
24049 8月28日 晴 良 （3札幌2） 第5日 第1競走 1，800�2歳未勝利
発走10時00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

33 シンティレーション 牝2黒鹿54 横山 武史 �シルクレーシング 池上 昌和 安平 ノーザンファーム 452－ 21：49．2 1．7�
55 ポッドボレット 牡2鹿 54 武 豊小川眞査雄氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 492－ 81：49．62� 3．4�
66 マイネルシーマー 牡2黒鹿54 丹内 祐次 �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 466± 01：50．66 7．9�
77 メイプルリッジ 牡2栗 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B460＋ 21：51．02� 10．5�
22 ヴィオレントアズル 牡2青鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 410＋101：51．31� 196．2	
88 ナンヨーリリー 牝2栗 54

53 ☆泉谷 楓真中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 410－101：51．4� 21．7

11 フクノラヴァル 牡2黒鹿54 横山 和生福島 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか 土田農場 B478＋ 21：51．61� 103．0�
44 トーセンビースト 牡2栗 54

52 △秋山 稔樹島川 �哉氏 土田 稔 日高 有限会社 エ
スティファーム 458＋ 21：51．7クビ 32．4
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売 得 金
単勝： 45，372，100円 複勝： 120，844，000円 枠連： 発売なし
馬連： 39，384，600円 馬単： 28，341，200円 ワイド： 39，405，500円
3連複： 57，820，200円 3連単： 131，361，400円 計： 462，529，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 100円 � 100円 � 120円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 370円

ワ イ ド �� 120円 �� 170円 �� 270円

3 連 複 ��� 360円 3 連 単 ��� 970円

票 数

単勝票数 計 453721 的中 � 224027（1番人気）
複勝票数 計1208440 的中 � 902280（1番人気）� 130568（2番人気）� 67023（3番人気）
馬連票数 計 393846 的中 �� 124124（1番人気）
馬単票数 計 283412 的中 �� 57274（1番人気）
ワイド票数 計 394055 的中 �� 109273（1番人気）�� 55916（2番人気）�� 26292（5番人気）
3連複票数 計 578202 的中 ��� 118070（1番人気）
3連単票数 計1313614 的中 ��� 97253（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―25．1―37．8―49．9―1：02．0―1：13．9―1：25．6―1：36．9

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
3，4（2，5）6，7，8－1・（3，4）（2，5）（6，7）8，1

2
4
3，4（2，5）（6，7）8，1
3，5（2，4）（6，7）8－1

勝馬の
紹 介

シンティレーション �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．7．25 函館2着

2019．1．15生 牝2黒鹿 母 ファシネートダイア 母母 ト コ ア 2戦1勝 賞金 7，900，000円

24050 8月28日 晴 良 （3札幌2） 第5日 第2競走 ��1，200�2歳未勝利
発走10時30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
1：07．9
1：07．5

良
良

44 ジョーブリッランテ 牡2栗 54 横山 和生上田江吏子氏 清水 久詞 新ひだか 山際牧場 488＋ 81：10．2 2．6�
66 パーサヴィアランス 牡2鹿 54 武 豊馬場 幸夫氏 西村 真幸 安平 ノーザンファーム 454＋ 41：10．3� 6．4�
78 コズミックフロスト 牝2鹿 54 大野 拓弥ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 444＋ 21：10．62 2．6�
55 タイセイプロシード 牡2黒鹿54 団野 大成田中 成奉氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B476－ 21：10．7� 33．6�
11 セ レ ブ 牝2栗 54 横山 武史菅藤 宗一氏 杉浦 宏昭 平取 清水牧場 468＋ 21：11．44 16．0�
33 ブエナディオサ 牝2鹿 54 竹之下智昭エースレーシング 千田 輝彦 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 21：11．82 196．0�
77 グランパドゥシャ 牝2鹿 54 池添 謙一 	キャロットファーム 小西 一男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 424－ 2 〃 ハナ 6．3

810 エクサープト 牝2栗 54

52 △秋山 稔樹水上 行雄氏 石坂 公一 浦河 笠松牧場 472－121：12．01� 165．3�
89 イタリアンカラー 牝2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁 Him Rock Racing
ホールディングス� 加用 正 日高 大江牧場 410± 01：12．53 85．1

22 ル ワ ン ジ ュ 牡2鹿 54 勝浦 正樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 上原 博之 新ひだか 岡田スタツド 478± 01：13．13� 77．4�
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売 得 金
単勝： 23，709，700円 複勝： 24，641，300円 枠連： 4，467，500円
馬連： 30，883，900円 馬単： 17，895，100円 ワイド： 24，331，000円
3連複： 46，439，700円 3連単： 72，119，700円 計： 244，487，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 140円 � 110円 枠 連（4－6） 720円

馬 連 �� 820円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 270円 �� 150円 �� 270円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 2，670円

票 数

単勝票数 計 237097 的中 � 73651（2番人気）
複勝票数 計 246413 的中 � 78207（1番人気）� 33224（4番人気）� 57979（2番人気）
枠連票数 計 44675 的中 （4－6） 4743（3番人気）
馬連票数 計 308839 的中 �� 29017（3番人気）
馬単票数 計 178951 的中 �� 11049（4番人気）
ワイド票数 計 243310 的中 �� 20639（4番人気）�� 48544（1番人気）�� 20305（5番人気）
3連複票数 計 464397 的中 ��� 76237（2番人気）
3連単票数 計 721197 的中 ��� 19565（5番人気）

ハロンタイム 12．1―10．8―11．3―11．6―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．9―34．2―45．8―57．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジョーブリッランテ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2021．6．20 札幌5着

2019．4．7生 牡2栗 母 ジョーアラマート 母母 タイキフレグランス 5戦1勝 賞金 10，570，000円

第２回 札幌競馬 第５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



24051 8月28日 晴 良 （3札幌2） 第5日 第3競走 1，000�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
57．5
56．8

良
重

11 レイワプリンセス 牝3栗 54 古川 吉洋菅藤 宗一氏 木原 一良 平取 清水牧場 508＋ 8 59．4 11．0�
56 フクノルッカ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大福島 祐子氏 杉浦 宏昭 日高 株式会社
ケイズ B450＋ 8 59．5� 4．1�

67 ドクタースキル 牝3鹿 54 菊沢 一樹松岡 悟氏 菊沢 隆徳 浦河 有限会社
松田牧場 466－ 8 59．92� 6．0�

812 キュートラン 牝3鹿 54 団野 大成岡村 善行氏 高橋 文雅 日高 前野牧場 B464－ 21：00．0クビ 3．2�
79 プレジャジンク 牝3黒鹿54 松田 大作�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 嶋田牧場 452－ 41：00．1� 19．6�
33 フ リ ブ ー ル 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心中村 祐子氏 久保田貴士 新ひだか ケイアイファーム 454＋ 6 〃 ハナ 6．4	
44 ア ザ ル 牝3栗 54

53 ☆泉谷 楓真ケーエスHD 本田 優 日高 天羽 禮治 B444＋161：00．95 11．7

22 イニシュモア 牝3鹿 54

51 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム 472＋181：01．0クビ 10．4�
811 シ ュ ン イ 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹ライオンレースホース� 本間 忍 洞�湖 レイクヴィラファーム B474＋ 61：01．74 63．9
710 ワンダードゥヴァン 牝3鹿 54 加藤 祥太山本 能行氏 羽月 友彦 新ひだか フクダファーム 436＋141：01．8� 109．5�
55 クリノヴァニラ 牝3栗 54

52 △山田 敬士栗本 博晴氏 萱野 浩二 日高 横井 哲 486＋ 21：01．9クビ 44．4�
68 キンタムチャチャ 牝3栗 54 菱田 裕二諸江 幸祐氏 大久保龍志 新ひだか 岡田スタツド 464 ―1：02．85 131．5�
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売 得 金
単勝： 24，493，000円 複勝： 35，805，400円 枠連： 4，497，100円
馬連： 34，696，400円 馬単： 14，658，100円 ワイド： 31，132，900円
3連複： 56，253，600円 3連単： 60，132，500円 計： 261，669，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，100円 複 勝 � 260円 � 150円 � 170円 枠 連（1－5） 1，940円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 620円 �� 720円 �� 420円

3 連 複 ��� 2，170円 3 連 単 ��� 13，700円

票 数

単勝票数 計 244930 的中 � 17727（6番人気）
複勝票数 計 358054 的中 � 28594（6番人気）� 69168（2番人気）� 58217（3番人気）
枠連票数 計 44971 的中 （1－5） 1790（8番人気）
馬連票数 計 346964 的中 �� 14662（8番人気）
馬単票数 計 146581 的中 �� 2470（20番人気）
ワイド票数 計 311329 的中 �� 12586（6番人気）�� 10684（10番人気）�� 19902（3番人気）
3連複票数 計 562536 的中 ��� 19397（5番人気）
3連単票数 計 601325 的中 ��� 3182（33番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．6―11．7―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．1―34．7―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レイワプリンセス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 バ チ ア ー デビュー 2020．7．19 阪神6着

2018．4．9生 牝3栗 母 スズノメヒョー 母母 ミュゲルージュ 10戦1勝 賞金 9，940，000円
〔その他〕 シュンイ号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 シュンイ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年9月28日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 フェスティヴポン号

24052 8月28日 晴 良 （3札幌2） 第5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

711 ホウオウヴォーヌ 牡3栗 56 丹内 祐次小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド B470－ 41：47．9 30．1�
58 マテンロウアレス 牡3鹿 56 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 500＋ 4 〃 ハナ 2．9�
610 セブンデイズ 牡3青鹿56 黛 弘人前迫 義幸氏 田中 博康 むかわ 上水牧場 490＋ 41：48．11� 2．2�
46 ベルンハルト 牡3栗 56

55 ☆泉谷 楓真 �シルクレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 504＋ 41：48．52� 87．4�
45 メイショウカークス 牡3鹿 56

53 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 本巣 敦 416－ 21：48．71� 12．4�
22 ボニンブルー 牡3鹿 56 武 豊渡辺公美子氏 小崎 憲 浦河 富田牧場 462＋ 21：48．8アタマ 10．0	
69 レジスタントスター 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜中西 功氏 新谷 功一 日高 増尾牧場 458± 0 〃 クビ 279．5

813 シュプールロイヤル 牡3黒鹿56 菊沢 一樹 �キャロットファーム 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 466± 01：49．01 41．0�
34 シングンジョーイ 牡3鹿 56 団野 大成伊坂 重憲氏 伊坂 重信 日高 広富牧場 452＋ 61：49．1� 37．2�
11 アラタマリスト 牝3栗 54 水口 優也荒木 謙次氏 浜田多実雄 日高 槇本牧場 452＋ 61：49．41� 187．7
57 ウォーターボンボン 牡3鹿 56 菱田 裕二山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B466± 01：49．82� 6．8�
712 テンノリュウギ 牡3青鹿 56

54 △秋山 稔樹天白 泰司氏 新谷 功一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B508＋ 61：50．97 147．4�

814 ペイシャウイニング 牝3栗 54
52 △山田 敬士北所 直人氏 土田 稔 様似 清水スタッド 472－ 4 〃 アタマ 178．6�

33 ジュンストーム 牡3黒鹿56 池添 謙一河合 純二氏 高柳 大輔 新冠 マリオステー
ブル 472－ 21：51．0クビ 36．0�
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売 得 金
単勝： 32，918，300円 複勝： 40，206，300円 枠連： 10，636，900円
馬連： 39，963，900円 馬単： 21，357，800円 ワイド： 41，511，000円
3連複： 67，563，600円 3連単： 82，433，300円 計： 336，591，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，010円 複 勝 � 460円 � 130円 � 130円 枠 連（5－7） 3，160円

馬 連 �� 4，430円 馬 単 �� 13，540円

ワ イ ド �� 1，300円 �� 1，210円 �� 180円

3 連 複 ��� 2，800円 3 連 単 ��� 47，280円

票 数

単勝票数 計 329183 的中 � 8722（6番人気）
複勝票数 計 402063 的中 � 13551（7番人気）� 90848（2番人気）� 101268（1番人気）
枠連票数 計 106369 的中 （5－7） 2604（9番人気）
馬連票数 計 399639 的中 �� 6985（14番人気）
馬単票数 計 213578 的中 �� 1183（33番人気）
ワイド票数 計 415110 的中 �� 6871（15番人気）�� 7405（14番人気）�� 75102（1番人気）
3連複票数 計 675636 的中 ��� 18065（7番人気）
3連単票数 計 824333 的中 ��� 1264（129番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．0―42．5―54．9―1：07．7―1：21．0―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．0―3F40．2
1
3
8，2－7（1，3）11，4，9－（6，12）－10（5，13）－14
8（3，7）11（10，9）（2，4）（1，6）－5（13，12）14

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ホウオウヴォーヌ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2020．10．25 東京7着

2018．4．5生 牡3栗 母 ヴンダーゾンネ 母母 キョウエイタイヨウ 8戦1勝 賞金 6，400，000円
※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。
（非当選馬） 2頭 クイーンファミユ号・メイショウメイロウ号
（非抽選馬） 5頭 クリスタルスワン号・シゲルブイン号・スピリットノア号・テイエムユキマイ号・ミンナノユメツナグ号



24053 8月28日 晴 良 （3札幌2） 第5日 第5競走 ��1，700�2歳新馬
発走12時15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
1：44．9
1：44．9

稍重
稍重

77 クリノメガミエース 牝2栗 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 本間 忍 日高 日西牧場 482 ―1：50．3 18．5�
55 ナ ム ラ ビ バ 牝2鹿 54 菊沢 一樹奈村 睦弘氏 武市 康男 日高 ナカノファーム 490 ―1：51．68 16．7�
89 ウ ル テ 牡2栗 54 池添 謙一 �スリーエイチレーシング 四位 洋文 新ひだか 矢野牧場 488 ―1：51．7� 7．3�
11 シャムトラダイコウ 牝2芦 54 黛 弘人西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 486 ―1：52．87 45．7�

（シャムトラダイゴウ）

44 バックシャン 牝2栗 54 横山 武史�山王飯店 鈴木 伸尋 新冠 有限会社 大
作ステーブル 498 ― 〃 アタマ 8．1�

88 メイショウゲキリン 牡2黒鹿 54
51 ▲小沢 大仁松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 516 ―1：54．18 2．8	

66 クアトロフォンテ 牡2鹿 54
53 ☆亀田 温心月舘 範行氏 高橋 義忠 新ひだか 矢野牧場 470 ― 〃 ハナ 11．5


33 キタノラシーク 牡2青鹿 54
52 △秋山 稔樹北所 直人氏 石栗 龍彦 安平 �橋本牧場 546 ―2：01．6大差 89．7�

22 ラ ラ ラ ン ド 牝2黒鹿 54
51 ▲小林 凌大椎名 節氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 460 ― （競走中止） 2．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 32，863，500円 複勝： 27，984，300円 枠連： 5，441，100円
馬連： 32，969，600円 馬単： 17，661，700円 ワイド： 27，794，700円
3連複： 46，237，400円 3連単： 72，011，800円 計： 262，964，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，850円 複 勝 � 390円 � 380円 � 250円 枠 連（5－7） 5，150円

馬 連 �� 5，840円 馬 単 �� 11，620円

ワ イ ド �� 1，750円 �� 1，260円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 13，090円 3 連 単 ��� 91，910円

票 数

単勝票数 計 328635 的中 � 14992（7番人気）
複勝票数 計 279843 的中 � 18147（7番人気）� 18371（6番人気）� 32131（3番人気）
枠連票数 計 54411 的中 （5－7） 818（13番人気）
馬連票数 計 329696 的中 �� 4369（21番人気）
馬単票数 計 176617 的中 �� 1139（40番人気）
ワイド票数 計 277947 的中 �� 4020（21番人気）�� 5708（16番人気）�� 6777（14番人気）
3連複票数 計 462374 的中 ��� 2649（38番人気）
3連単票数 計 720118 的中 ��� 568（241番人気）

ハロンタイム 7．0―11．6―12．8―13．2―13．2―12．6―12．7―13．0―14．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―31．4―44．6―57．8―1：10．4―1：23．1―1：36．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クリノメガミエース 
�
父 エスポワールシチー 

�
母父 フレンチデピュティ 初出走

2019．2．26生 牝2栗 母 クリノバンダイサン 母母 プレシャスエルフ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ララランド号は，向正面で急に内側に逃避して内柵に接触し，騎手が落馬したため競走中止。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ララランド号は，令和3年8月29日から令和3年9月18日まで出走停止。停止期間の満了後に平地

調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 キタノラシーク号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月28日まで平地競走

に出走できない。

24054 8月28日 曇 良 （3札幌2） 第5日 第6競走 ��1，500�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
1：27．3
1：27．3

良
良

34 ブラックハート 牝3黒鹿54 菱田 裕二�髙昭牧場 松永 康利 浦河 高昭牧場 402＋ 41：29．0 10．9�
711 ノックトゥワイス �3栗 56 大野 拓弥飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490＋101：29．21� 22．8�
69 アスターベルデ 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真加藤 久枝氏 中竹 和也 日高 スマイルファーム 498± 01：29．41 58．0�
11 ビスボッチャ 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 株式会社
ノースヒルズ 468＋ 61：29．71� 60．0�

22 ヴィトーリア 牡3黒鹿56 武 豊寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 438＋ 2 〃 アタマ 2．8�
33 フェアビアンカ 牝3青鹿54 団野 大成 �キャロットファーム 伊藤 大士 安平 ノーザンファーム 470－ 21：29．8� 36．9	
814 トリプルフォー 牝3黒鹿54 川又 賢治
ジーホース 矢作 芳人 浦河 谷口牧場 432± 01：29．9� 23．2�
58 シーロンシャン 牝3黒鹿54 藤岡 佑介 
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 476＋ 41：30．43 6．2�
610 セラスチューム 牝3栗 54 横山 和生ライオンレースホース
 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466± 01：30．5クビ 8．4
712 アルーリングギフト 牡3栗 56 古川 吉洋 �サンデーレーシング 藤岡 健一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 514＋12 〃 クビ 19．0�
46 スペキアリス 牝3青 54 池添 謙一
G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 6 〃 ハナ 27．4�
45 マントゥノン 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大志村 鑑彦氏 尾形 和幸 浦河 大北牧場 B460＋141：30．6� 108．0�
813	 レ イ ク ビ ワ 牝3栗 52 横山 武史 
ニッシンホール

ディングス 中内田充正 豪 Yulong Invest-
ments Yulong Stud 456－ 41：30．91� 4．3�

57 キ ネ シ ク ス 牡3栗 56
53 ▲小沢 大仁 �シルクレーシング 松下 武士 安平 ノーザンファーム 454± 01：31．11� 18．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，310，200円 複勝： 52，782，100円 枠連： 9，894，400円
馬連： 47，030，200円 馬単： 19，689，600円 ワイド： 50，857，200円
3連複： 76，087，400円 3連単： 78，672，600円 計： 373，323，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 340円 � 670円 � 1，380円 枠 連（3－7） 4，290円

馬 連 �� 10，620円 馬 単 �� 19，980円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 5，310円 �� 8，430円

3 連 複 ��� 96，390円 3 連 単 ��� 428，850円

票 数

単勝票数 計 383102 的中 � 27897（5番人気）
複勝票数 計 527821 的中 � 45419（5番人気）� 20209（9番人気）� 9287（12番人気）
枠連票数 計 98944 的中 （3－7） 1786（17番人気）
馬連票数 計 470302 的中 �� 3429（38番人気）
馬単票数 計 196896 的中 �� 739（71番人気）
ワイド票数 計 508572 的中 �� 4863（32番人気）�� 2464（49番人気）�� 1544（65番人気）
3連複票数 計 760874 的中 ��� 592（209番人気）
3連単票数 計 786726 的中 ��� 133（1016番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―17．8―28．9―40．7―53．0―1：05．1―1：16．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0

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

勝馬の
紹 介

ブラックハート �
�
父 ベ ー カ バ ド �

�
母父 エンパイアメーカー デビュー 2020．12．13 中山13着

2018．3．19生 牝3黒鹿 母 アクアブルーハート 母母 エスフライト 7戦1勝 賞金 8，470，000円
※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 セイウンピーチ号・バウンシーダンス号・ハンター号



24055 8月28日 曇 良 （3札幌2） 第5日 第7競走 1，800�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，600，000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
1：45．7
1：43．8

良
良

22 グレースオブナイル 牝4鹿 55
52 ▲小沢 大仁 �グリーンファーム杉山 晴紀 千歳 社台ファーム 446± 01：49．8 3．1�

11 ハリウッドヒルズ 牡4鹿 57
55 △秋山 稔樹ゴドルフィン 高橋 祥泰 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 492＋ 81：50．01� 2．6�
814 アドマイヤハイジ 牝3鹿 52 武 豊近藤 旬子氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 424＋121：50．1クビ 4．6�
34 アンジュマリッシュ 牝3青 52 古川 吉洋 �サンデーレーシング 上村 洋行 安平 ノーザンファーム 446＋ 8 〃 ハナ 35．3�
610 グレルグリーン 牡5黒鹿57 勝浦 正樹斎藤 光政氏 相沢 郁 新冠 斉藤 安行 464＋ 41：50．31 93．9	
45 � ゾ ロ 牡5栗 57 団野 大成北山 敏
氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 478＋ 61：50．4� 128．6�
46 ウインアステロイド 牡4青鹿57 原田 和真�ウイン 和田正一郎 新冠 コスモヴューファーム 464＋ 21：50．5� 20．9�
712 ブルームラッシュ 牡4鹿 57 横山 和生 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B458＋101：50．6クビ 16．8
58 ケンアンビシャス 牡3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心中西 健氏 久保田貴士 新ひだか 坂本 智広 486＋121：50．7� 8．7�
69 グッドラベリング 牝3栗 52 池添 謙一青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 430＋ 81：50．8� 48．1�
711� ホウオウビクトリー 牡5鹿 57

56 ☆泉谷 楓真小笹 芳央氏 斎藤 誠 新ひだか 岡田スタツド 482－ 4 〃 クビ 51．5�
33 ジ ャ ッ キ ー 牡7栗 57

54 ▲小林 凌大本田 恒雄氏 高橋 祥泰 浦河 高野牧場 B488－ 21：51．11� 46．7�
57 スミソニアン 牡3黒鹿54 菱田 裕二中西 純穂氏 久保田貴士 日高 豊洋牧場 B446＋ 21：51．2� 113．4�
813� リュヌドミエル 牝4栗 55 菊沢 一樹ライオンレースホース� 鈴木慎太郎 浦河 高昭牧場 460＋101：51．41� 345．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 34，431，500円 複勝： 36，489，100円 枠連： 7，792，900円
馬連： 39，145，900円 馬単： 18，691，100円 ワイド： 37，128，600円
3連複： 60，907，600円 3連単： 71，426，000円 計： 306，012，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 120円 � 130円 � 140円 枠 連（1－2） 560円

馬 連 �� 560円 馬 単 �� 1，120円

ワ イ ド �� 230円 �� 300円 �� 310円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 3，860円

票 数

単勝票数 計 344315 的中 � 87962（2番人気）
複勝票数 計 364891 的中 � 83673（1番人気）� 71242（2番人気）� 64233（3番人気）
枠連票数 計 77929 的中 （1－2） 10662（1番人気）
馬連票数 計 391459 的中 �� 53229（1番人気）
馬単票数 計 186911 的中 �� 12493（2番人気）
ワイド票数 計 371286 的中 �� 42859（1番人気）�� 31117（2番人気）�� 28917（3番人気）
3連複票数 計 609076 的中 ��� 63073（1番人気）
3連単票数 計 714260 的中 ��� 13412（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．9―37．7―50．3―1：02．2―1：13．9―1：25．6―1：37．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グレースオブナイル �
�
父 タートルボウル �

�
母父 デュランダル デビュー 2019．6．30 中京4着

2017．3．9生 牝4鹿 母 ジュエルオブナイル 母母 レディオブチャド 20戦2勝 賞金 34，814，000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 シーチェンジ号

24056 8月28日 曇 良 （3札幌2） 第5日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時50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

711 ベ ル ゼ ー ル 牝3栗 52 団野 大成 �シルクレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 450＋ 61：46．7 4．7�
610 ノワールフレグラン 牝4青鹿55 菊沢 一樹 �グリーンファーム西村 真幸 安平 ノーザンファーム B448＋ 41：47．44 31．9�
69 � アポロリリー 牝4黒鹿 55

52 ▲小林 凌大アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 B426－ 6 〃 アタマ 7．9�
814 ジョリーブレス 牝3鹿 52

51 ☆亀田 温心 �フジワラ・ファーム 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 458＋161：47．5クビ 6．7�
11 スマイルガール 牝4鹿 55 藤岡 佑介首藤 徳氏 宮 徹 新冠 シンユウフアーム 438＋ 81：47．71 9．0	
58 クーファイザナミ 牝4鹿 55

52 ▲小沢 大仁大迫久美子氏 武 幸四郎 新冠 村上 欽哉 424＋221：47．8� 40．7

46 クリノラピッド 牝3黒鹿52 丹内 祐次栗本 博晴氏 伊藤 伸一 浦河 富菜牧場 454－ 4 〃 ハナ 60．2�
33 ナンヨーインディゴ 牝3鹿 52 大野 拓弥中村 德也氏 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 440－121：48．12 32．2�
813 サツキティアラ 牝3鹿 52 古川 吉洋 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ

アーム 472＋ 61：48．52� 15．5
45 エスキシータ 牝5黒鹿 55

52 ▲西谷 凜吉田 晴哉氏 吉岡 辰弥 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム B484± 01：48．6クビ 24．5�

57 サクラカレント 牝3鹿 52 勝浦 正樹�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 484－ 41：48．81� 16．6�
34 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 480－101：49．11� 45．5�

22 クイーンシルビア 牝3鹿 52
51 ☆泉谷 楓真田島榮二郎氏 小西 一男 浦河 市川フアーム 436＋ 21：50．05 84．3�

712 リキサンハート 牝3黒鹿52 横山 武史 �ハイパワー商事 奥平 雅士 新ひだか 本桐牧場 496＋ 81：50．1� 2．8�
（14頭）

売 得 金
単勝： 30，381，200円 複勝： 41，488，600円 枠連： 10，153，000円
馬連： 43，753，300円 馬単： 19，351，200円 ワイド： 46，590，900円
3連複： 70，520，800円 3連単： 79，320，100円 計： 341，559，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 190円 � 500円 � 280円 枠 連（6－7） 650円

馬 連 �� 4，670円 馬 単 �� 7，010円

ワ イ ド �� 1，340円 �� 740円 �� 1，940円

3 連 複 ��� 7，640円 3 連 単 ��� 44，130円

票 数

単勝票数 計 303812 的中 � 50895（2番人気）
複勝票数 計 414886 的中 � 65610（2番人気）� 18410（8番人気）� 38809（4番人気）
枠連票数 計 101530 的中 （6－7） 11999（2番人気）
馬連票数 計 437533 的中 �� 7250（17番人気）
馬単票数 計 193512 的中 �� 2069（26番人気）
ワイド票数 計 465909 的中 �� 8872（16番人気）�� 16773（7番人気）�� 6023（23番人気）
3連複票数 計 705208 的中 ��� 6922（25番人気）
3連単票数 計 793201 的中 ��� 1303（130番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―30．1―41．8―54．9―1：07．9―1：20．8―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．8―3F38．8
1
3
・（7，9）－12－4－8，5（2，6）－（3，11）（13，14）－10，1・（7，9）4（12，5，8）（2，6）（3，11）（13，14，10）－1

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

勝馬の
紹 介

ベ ル ゼ ー ル �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 In The Wings デビュー 2020．8．30 小倉7着

2018．1．26生 牝3栗 母 ビリーヴミー 母母 Golden Wings 9戦2勝 賞金 16，600，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を13時51分に変更。
※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 アイドゥ号



24057 8月28日 晴 良 （3札幌2） 第5日 第9競走 ��2，600�ル ス ツ 特 別
発走14時25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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．6
2：35．1

良
良

33 モンテディオ 牡3鹿 54 池添 謙一毛利 元昭氏 四位 洋文 千歳 社台ファーム 478－ 42：41．1 3．7�
45 タイミングハート 牡4黒鹿57 武 豊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 450－ 42：41．41� 7．7�
11 マケルナマサムネ 牡3鹿 54 松田 大作塩澤 正樹氏 杉山 佳明 洞�湖 レイクヴィラファーム B452＋ 92：41．5� 37．7�
57 チャックネイト 牡3鹿 54 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B470－ 82：41．71	 7．1�
22 エルディアブロ 牡3黒鹿54 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 B450＋ 42：41．91	 16．0	
711 カフジアスール 牡3鹿 54 泉谷 楓真加藤 守氏 中竹 和也 新冠 川島牧場 472＋ 22：42．11	 8．3

610 ク ー プ ラ ン 牡3鹿 54 大野 拓弥森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか 今 牧場 530＋ 82：42．42 3．4�
34 テイケイラウレア 牝3鹿 52 小沢 大仁兼松 忠男氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム B448± 02：43．57 171．6�
813 レシャバール 牡3鹿 54 横山 武史�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム 488＋ 62：44．13� 6．3
58 ダンスインザスノー 牡3芦 54 亀田 温心ライオンレースホース� 杉山 晴紀 日高 下河辺牧場 496－ 22：44．31	 147．9�
814 ミ ラ イ オ ー 牡5鹿 57 水口 優也林 正道氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 518± 02：44．4� 58．6�
46 サングレデクリスト 牡4栗 57 川又 賢治吉田 勝己氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 526＋ 42：45．35 65．3�
69 チェスナットドレス 牝4栗 55 菊沢 一樹�GET NEXT 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B494－ 22：46．25 132．2�
712 ハヤブサビッグバン 牡3芦 54 菱田 裕二武田 修氏 高柳 瑞樹 新ひだか 田中 裕之 490－ 82：52．7大差 233．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 37，632，300円 複勝： 57，566，600円 枠連： 9，553，700円
馬連： 58，053，700円 馬単： 24，753，600円 ワイド： 54，160，100円
3連複： 95，744，400円 3連単： 107，624，200円 計： 445，088，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 150円 � 230円 � 580円 枠 連（3－4） 1，410円

馬 連 �� 1，360円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 550円 �� 1，350円 �� 3，380円

3 連 複 ��� 12，570円 3 連 単 ��� 41，720円

票 数

単勝票数 計 376323 的中 � 81005（2番人気）
複勝票数 計 575666 的中 � 125637（2番人気）� 63616（3番人気）� 19375（8番人気）
枠連票数 計 95537 的中 （3－4） 5218（8番人気）
馬連票数 計 580537 的中 �� 33024（5番人気）
馬単票数 計 247536 的中 �� 7420（6番人気）
ワイド票数 計 541601 的中 �� 27334（6番人気）�� 10125（19番人気）�� 3908（29番人気）
3連複票数 計 957444 的中 ��� 5712（42番人気）
3連単票数 計1076242 的中 ��� 1870（154番人気）

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

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�
13．1―24．7―36．6―48．5―1：00．1―1：12．6―1：24．9―1：37．2―1：50．3―2：03．3―2：16．1―2：28．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モンテディオ �
�
父 ジャスタウェイ �

�
母父 Tejano Run デビュー 2020．9．13 中京3着

2018．3．1生 牡3鹿 母 ディオニージア 母母 Essie’s Maid 10戦2勝 賞金 33，993，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時26分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 チェスナットドレス号・ハヤブサビッグバン号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

令和3年9月28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〕 ハヤブサビッグバン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月28日まで平地競走に出

走できない。
※テイケイラウレア号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

24058 8月28日 晴 良 （3札幌2） 第5日 第10競走 ��1，200�
ま し ゅ う こ

摩 周 湖 特 別
発走15時00分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス，2．8．29以降3．8．22まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

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 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

46 � ミニオンペール 牝5鹿 53 黛 弘人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 小手川 準 新冠 サンローゼン 476＋ 81：09．7 5．2�

813 ベッラヴォルタ 牝4栗 52 亀田 温心ディアレストクラブ� 加用 正 新ひだか 前田ファーム 492－ 41：09．8� 40．9�
711� ヴォイスオブジョイ 牝5鹿 53 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 472－ 41：09．9� 24．1�

69 タイセイトレンディ 	6青鹿54 菱田 裕二田中 成奉氏 田中 克典 新ひだか タイヘイ牧場 478＋ 8 〃 ハナ 15．3�
712 タ ピ オ カ 牝4青鹿53 大野 拓弥�清水牧場 牧 光二 平取 清水牧場 516± 01：10．0クビ 3．9	
34 エ グ レ ム ニ 牡4鹿 55 古川 吉洋吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム B494－ 21：10．1� 6．2

610 エ ピ ロ ー グ 牝5鹿 52 川又 賢治藤田 好紀氏 杉山 佳明 新ひだか 前田ファーム B468－ 4 〃 アタマ 36．0�
45 ディキシークイーン 牝4鹿 53 横山 典弘寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 492＋ 41：10．2� 4．4�
58 テ リ ー ヌ 牝3鹿 51 泉谷 楓真三木 久史氏 長谷川浩大 新ひだか フジワラフアーム 420－ 2 〃 クビ 7．8
22 デストゥリエーレ 牡3青鹿50 菊沢 一樹ライオンレースホース� 池上 昌和 浦河 秋場牧場 462＋ 21：10．3� 67．5�
33 ブロンズレッド 牡3栗 53 団野 大成下河辺隆行氏 牧浦 充徳 日高 下河辺牧場 522± 0 〃 クビ 11．8�
57 セクシーフェイス 牝4黒鹿51 秋山 稔樹 �社台レースホース大和田 成 千歳 社台ファーム 438－ 61：10．4� 68．8�
11 エイカイマドンナ 牝6鹿 52 小沢 大仁二木 英德氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 444＋ 21：10．82� 55．1�
814 イルミネーター 牡4鹿 54 水口 優也山上 和良氏 羽月 友彦 浦河 岡部牧場 494＋ 61：11．65 119．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 38，906，400円 複勝： 61，223，100円 枠連： 16，919，400円
馬連： 79，655，700円 馬単： 30，522，100円 ワイド： 65，998，700円
3連複： 123，368，600円 3連単： 132，654，700円 計： 549，248，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 200円 � 1，050円 � 600円 枠 連（4－8） 4，560円

馬 連 �� 14，050円 馬 単 �� 17，980円

ワ イ ド �� 3，330円 �� 1，460円 �� 6，360円

3 連 複 ��� 49，420円 3 連 単 ��� 260，630円

票 数

単勝票数 計 389064 的中 � 59028（3番人気）
複勝票数 計 612231 的中 � 99774（1番人気）� 12959（10番人気）� 24187（8番人気）
枠連票数 計 169194 的中 （4－8） 2874（13番人気）
馬連票数 計 796557 的中 �� 4393（37番人気）
馬単票数 計 305221 的中 �� 1273（57番人気）
ワイド票数 計 659987 的中 �� 5077（33番人気）�� 11929（18番人気）�� 2630（56番人気）
3連複票数 計1233686 的中 ��� 1872（138番人気）
3連単票数 計1326547 的中 ��� 369（689番人気）

ハロンタイム 12．1―11．1―11．5―11．7―11．6―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．2―34．7―46．4―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 12，9（1，8，14）3（5，13）2（10，11）6（4，7） 4 ・（12，9）8（1，13）（5，14，11）（3，10）（2，6）（4，7）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

�ミニオンペール �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 ア ラ ジ

2016．6．4生 牝5鹿 母 トラックマグナ 母母 マイグローリア 24戦2勝 賞金 55，445，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 ミニオンペール号の騎手黛弘人は，決勝線手前で内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番）



24059 8月28日 晴 良 （3札幌2） 第5日 第11競走 ��2，000�オホーツクステークス
発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，3勝クラス，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳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 322，000円 92，000円 46，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

610 アンティシペイト 牡4鹿 57 横山 和生�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム B502＋ 62：01．4 2．2�
34 ソルドラード �5鹿 57 横山 武史 �キャロットファーム 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 494－ 82：01．61 7．4�
47 � ターキッシュパレス 牡4青鹿57 横山 典弘ゴドルフィン 昆 貢 愛 Godolphin 486－ 8 〃 アタマ 10．4�
814� シ ン ボ 牡4鹿 57 武 豊�龍光 小崎 憲 新冠 長浜 忠 462＋ 4 〃 クビ 11．0�
59 ウィナーポイント 牝6黒鹿55 泉谷 楓真岡田 牧雄氏 和田 勇介 日高 出口牧場 418－ 42：01．7クビ 23．9	
815 コ コ ニ ア ル 牝4栗 55 大野 拓弥村田 能光氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 02：01．8	 6．5

35 エヴァーガーデン 牝4黒鹿55 黛 弘人 �コスモヴューファーム 高橋 祥泰 新冠 コスモヴューファーム 482－ 2 〃 アタマ 14．5�
46 ヴィアメント �4栗 57 団野 大成 �社台レースホース鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム B478± 02：02．01
 20．3�
712 イ ル マ タ ル 牝5鹿 55 藤岡 佑介吉田 照哉氏 渡辺 薫彦 千歳 社台ファーム 472± 02：02．1	 65．9
611 コトブキテティス 牝4黒鹿55 亀田 温心尾上 松壽氏 田島 俊明 新ひだか 斉藤スタッド 448＋16 〃 ハナ 34．4�
58 レオンドーロ 牝5黒鹿55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B496－10 〃 クビ 13．3�
23 プリマヴィスタ 牡4栗 57 池添 謙一加藤 裕司氏 矢作 芳人 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462－ 22：02．2クビ 38．2�
11 ド ゥ ー カ 牡8栗 57 国分 恭介 �カナヤマホール

ディングス 野中 賢二 浦河 三枝牧場 508－ 22：02．73 143．7�
22 マイエンフェルト 牝5鹿 55 川又 賢治 �シルクレーシング 杉山 佳明 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：02．8� 55．9�
713 ア ノ 牡5栗 57 古川 吉洋武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 B448＋ 22：03．01� 209．4�

（15頭）

売 得 金
単勝： 80，784，800円 複勝： 108，761，200円 枠連： 44，379，000円
馬連： 214，866，700円 馬単： 76，024，200円 ワイド： 153，937，400円
3連複： 347，260，400円 3連単： 374，161，200円 計： 1，400，174，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 130円 � 260円 � 280円 枠 連（3－6） 540円

馬 連 �� 1，080円 馬 単 �� 1，560円

ワ イ ド �� 480円 �� 520円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 4，490円 3 連 単 ��� 13，570円

票 数

単勝票数 計 807848 的中 � 286575（1番人気）
複勝票数 計1087612 的中 � 320118（1番人気）� 86519（3番人気）� 79248（4番人気）
枠連票数 計 443790 的中 （3－6） 63392（2番人気）
馬連票数 計2148667 的中 �� 153335（2番人気）
馬単票数 計 760242 的中 �� 36331（2番人気）
ワイド票数 計1539374 的中 �� 85834（2番人気）�� 77774（3番人気）�� 16648（29番人気）
3連複票数 計3472604 的中 ��� 57957（12番人気）
3連単票数 計3741612 的中 ��� 19985（18番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．6―48．5―1：01．4―1：13．9―1：26．0―1：37．8―1：49．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．5―3F35．4
1
3
2（5，12）（1，8）14（6，10）（9，15）4，11，3－7，13・（2，5）（1，8，12，11）14，15（6，10）（4，9，7）（3，13）

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

勝馬の
紹 介

アンティシペイト �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．18 札幌2着

2017．3．26生 牡4鹿 母 アンチュラス 母母 ア ン チ ョ 12戦4勝 賞金 79，363，000円

24060 8月28日 晴 良 （3札幌2） 第5日 第12競走 1，700�ニ セ コ 特 別
発走16時15分 （ダート・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
1：40．9
1：40．9

重
重

45 シンヨモギネス 牡3鹿 54 菱田 裕二岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B474＋ 21：46．9 2．0�
610 ハイラブハンター 牡3鹿 54 西谷 凜服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 490± 01：47．0� 18．8�
58 デルマタモン 牡3栗 54 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 502＋ 4 〃 ハナ 4．0�
34 フォアシュピール �4黒鹿57 団野 大成 �キャロットファーム 小笠 倫弘 安平 ノーザンファーム B460± 01：47．21� 55．5�
711 バ シ レ ウ ス 牡3鹿 54 藤岡 佑介 �カナヤマホール

ディングス 飯田 祐史 日高 新井 昭二 478＋ 21：47．3クビ 11．7	
712 フームスムート 牡4黒鹿57 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ 520－121：47．51� 18．5

69 ジェイエルフラッグ 牝5青鹿55 小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 452＋ 21：47．6� 85．2�
11 � エムテイフラッシュ 牡4青鹿57 古川 吉洋谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 488＋101：47．8� 190．9�
33 ライヴクラッカー 牡3黒鹿54 松田 大作澤田 孝之氏 牧 光二 新冠 守矢牧場 B494＋ 21：47．9� 13．0
813 ヴィクトリオン 牡3鹿 54 原田 和真菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 500－ 41：48．21� 93．1�
57 ナッシュカッツェ 牝3栗 52 亀田 温心西村 �平氏 本間 忍 日高 三輪牧場 446＋ 41：48．83	 114．9�
814 メ ル テ ミ ア 牡3鹿 54 武 豊武田 茂男氏 鈴木 孝志 浦河 中神牧場 446＋ 41：48．9	 5．6�
22 ノーザンピーク 牡3鹿 54 丹内 祐次 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 林 徹 浦河 辻 牧場 B476＋101：49．21� 51．6�
（13頭）

46 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 492＋ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 48，370，700円 複勝： 55，131，100円 枠連： 19，218，600円
馬連： 82，490，800円 馬単： 36，064，500円 ワイド： 68，471，300円
3連複： 123，842，800円 3連単： 153，247，900円 計： 586，837，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 120円 � 280円 � 140円 枠 連（4－6） 1，230円

馬 連 �� 1，270円 馬 単 �� 1，550円

ワ イ ド �� 430円 �� 220円 �� 840円

3 連 複 ��� 1，280円 3 連 単 ��� 6，100円

票 数

単勝票数 差引計 483707（返還計 19326） 的中 � 187882（1番人気）
複勝票数 差引計 551311（返還計 17400） 的中 � 157324（1番人気）� 32630（7番人気）� 108765（2番人気）
枠連票数 差引計 192186（返還計 7021） 的中 （4－6） 12081（6番人気）
馬連票数 差引計 824908（返還計 81964） 的中 �� 50091（4番人気）
馬単票数 差引計 360645（返還計 37386） 的中 �� 17409（5番人気）
ワイド票数 差引計 684713（返還計 65358） 的中 �� 38659（5番人気）�� 96352（1番人気）�� 17854（11番人気）
3連複票数 差引計1238428（返還計229518） 的中 ��� 72492（3番人気）
3連単票数 差引計1532479（返還計278137） 的中 ��� 18210（11番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―31．1―43．9―56．6―1：08．9―1：21．3―1：33．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F38．0
1
3
4，7（3，10）（11，14）5（1，2）（9，12）－13－8
4（7，10）3（11，14，5）（1，2，12，13）9，8

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

シンヨモギネス �
�
父 ダノンレジェンド �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2020．6．27 阪神7着

2018．3．24生 牡3鹿 母 グレースグランド 母母 フレンチリヴィエラ 12戦2勝 賞金 25，096，000円
〔競走除外〕 キゾク号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔3走成績による出走制限〕 ナッシュカッツェ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月28日まで平地競走に出走で

きない。
※ノーザンピーク号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（3札幌2）第5日 8月28日（土曜日） 晴一時曇 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 151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

194，060，000円
9，940，000円
24，430，000円
1，960，000円
21，080，000円
65，378，500円
4，152，500円
1，449，600円

勝馬投票券売得金
468，173，700円
662，923，100円
142，953，600円
742，894，700円
325，010，200円
641，319，300円
1，172，046，500円
1，415，165，400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 5，570，486，500円

総入場人員 1，376名 （有料入場人員 1，303名）
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