
24025 8月21日 晴 良 （3札幌2） 第3日 第1競走 ��1，800�2歳未勝利
発走9時50分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，100，000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
1：48．2
1：44．5

良
良

77 アンビション 牡2鹿 54 C．ルメール 近藤 英子氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 542＋ 41：49．6 1．3�
66 ジョーカーブラウン 牡2鹿 54

52 △秋山 稔樹プレミアムレースホース 松山 将樹 浦河 栄進牧場 510－ 61：49．7� 13．9�
11 トップスティール 牡2鹿 54 丹内 祐次井山 登氏 深山 雅史 新ひだか 千代田牧場 502－ 61：49．91� 22．7�
22 � ポイズンアロウ 牡2栗 54 横山 武史長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Hinkle Farms 528＋ 21：50．21� 7．2�
55 マイムマイム 牝2青鹿 54

51 ▲小沢 大仁�ミルファーム 小島 茂之 新ひだか 高橋 義浩 410－ 61：50．51� 149．2�
44 ヒルノロワール 牡2鹿 54 池添 謙一	ヒルノ 北出 成人 新ひだか サカイファーム 486－ 2 〃 クビ 4．5

88 オーシンプラス 牡2黒鹿54 古川 吉洋大田 慎治氏 宮 徹 新ひだか 松本牧場 462＋ 81：53．1大差 161．6�
33 リュカイオス 牡2栗 54 菱田 裕二篁 真一郎氏 杉山 佳明 浦河 桑田フアーム 428＋ 21：54．69 70．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 35，445，900円 複勝： 94，480，100円 枠連： 発売なし
馬連： 33，883，700円 馬単： 24，978，900円 ワイド： 29，557，900円
3連複： 47，005，700円 3連単： 128，741，900円 計： 394，094，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 110円 � 190円 � 220円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 770円 馬 単 �� 800円

ワ イ ド �� 280円 �� 360円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 5，140円

票 数

単勝票数 計 354459 的中 � 204555（1番人気）
複勝票数 計 944801 的中 � 712176（1番人気）� 37896（4番人気）� 30640（5番人気）
馬連票数 計 338837 的中 �� 33774（3番人気）
馬単票数 計 249789 的中 �� 23223（3番人気）
ワイド票数 計 295579 的中 �� 30197（3番人気）�� 21448（5番人気）�� 5978（10番人気）
3連複票数 計 470057 的中 ��� 17730（6番人気）
3連単票数 計1287419 的中 ��� 18133（17番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．8―36．1―48．3―1：00．4―1：12．6―1：24．9―1：36．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．2―3F37．0
1
3
8（3，6）（1，4）5，2，7・（8，6）（1，3）（2，4）（5，7）

2
4
8（3，6）1，4，2，5，7
6（1，4，7）2，8－5－3

勝馬の
紹 介

アンビション 
�
父 ハービンジャー 

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．6．13 東京3着

2019．3．20生 牡2鹿 母 ハートフルデイズ 母母 グローリアスデイズ 2戦1勝 賞金 6，900，000円
〔制裁〕 ジョーカーブラウン号の騎手秋山稔樹は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リュカイオス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月21日まで平地競走に

出走できない。

24026 8月21日 晴 良 （3札幌2） 第3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 5，100，000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
1：44．9
1：44．9

稍重
稍重

66 コースタルテラス 牡2黒鹿54 C．ルメール 吉田 勝己氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 492＋ 61：48．2 3．2�
67 コパノニコルソン 牡2栗 54

53 ☆亀田 温心小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 502－ 21：49．05 12．6�
55 メ ル ト 牡2鹿 54 的場 勇人長谷川守正氏 的場 均 浦河 中脇 満 486＋ 4 〃 クビ 42．1�
79 スマイルバック 牝2青 54 横山 和生ライオンレースホース� 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 464± 01：49．31� 11．7�
33 コスモガラクシア 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 岡田スタツド 468± 01：49．51� 4．6	
22 グレートバリア 牡2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか 小国スティーブル 474－141：49．81� 41．9

78 ブルーロワイヤル 牡2鹿 54 団野 大成 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 504－ 61：50．86 4．4�
44 デルマドワーフ 牡2栗 54 菊沢 一樹浅沼 廣幸氏 菊沢 隆徳 日高 ファニーヒルファーム 450－ 21：51．97 184．3�
810 ア リ シ ア ン 牝2鹿 54 横山 武史広尾レース� 加藤 征弘 新ひだか 木村 秀則 492－ 21：52．0� 5．8
811 ニ ケ テ ア 牝2芦 54

51 ▲小沢 大仁エースレーシング 武井 亮 厚真 阿部 栄乃進 456＋ 21：52．53 90．2�
11 フォルトゥナ 牡2青鹿54 菱田 裕二山本三津子氏 中野 栄治 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 21：52．71 21．0�
（11頭）

売 得 金
単勝： 34，019，800円 複勝： 43，128，900円 枠連： 7，306，400円
馬連： 41，490，300円 馬単： 19，757，100円 ワイド： 45，362，200円
3連複： 63，447，200円 3連単： 73，595，400円 計： 328，107，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 140円 � 250円 � 790円 枠 連（6－6） 1，940円

馬 連 �� 1，990円 馬 単 �� 3，290円

ワ イ ド �� 760円 �� 1，880円 �� 2，860円

3 連 複 ��� 13，600円 3 連 単 ��� 35，500円

票 数

単勝票数 計 340198 的中 � 85908（1番人気）
複勝票数 計 431289 的中 � 105563（1番人気）� 41102（5番人気）� 10269（9番人気）
枠連票数 計 73064 的中 （6－6） 2917（7番人気）
馬連票数 計 414903 的中 �� 16106（8番人気）
馬単票数 計 197571 的中 �� 4493（13番人気）
ワイド票数 計 453622 的中 �� 16027（8番人気）�� 6123（20番人気）�� 3964（29番人気）
3連複票数 計 634472 的中 ��� 3497（47番人気）
3連単票数 計 735954 的中 ��� 1503（129番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―29．9―42．4―55．1―1：08．3―1：21．6―1：34．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コースタルテラス �
�
父 ヘニーヒューズ �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．6．27 東京7着

2019．5．4生 牡2黒鹿 母 パシフィックギャル 母母 アイランドファッション 2戦1勝 賞金 5，100，000円

第２回 札幌競馬 第３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



24027 8月21日 晴 良 （3札幌2） 第3日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10時55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

46 ルージュブラン 牝3芦 54
52 △秋山 稔樹 �東京ホースレーシング 手塚 貴久 千歳 社台ファーム 460＋ 21：47．3 13．4�

58 クアドリフォリオ 牝3黒鹿54 国分 恭介�ノースヒルズ 和田正一郎 新冠 株式会社
ノースヒルズ B500＋ 6 〃 クビ 59．6�

34 ラフルオリータ 牝3黒鹿54 菊沢 一樹ライオンレースホース� 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 514＋141：47．61� 5．1�

69 ララパピヨンドメル 牝3鹿 54 C．ルメールフジイ興産� 手塚 貴久 洞�湖 レイクヴィラファーム 440－ 81：47．81� 2．4�
（法942）

814 スパラキシス 牝3黒鹿54 丹内 祐次ディアレストクラブ� 宗像 義忠 浦河 ディアレスト
クラブ 468＋ 61：48．01 100．9�

610 イフィゲニア 牝3栗 54 荻野 琢真ゴドルフィン 角田 晃一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 522＋ 61：48．1� 18．3	

11 クリノラピッド 牝3黒鹿54 吉田 隼人栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 458－ 2 〃 ハナ 20．4

33 コニャックダイヤ 牝3鹿 54 坂井 瑠星 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 新ひだか 藤沢牧場 438－ 41：48．73� 12．6�
711 パラマウント 牝3青鹿54 団野 大成 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 日高 下河辺牧場 422＋ 21：48．8� 10．2�
22 ネ オ イ リ ス 牝3栗 54

53 ☆泉谷 楓真太田 勝久氏 鈴木 伸尋 新冠 川上牧場 432＋ 41：49．86 44．4
45 コートゴシップ 牝3芦 54 藤岡 佑介ゴドルフィン 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 454＋10 〃 クビ 35．6�
712 デ ィ キ シ ー 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 B440± 01：50．43� 71．0�

813 リ ー プ 牝3栗 54
52 △山田 敬士古賀 禎彦氏 高橋 裕 新冠 村上 欽哉 472＋ 41：52．7大差 260．1�

57 フ ェ ミ ニ ン 牝3黒鹿54 横山 武史石川 達絵氏 上村 洋行 日高 白井牧場 516－ 6 （競走中止） 4．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 32，317，600円 複勝： 39，684，800円 枠連： 8，066，400円
馬連： 39，077，300円 馬単： 18，389，600円 ワイド： 46，574，400円
3連複： 63，506，100円 3連単： 70，547，200円 計： 318，163，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，340円 複 勝 � 310円 � 1，050円 � 220円 枠 連（4－5） 2，790円

馬 連 �� 18，060円 馬 単 �� 32，830円

ワ イ ド �� 3，890円 �� 900円 �� 3，190円

3 連 複 ��� 23，880円 3 連 単 ��� 236，790円

票 数

単勝票数 計 323176 的中 � 19182（6番人気）
複勝票数 計 396848 的中 � 33289（5番人気）� 8170（10番人気）� 56161（3番人気）
枠連票数 計 80664 的中 （4－5） 2233（11番人気）
馬連票数 計 390773 的中 �� 1676（44番人気）
馬単票数 計 183896 的中 �� 420（83番人気）
ワイド票数 計 465744 的中 �� 3009（38番人気）�� 13932（9番人気）�� 3686（31番人気）
3連複票数 計 635061 的中 ��� 1994（76番人気）
3連単票数 計 705472 的中 ��� 216（633番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．7―29．7―42．3―55．2―1：07．9―1：21．0―1：34．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルージュブラン �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．2．28 中山9着

2018．1．30生 牝3芦 母 グリサージュ 母母 リトルブレッシング 7戦1勝 賞金 6，380，000円
〔競走中止〕 フェミニン号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため4コーナーで競走中止。
〔その他〕 リープ号は，3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〕 ネオイリス号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月21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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 2頭 カヴァーチャ号・ナンヨーインディゴ号

24028 8月21日 晴 良 （3札幌2） 第3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
1：06．0

良
良

815 シュアーヴアリア 牝3黒鹿54 丹内 祐次ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ B472＋ 21：09．7 4．5�

24 バーニングパワー 牝3栗 54 古川 吉洋長谷川光司氏 �島 一歩 浦河 �川フアーム 462－ 41：09．8� 41．8�
47 タイセイブレイズ 牡3鹿 56 吉田 隼人田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 秋場牧場 460－ 21：09．9� 22．0�
23 ウインカンターレ 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 486＋10 〃 ハナ 8．3�
35 ミニマリズム 牝3栗 54 池添 謙一 �社台レースホース田中 博康 千歳 社台ファーム 426± 01：10．0� 15．7	
816 エスタンピージャ 牝3鹿 54 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 474＋12 〃 アタマ 135．8

510� ネイキッドロマンス 牝3青鹿 54

52 △秋山 稔樹ゴドルフィン 尾関 知人 愛 Godolphin 456＋ 21：10．1� 30．4�
48 トーアアネラ 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁高山ランド� 牧田 和弥 豊浦トーア牧場 456－ 2 〃 アタマ 12．4�
11 セブンシーズ 牝3黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 430－ 21：10．2クビ 2．9
59 トラストドーベル 牝3黒鹿54 吉田 豊菅波立知子氏 高橋 文雅 新冠 松浦牧場 490＋14 〃 ハナ 78．1�
12 � フランクエトワール 牡3鹿 56 C．ルメール DMMドリームクラブ� 松永 昌博 愛 Dream Farm

Co. Ltd 462－ 2 〃 アタマ 4．7�
36 フォルツァーレ 	3鹿 56

53 ▲小林 凌大ライオンレースホース� 松下 武士 浦河 杵臼牧場 448＋ 21：10．3� 205．5�
612 マニトゥーリン 牝3栗 54 坂井 瑠星�G1レーシング 吉田 直弘 安平 ノーザンファーム 426－ 61：10．62 18．8�
713 ルージュエトワール 牝3鹿 54 横山 和生 �東京ホースレーシング 中内田充正 白老 社台牧場 B396＋ 2 〃 クビ 36．0�
714 ハートフルワールド 牝3鹿 54 団野 大成西浦 和男氏 牧浦 充徳 浦河 丸幸小林牧場 460＋ 41：10．81 146．8�
611 リ ナ ー シ ェ 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜広尾レース� 四位 洋文 浦河 桑田牧場 408＋ 21：10．9クビ 168．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 36，262，300円 複勝： 51，729，200円 枠連： 11，787，300円
馬連： 45，973，200円 馬単： 19，589，800円 ワイド： 55，705，400円
3連複： 72，742，700円 3連単： 73，212，200円 計： 367，002，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 190円 � 860円 � 490円 枠 連（2－8） 1，860円

馬 連 �� 8，520円 馬 単 �� 11，690円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 1，200円 �� 5，520円

3 連 複 ��� 29，950円 3 連 単 ��� 127，900円

票 数

単勝票数 計 362623 的中 � 63982（2番人気）
複勝票数 計 517292 的中 � 93254（1番人気）� 13084（11番人気）� 24549（7番人気）
枠連票数 計 117873 的中 （2－8） 4895（7番人気）
馬連票数 計 459732 的中 �� 4181（31番人気）
馬単票数 計 195898 的中 �� 1256（43番人気）
ワイド票数 計 557054 的中 �� 6261（23番人気）�� 12285（11番人気）�� 2541（43番人気）
3連複票数 計 727427 的中 ��� 1821（92番人気）
3連単票数 計 732122 的中 ��� 415（412番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．3―11．5―11．7―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．1―34．4―45．9―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シュアーヴアリア �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 デュランダル デビュー 2020．10．11 東京2着

2018．4．1生 牝3黒鹿 母 スズノネイロ 母母 ア グ レ ス 13戦1勝 賞金 22，710，000円
〔3走成績による出走制限〕 ハートフルワールド号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月21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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ビスボッチャ号
（非抽選馬） 1頭 オウケンビリュウ号



24029 8月21日 晴 良 （3札幌2） 第3日 第5競走 1，500�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
1：29．1
1：29．1

良
良

58 ウォーターナビレラ 牝2青鹿54 吉田 隼人山岡 良一氏 武 幸四郎 浦河 伏木田牧場 464 ―1：31．4 16．8�
33 カルチェリノイオリ 牝2黒鹿 54

52 △山田 敬士海谷 幸司氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 424 ―1：31．71� 46．9�
610 オーソレミオ 牝2青鹿54 横山 和生�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 446 ―1：31．8� 3．8�
46 ス ミ 牝2鹿 54 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 456 ―1：31．9� 43．7�
813 テンメジャーガール 牝2栗 54

51 ▲小沢 大仁天白 泰司氏 高柳 大輔 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 472 ―1：32．0� 4．5�

45 ルージュレイア 牝2鹿 54 横山 武史 �東京ホースレーシング 尾関 知人 千歳 社台ファーム 440 ―1：32．1� 7．5	
34 テーオーティラミス 牝2鹿 54 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 千歳 社台ファーム 460 ―1：32．52� 26．4

57 フローラルビアンカ 牝2黒鹿54 藤岡 佑介ライオンレースホース� 田中 克典 安平 ノーザンファーム 468 ―1：33．13� 13．0�
22 シルバーオーク 牝2鹿 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 畠山 吉宏 新冠 岩見牧場 422 ―1：33．2� 92．1�
814 ベストスマイル 牝2鹿 54 C．ルメール 保坂 和孝氏 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 432 ― 〃 クビ 3．4
69 レアリアルノーヴ 牝2黒鹿54 丹内 祐次西田 順彦氏 伊藤 伸一 浦河 藤春 修二 474 ―1：33．83� 222．7�
711 ナイルプロジェクト 牝2鹿 54 坂井 瑠星中村 智幸氏 高柳 瑞樹 新ひだか ケイアイファーム 440 ―1：34．65 73．4�
11 アタカマリン 牝2鹿 54 横山 典弘�高瀬牧場 昆 貢 新冠 高瀬牧場 482 ―1：36．7大差 27．7�

（13頭）
712 マ ア イ ノ マ 牝2鹿 54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新冠 アサヒ牧場 ― ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 37，948，900円 複勝： 40，915，700円 枠連： 11，959，600円
馬連： 42，671，200円 馬単： 19，972，600円 ワイド： 36，891，000円
3連複： 59，531，600円 3連単： 68，518，200円 計： 318，408，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，680円 複 勝 � 410円 � 790円 � 170円 枠 連（3－5） 3，870円

馬 連 �� 23，270円 馬 単 �� 40，150円

ワ イ ド �� 5，290円 �� 790円 �� 2，500円

3 連 複 ��� 26，170円 3 連 単 ��� 232，120円

票 数

単勝票数 計 379489 的中 � 19026（6番人気）
複勝票数 計 409157 的中 � 23622（6番人気）� 10910（9番人気）� 81629（1番人気）
枠連票数 計 119596 的中 （3－5） 2389（11番人気）
馬連票数 計 426712 的中 �� 1421（45番人気）
馬単票数 計 199726 的中 �� 373（84番人気）
ワイド票数 計 368910 的中 �� 1737（46番人気）�� 12656（8番人気）�� 3734（29番人気）
3連複票数 計 595316 的中 ��� 1706（81番人気）
3連単票数 計 685182 的中 ��� 214（577番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―19．0―31．2―43．9―56．6―1：08．8―1：20．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．5―3F34．8

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

勝馬の
紹 介

ウォーターナビレラ �
�
父 シルバーステート �

�
母父 キングヘイロー 初出走

2019．5．27生 牝2青鹿 母 シャイニングサヤカ 母母 シンセイアカリ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔出走取消〕 マアイノマ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アタカマリン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月21日まで平地競走に

出走できない。

24030 8月21日 晴 良 （3札幌2） 第3日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12時45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

712 キ ュ ン 牝3黒鹿54 横山 武史 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 新ひだか 飯岡牧場 454＋ 41：47．4 4．3�
58 ラ ン ス ル ー 牡3栗 56 C．ルメール 前田 晋二氏 小笠 倫弘 新冠 株式会社

ノースヒルズ 544＋ 61：47．82� 2．4�
57 シャトワイエー 牝3栃栗54 菱田 裕二 �フジワラ・ファーム 岡田 稲男 新ひだか フジワラフアーム 446＋14 〃 クビ 15．8�
33 エナジーボーイ 牡3鹿 56 古川 吉洋桑畑 夏美氏 石毛 善彦 日高 浜本牧場 450－ 21：48．01 6．2�
46 リリーマイウェー 牡3栗 56

53 ▲小沢 大仁土井 孝夫氏 池添 兼雄 日高 賀張中川牧場 470－ 61：48．1� 15．5	
711 スミソニアン 牡3黒鹿56 吉田 隼人中西 純穂氏 久保田貴士 日高 豊洋牧場 B444－ 11：48．52� 5．3

610 スワーヴジョーダン �3栗 56 松田 大作�NICKS 田中 博康 千歳 社台ファーム B440－ 61：48．92� 15．8�
11 セブンパワー �3鹿 56 黛 弘人前迫 義幸氏 武井 亮 平取 北島牧場 456－ 6 〃 クビ 241．4�
45 スズロビンソン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士森 達郎氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト
クラブ B484－ 21：49．43 27．5

813 ルナレインボー 牝3鹿 54 荻野 琢真�髙昭牧場 小林 真也 浦河 高昭牧場 464－121：49．61� 196．8�
22 ノーブルアイランド 牡3青鹿56 藤岡 佑介吉木 伸彦氏 宮本 博 日高 白井牧場 B470＋ 8 〃 ハナ 148．7�
34 ジュエルシーカー 牝3黒鹿54 勝浦 正樹�杵臼牧場 田村 康仁 浦河 杵臼牧場 424＋ 61：50．02� 102．5�
69 レースアルカーナ 牝3栗 54 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 新冠 ビッグレッドファーム B452± 01：50．85 218．1�
814 ルピナスアイ 牝3栗 54 原田 和真大久保典義氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 474＋121：55．4大差 433．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 30，186，400円 複勝： 38，158，700円 枠連： 7，110，900円
馬連： 33，819，000円 馬単： 16，227，000円 ワイド： 34，087，200円
3連複： 49，978，500円 3連単： 59，694，600円 計： 269，262，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 150円 � 130円 � 350円 枠 連（5－7） 290円

馬 連 �� 620円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 310円 �� 1，010円 �� 610円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 13，860円

票 数

単勝票数 計 301864 的中 � 55372（2番人気）
複勝票数 計 381587 的中 � 69588（2番人気）� 97068（1番人気）� 18781（7番人気）
枠連票数 計 71109 的中 （5－7） 18718（1番人気）
馬連票数 計 338190 的中 �� 41952（1番人気）
馬単票数 計 162270 的中 �� 9317（2番人気）
ワイド票数 計 340872 的中 �� 31800（1番人気）�� 7909（17番人気）�� 13691（9番人気）
3連複票数 計 499785 的中 ��� 12570（10番人気）
3連単票数 計 596946 的中 ��� 3122（44番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．2―30．9―44．1―57．0―1：09．7―1：22．5―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キ ュ ン �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．8．15 新潟16着

2018．3．21生 牝3黒鹿 母 ユーアーマイン 母母 ドリームインザサン 12戦1勝 賞金 11，730，000円
〔その他〕 ルピナスアイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕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。
〔鼻出血による出走制限〕 ルピナスアイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年9月21日まで出走できない。
〔3走成績による出走制限〕 スズロビンソン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月21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7頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 7頭 サニーサンピング号・スターオンステージ号・ノーティーガール号・バクシンクイン号・ベルンハルト号・

メイショウコトダマ号・メイショウソウゴン号



24031 8月21日 晴 良 （3札幌2） 第3日 第7競走 2，000�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
1：58．6
1：56．1

良
良

59 ビューティーウェイ 牝3栗 54 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 440－ 22：00．8 3．5�
713 ラヴィエント 牝3鹿 54 池添 謙一 DMMドリームクラブ� 池添 学 安平 ノーザンファーム B468－ 62：01．11� 4．5�
510 ピアチェーレ 牝3鹿 54 菊沢 一樹 �キャロットファーム 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 434－ 82：01．42 71．9�
12 マイネルダグラス 牡3鹿 56 坂井 瑠星 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 相沢 郁 新冠 ビッグレッドファーム 502－10 〃 ハナ 5．9�
23 メイショウシンウチ 牡3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 490＋ 42：01．71� 10．6	
11 マイネルグロース 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 金成 貴史 新冠 竹中牧場 452＋ 82：01．91� 16．3

611 グ ラ ヴ ィ テ 牝3黒鹿54 横山 武史栗山 学氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 494＋ 82：02．0� 10．0�
47 ラップリーダー 牡3栗 56

54 △秋山 稔樹吉田 照哉氏 小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 462＋ 2 〃 ハナ 42．6�
36 ムラサメマル 牡3鹿 56

53 ▲小林 凌大高橋 文男氏 尾形 和幸 日高 藤本ファーム 452－ 2 〃 クビ 64．3
714 キタノオーシャン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士北所 直人氏 高木 登 浦河 谷川牧場 458± 02：02．1� 96．1�
35 シーチェンジ 牝3栗 54 横山 和生吉田 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 426＋ 82：02．2クビ 14．6�
48 ハ ム レ ボ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真伊藤 功一氏 手塚 貴久 新ひだか 千代田牧場 510－ 42：02．41 8．3�
816 マリノアルカディア 牝3黒鹿54 団野 大成�クラウン 天間 昭一 日高 クラウン日高牧場 448± 02：04．4大差 59．4�
815 エルファシル 牡3青鹿56 藤岡 佑介山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 22：05．88 27．1�
612 ミルヒライス 牝3鹿 54 古川 吉洋吉田 照哉氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 496＋ 52：06．12 64．8�
24 サピエンシア 牝3栗 54 勝浦 正樹水上ふじ子氏 上原 博之 浦河 笠松牧場 444＋ 92：08．8大差 405．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，173，400円 複勝： 43，517，200円 枠連： 7，475，400円
馬連： 37，721，300円 馬単： 16，258，900円 ワイド： 39，110，500円
3連複： 60，987，200円 3連単： 61，508，600円 計： 292，752，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 160円 � 190円 � 1，050円 枠 連（5－7） 800円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 330円 �� 2，730円 �� 5，280円

3 連 複 ��� 18，010円 3 連 単 ��� 58，440円

票 数

単勝票数 計 261734 的中 � 59686（1番人気）
複勝票数 計 435172 的中 � 88146（1番人気）� 63045（2番人気）� 7538（11番人気）
枠連票数 計 74754 的中 （5－7） 7206（1番人気）
馬連票数 計 377213 的中 �� 38823（1番人気）
馬単票数 計 162589 的中 �� 8269（2番人気）
ワイド票数 計 391105 的中 �� 34780（1番人気）�� 3412（32番人気）�� 1741（50番人気）
3連複票数 計 609872 的中 ��� 2539（60番人気）
3連単票数 計 615086 的中 ��� 763（188番人気）

ハロンタイム 12．6―10．4―11．5―12．7―12．6―12．0―12．0―12．1―12．5―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．0―34．5―47．2―59．8―1：11．8―1：23．8―1：35．9―1：48．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F37．0
1
3
16（2，12）（11，15）（3，7）（1，13）8－6（9，10）－14（4，5）・（16，2）－8，11，5（3，12）（15，13）（1，7，9）（6，10）14＝4

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビューティーウェイ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Monsun デビュー 2020．10．17 京都7着

2018．3．7生 牝3栗 母 セ ル キ ス 母母 Schwarzach 9戦1勝 賞金 10，470，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミルヒライス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月21日まで平地競走に

出走できない。
サピエンシア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月21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〕 サピエンシア号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月21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。
（非当選馬） 3頭 ケイティミシェル号・ヒカリネツガル号・ミレッシモ号

24032 8月21日 晴 良 （3札幌2） 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
56．8

良
重

55 ブーケオブアイリス 牡3黒鹿54 C．ルメール 小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 496＋ 2 59．9 2．0�
67 � ランランウイング 牝5黒鹿 55

52 ▲小沢 大仁�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B472－ 2 〃 クビ 5．1�
79 ディーズローリエ 牝4黒鹿55 菱田 裕二秋谷 壽之氏 岡田 稲男 新ひだか 野坂牧場 B458＋201：00．0� 6．0�
11 � シロイスズメ 牡4芦 57 松田 大作藤本 直弘氏 尾形 和幸 むかわ エイトカラーファー

ムズ株式会社 B504－ 21：00．21 13．8�
812 フィールドモーリス 牡3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真地田 勝三氏 西園 正都 新ひだか 中田 英樹 464－ 21：00．41� 14．4�
56 キョシンタンカイ 牡4黒鹿57 菊沢 一樹國分 純氏 武市 康男 日高 スマイルファーム 514－ 61：00．5� 47．8	
33 ヴィクトリアポデル 牡5鹿 57

54 ▲小林 凌大西村 憲人氏 杉浦 宏昭 新冠 松本 信行 B498－ 61：00．81� 11．4

22 ビ ュ ヴ ォ ン 牡3芦 54

51 ▲西谷 凜 �カナヤマホール
ディングス 岡田 稲男 新冠 新冠橋本牧場 B498＋ 41：00．9� 26．0�

710� エンジェルティアラ 牝4栗 55
53 △秋山 稔樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 辻 哲英 新ひだか 岡田スタツド 476± 01：01．0クビ 16．5
68 キョウエイロナ 牝3鹿 52

51 ☆亀田 温心田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 422－ 8 〃 ハナ 101．0�
811 アドマイヤレオ �5鹿 57 黛 弘人近藤 旬子氏 柄崎 孝 安平 ノーザンファーム 480＋121：01．1� 101．5�
44 � フ ロ イ デ �6栗 57 丹内 祐次岡田 壮史氏 本間 忍 日高 有限会社グッド

ラック・ファーム B494－ 21：01．31� 31．6�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，772，300円 複勝： 33，245，600円 枠連： 6，621，100円
馬連： 39，428，500円 馬単： 19，960，000円 ワイド： 36，895，000円
3連複： 55，699，300円 3連単： 79，720，300円 計： 299，342，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 150円 � 170円 枠 連（5－6） 460円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 740円

ワ イ ド �� 230円 �� 280円 �� 400円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 2，450円

票 数

単勝票数 計 277723 的中 � 108698（1番人気）
複勝票数 計 332456 的中 � 95062（1番人気）� 54199（2番人気）� 38904（3番人気）
枠連票数 計 66211 的中 （5－6） 11080（2番人気）
馬連票数 計 394285 的中 �� 61052（1番人気）
馬単票数 計 199600 的中 �� 20033（1番人気）
ワイド票数 計 368950 的中 �� 44852（1番人気）�� 33581（2番人気）�� 21533（3番人気）
3連複票数 計 556993 的中 ��� 56549（1番人気）
3連単票数 計 797203 的中 ��� 23589（1番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―11．8―11．6―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．7―23．9―35．7―47．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．2―3F36．0
3 1（10，12）4，9（2，6）5（3，7）11，8 4 1（10，12）－（4，9）（2，6，5）（3，7）11，8

勝馬の
紹 介

ブーケオブアイリス �
�
父 スウェプトオーヴァーボード �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2020．11．28 東京14着

2018．5．4生 牡3黒鹿 母 クイーンアイリス 母母 セニョラージェ 9戦2勝 賞金 21，730，000円



24033 8月21日 晴 良 （3札幌2） 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）

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

55 ペプチドヒミコ 牝4栗 55 C．ルメール 沼川 一彦氏 武 英智 浦河 杵臼牧場 480＋101：45．9 2．5�
56 ペイルライダー 牝3鹿 52 吉田 隼人市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 478＋ 61：47．07 5．8�
22 アンジェリーブル 牝5栗 55 丹内 祐次伊藤 佳幸氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 474± 01：47．31� 9．0�
811 レッドエステーラ 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �東京ホースレーシング 田中 克典 安平 ノーザンファーム 420＋ 2 〃 クビ 67．4�
67 シ ャ ル ド ネ 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大 �カナヤマホール
ディングス 浜田多実雄 日高 下河辺牧場 460＋ 61：47．4クビ 75．0�

44 ノワールフレグラン 牝4青鹿 55
52 ▲小沢 大仁 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B444± 01：47．61� 34．9	

79 レープハフト 牝3鹿 52 菱田 裕二山本 剛士氏 宮田 敬介 新冠 新冠橋本牧場 462± 01：47．7クビ 14．1

11 ファーストソリスト 牝3黒鹿52 団野 大成�G1レーシング 吉村 圭司 安平 追分ファーム 486－ 81：48．33� 3．2�
710� リュヌドミエル 牝4栗 55 坂井 瑠星ライオンレースホース� 鈴木慎太郎 浦河 高昭牧場 450＋101：48．61� 35．6�
33 パルクールラン 牝3栗 52

51 ☆泉谷 楓真キヨタケ牧場 小崎 憲 新ひだか キヨタケ牧場 414＋ 21：48．7� 10．0�
812 ヒューリット 牝3栗 52

51 ☆亀田 温心 �グランデオーナーズ 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 506＋ 61：50．6大差 119．0�
68 � ユウチャファスト 牝4鹿 55

53 △秋山 稔樹長谷川祐司氏 黒岩 陽一 新ひだか チャンピオンズファーム 444－ 2 （競走中止） 76．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，284，400円 複勝： 31，560，200円 枠連： 8，866，900円
馬連： 40，997，300円 馬単： 19，437，600円 ワイド： 37，241，500円
3連複： 62，238，900円 3連単： 84，928，500円 計： 312，555，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 140円 � 160円 � 200円 枠 連（5－5） 940円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，410円

ワ イ ド �� 380円 �� 430円 �� 740円

3 連 複 ��� 2，210円 3 連 単 ��� 7，310円

票 数

単勝票数 計 272844 的中 � 84067（1番人気）
複勝票数 計 315602 的中 � 63506（1番人気）� 51755（3番人気）� 34994（4番人気）
枠連票数 計 88669 的中 （5－5） 7298（5番人気）
馬連票数 計 409973 的中 �� 37999（2番人気）
馬単票数 計 194376 的中 �� 10322（3番人気）
ワイド票数 計 372415 的中 �� 26273（3番人気）�� 22294（4番人気）�� 12118（10番人気）
3連複票数 計 622389 的中 ��� 21118（5番人気）
3連単票数 計 849285 的中 ��� 8422（9番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―30．5―43．4―56．2―1：08．5―1：21．3―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ペプチドヒミコ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2020．5．3 京都2着

2017．4．24生 牝4栗 母 ペプチドヒノトリ 母母 ホーネットピアス 14戦2勝 賞金 30，410，000円
〔競走中止〕 ユウチャファスト号は，競走中に疾病〔右第1指関節脱臼〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。

24034 8月21日 晴 良 （3札幌2） 第3日 第10競走 ��
��2，000�

ふ ら の

富 良 野 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 406，000円 116，000円 58，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

47 ケルンキングダム �5鹿 57 国分 恭介谷和 光彦氏 小崎 憲 浦河 ひるかわ育
成牧場 442－ 62：01．3 22．6�

34 ブルームラッシュ 牡4鹿 57 団野 大成 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B448－122：01．62 76．1�
610 マイネルエキサイト 牡5青鹿57 横山 和生 �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 492－102：01．7クビ 27．5�
712 デルマアシュラ 牡3青 54 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 416－ 42：01．8クビ 7．1�
815 マイネルデステリョ 牡4黒鹿57 丹内 祐次 �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 452－ 6 〃 クビ 21．5	
814 レッドラトゥール �4鹿 57 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 白老 社台牧場 B482＋ 22：02．01	 16．0

22 タイミングハート 牡4黒鹿57 C．ルメール�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 454－ 22：02．1
 2．3�
58 ダンスインザスノー 牡3芦 54 菊沢 一樹ライオンレースホース� 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 498± 02：02．2� 235．3�
46 テイエムタツマキ 牡3青鹿54 松田 大作竹園 正繼氏 武 英智 新ひだか 三木田牧場 B502＋ 2 〃 ハナ 6．1
59 サトノディーバ 牝3黒鹿52 坂井 瑠星 �サトミホースカンパニー 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 490＋ 22：02．41� 3．8�
713 エンドステージ 牡3栗 54 秋山 稔樹岡田 牧雄氏 菊川 正達 新ひだか 藤沢牧場 504－ 42：02．93 381．0�
611 スリンシンガポール 牝3黒鹿52 亀田 温心田島榮二郎氏 和田 雄二 新ひだか 元茂牧場 460－ 42：03．0
 239．4�
23 ミリタリータンゴ 牡3黒鹿54 泉谷 楓真 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 454－ 42：03．21	 34．3�
35 マイネルクロンヌ 牡4鹿 57 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 516＋142：03．3� 66．4�
11 テリオスヒメ 牝4鹿 55 古川 吉洋鈴木美江子氏 田島 俊明 青森 今川 満良 448± 02：03．62 166．2�

（15頭）

売 得 金
単勝： 41，300，100円 複勝： 50，102，200円 枠連： 13，214，000円
馬連： 68，104，900円 馬単： 32，112，700円 ワイド： 60，335，100円
3連複： 108，378，300円 3連単： 137，536，200円 計： 511，083，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，260円 複 勝 � 560円 � 1，390円 � 650円 枠 連（3－4） 5，630円

馬 連 �� 49，370円 馬 単 �� 79，480円

ワ イ ド �� 10，720円 �� 3，720円 �� 10，270円

3 連 複 ��� 176，700円 3 連 単 ��� 1，120，370円

票 数

単勝票数 計 413001 的中 � 14563（7番人気）
複勝票数 計 501022 的中 � 24681（7番人気）� 9068（11番人気）� 20595（8番人気）
枠連票数 計 132140 的中 （3－4） 1817（18番人気）
馬連票数 計 681049 的中 �� 1069（59番人気）
馬単票数 計 321127 的中 �� 303（103番人気）
ワイド票数 計 603351 的中 �� 1446（58番人気）�� 4228（36番人気）�� 1510（55番人気）
3連複票数 計1083783 的中 ��� 460（189番人気）
3連単票数 計1375362 的中 ��� 89（1112番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．7―48．3―1：00．7―1：13．0―1：25．3―1：37．2―1：49．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ケルンキングダム �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2019．5．4 京都6着

2016．5．6生 �5鹿 母 ケルンフラワー 母母 ケルンアリュール 23戦1勝 賞金 31，376，000円
〔3走成績による出走制限〕 スリンシンガポール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月21日まで平地競走に出走

できない。



24035 8月21日 晴 良 （3札幌2） 第3日 第11競走 ��2，600�札幌日刊スポーツ杯
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス，2．8．22以降3．8．15まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道日刊スポーツ新聞社賞（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 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．6
2：35．1

良
良

34 � エアサージュ 牡3鹿 53 池添 謙一 �ラッキーフィールド池添 学 米 Winches-
ter Farm 532＋102：41．0 4．5�

57 フォーラウェイ 牡8鹿 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 452－ 4 〃 ハナ 57．2�
813 ヴ ァ イ ザ ー 牡6黒鹿53 菱田 裕二 �キャロットファーム 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 458＋ 42：41．31� 86．5�
58 ラヴィンジャー 牝5黒鹿54 古川 吉洋丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム 430－ 42：41．4� 7．1�
610 ネオストーリー 牡4青鹿54 秋山 稔樹藤澤眞佐子氏 林 徹 新冠 スカイビーチステーブル 474＋142：41．5クビ 11．3	
11 ユ メ ノ サ キ �6栗 54 丹内 祐次山田広太郎氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム B524－10 〃 アタマ 115．7

712 モ イ 牝5黒鹿52 吉田 隼人 Him Rock Racing

ホールディングス� 畑端 省吾 日高 タバタファーム 412＋ 22：41．71� 11．7�
814 オータムヒロイン 牝3鹿 51 泉谷 楓真ゴドルフィン 	島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 466＋ 22：41．8� 10．4�
46 ディーグランデ �7鹿 54 勝浦 正樹嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 474＋ 22：41．9
 89．8
33 ダルムシュタット �4鹿 54 団野 大成村野 康司氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 468＋ 4 〃 アタマ 93．3�
22 ヒシエレガンス 牡4栗 55 C．ルメール 阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 480－122：42．32
 6．1�
69 サ ン シ ロ ウ 牡7鹿 53 菊沢 一樹合同会社三度屋 柄崎 孝 浦河 辻 牧場 506＋ 82：43．15 99．2�
711 アルバーシャ 牡3栗 53 横山 武史ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 506＋ 82：43．42 2．9�
45 ウインベイランダー 牡4芦 55 藤岡 佑介�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム 500＋ 62：43．5
 20．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 79，567，200円 複勝： 107，996，500円 枠連： 31，747，200円
馬連： 200，864，000円 馬単： 72，828，200円 ワイド： 147，186，500円
3連複： 340，013，400円 3連単： 396，624，400円 計： 1，376，827，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 260円 � 1，100円 � 2，080円 枠 連（3－5） 1，350円

馬 連 �� 17，700円 馬 単 �� 22，590円

ワ イ ド �� 4，370円 �� 8，030円 �� 28，960円

3 連 複 ��� 301，070円 3 連 単 ��� 1，057，170円

票 数

単勝票数 計 795672 的中 � 140544（2番人気）
複勝票数 計1079965 的中 � 132269（4番人気）� 23619（9番人気）� 12143（13番人気）
枠連票数 計 317472 的中 （3－5） 18101（5番人気）
馬連票数 計2008640 的中 �� 8794（33番人気）
馬単票数 計 728282 的中 �� 2417（61番人気）
ワイド票数 計1471865 的中 �� 8764（34番人気）�� 4733（52番人気）�� 1303（87番人気）
3連複票数 計3400134 的中 ��� 847（269番人気）
3連単票数 計3966244 的中 ��� 272（1290番人気）

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

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―25．0―37．3―49．6―1：02．1―1：14．9―1：28．3―1：41．2―1：53．6―2：05．7―2：17．6―2：29．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�エアサージュ �
�
父 Point of Entry �

�
母父 Empire Maker デビュー 2021．1．5 中京1着

2018．4．1生 牡3鹿 母 Nokaze 母母 Macarena Macarena 4戦3勝 賞金 29，918，000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。
（非抽選馬） 5頭 コスモジェミラ号・ジャディード号・タイセイドリーマー号・ピッツバーグ号・ブルーエクセレンス号

24036 8月21日 晴 良 （3札幌2） 第3日 第12競走 ��1，500�
ち と せ

千 歳 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 364，000円 104，000円 52，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．3
1：27．3

良
良

34 ア ル マ マ 牡5芦 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 畠山 吉宏 新ひだか 千代田牧場 470－ 41：29．3 2．9�
69 レーヴドゥラプレリ 牝3鹿 52 横山 武史吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 464＋121：29．51� 3．7�
11 ブエナベントゥーラ 牡3栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 524＋221：29．71� 3．5�
22 ディープリッチ 牡3黒鹿54 泉谷 楓真宇田 豊氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 496＋ 41：29．8� 11．5�
58 ユヌエトワール 牝4黒鹿55 坂井 瑠星 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 420± 01：29．9� 75．7�
813 ド リ ア ー ド 牝3青鹿52 団野 大成 	ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 浦河 日進牧場 466＋ 61：30．0� 20．1

711 レゾンドゥスリール 牡3黒鹿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 454－ 8 〃 ハナ 14．0�
57 モメントグスタール �3鹿 54 亀田 温心ディアレストクラブ	 高木 登 浦河 中脇 満 460＋ 21：30．1クビ 63．6�
45 エイボンクリフ 牝3鹿 52 加藤 祥太吉田 勝己氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 418± 0 〃 ハナ 149．2
46 ラ ピ カ ズ マ 牡3黒鹿54 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 478－101：30．2	 39．3�
33 セイウンダイモス 牡3栗 54 松田 大作西山 茂行氏 和田 勇介 新ひだか 棚川 光男 482＋ 2 〃 クビ 14．0�
814 ライクマジック 牝3黒鹿52 古川 吉洋下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 426－ 41：30．62 125．0�
610 ジェラペッシュ 牝4鹿 55 黛 弘人柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 446－ 61：30．92 72．1�

（13頭）
712 ナタラディーヴァ 牝5黒鹿55 菱田 裕二加藤 裕司氏 武藤 善則 新ひだか 千代田牧場 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 66，471，100円 複勝： 69，015，600円 枠連： 17，882，000円
馬連： 102，109，500円 馬単： 44，581，500円 ワイド： 82，331，100円
3連複： 160，503，700円 3連単： 198，358，500円 計： 741，253，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（3－6） 590円

馬 連 �� 690円 馬 単 �� 1，190円

ワ イ ド �� 260円 �� 360円 �� 330円

3 連 複 ��� 850円 3 連 単 ��� 5，390円

票 数

単勝票数 差引計 664711（返還計 325） 的中 � 180360（1番人気）
複勝票数 差引計 690156（返還計 253） 的中 � 154516（1番人気）� 146038（2番人気）� 108630（3番人気）
枠連票数 差引計 178820（返還計 18） 的中 （3－6） 23454（1番人気）
馬連票数 差引計1021095（返還計 954） 的中 �� 114071（2番人気）
馬単票数 差引計 445815（返還計 294） 的中 �� 27942（1番人気）
ワイド票数 差引計 823311（返還計 766） 的中 �� 83718（1番人気）�� 55907（3番人気）�� 62406（2番人気）
3連複票数 差引計1605037（返還計 2358） 的中 ��� 140291（1番人気）
3連単票数 差引計1983585（返還計 2593） 的中 ��� 26676（6番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―18．7―30．4―42．5―54．7―1：06．5―1：17．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F46．8―3F34．6

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ア ル マ マ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2018．7．28 札幌2着

2016．4．28生 牡5芦 母 ホエールキャプチャ 母母 グローバルピース 16戦2勝 賞金 33，914，000円
〔出走取消〕 ナタラディーヴァ号は，疾病〔左後肢跛行〕のため出走取消。
〔制裁〕 モメントグスタール号の騎手亀田温心は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について戒告。
※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 カフジアマリージャ号・テイエムマルタン号・テイエムミラクル号・デクラーク号・パクスジャポニカ号・

ハリウッドヒルズ号



（3札幌2）第3日 8月21日（土曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158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

169，120，000円
11，230，000円
18，510，000円
1，540，000円
18，090，000円
66，421，000円
4，345，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
474，749，400円
643，534，700円
132，037，200円
726，140，200円
324，093，900円
651，277，800円
1，144，032，600円
1，432，986，000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 5，528，851，800円

総入場人員 1，374名 （有料入場人員 1，283名）
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