��� 12152（33番人気）
3連単票数 計2166287 的中 ��� 3087（151番人気）

ハロンタイム 12．0―10．6―11．1―11．2―11．2―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．6―33．7―44．9―56．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F33．9
3 1（6，5）（4，12，15）（3，8，10）（2，11）14（9，13）7 4 ・（1，6）（4，5）（3，8，12）（2，11，15）（9，10，14）（13，7）

勝馬の
紹 介

�ジャズエチュード �
�
父 I Am Invincible �

�
母父 Fastnet Rock デビュー 2020．12．26 中山1着

2018．10．1生 牝3鹿 母 Mumbai Rock 母母 Mani Bhavan 3戦2勝 賞金 17，985，000円



（3札幌1）第3日 6月19日（土曜日） 晴後曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 143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

172，840，000円
2，950，000円
16，890，000円
1，220，000円
19，150，000円
59，229，500円
3，932，500円
1，372，800円

勝馬投票券売得金
445，556，700円
623，308，000円
104，700，600円
637，470，900円
322，236，100円
554，471，000円
1，002，500，200円
1，424，336，100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 5，114，579，600円

総入場人員 1，347名 （有料入場人員 1，323名）
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