
24061 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第1競走 1，500�2歳未勝利
発走10時00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
1：29．1
1：29．1

良
良

79 モチベーション 牝2鹿 54
52 △秋山 稔樹石川 秀守氏 清水 英克 新ひだか 水丸牧場 434－ 21：30．7 1．7�

55 レモンケーキ 牝2黒鹿54 菱田 裕二 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 428＋ 81：30．8� 12．1�
56 アルコローザ 牝2黒鹿54 和田 竜二飯田 良枝氏 佐々木晶三 新ひだか 千代田牧場 448± 01：30．9� 28．4�
67 カスターニャルーナ 牝2栗 54 藤岡 佑介吉田 安惠氏 武 英智 安平 追分ファーム 456－ 41：31．0� 82．3�
710 ジェネラルウィル 牝2栗 54 団野 大成 �キャロットファーム 林 徹 安平 ノーザンファーム 450＋ 41：31．1クビ 5．9�
22 ブルトンクール 牝2栗 54 大野 拓弥会田 浩史氏 新開 幸一 千歳 社台ファーム 438－ 4 〃 クビ 8．1	
33 ロジマギーゴー 牝2栗 54 横山 武史久米田正明氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 444± 01：31．31� 6．9

11 オ ゼ イ ユ 牝2栗 54

51 ▲西谷 凜杉岡 時治氏 四位 洋文 新ひだか 藤原牧場 450－ 41：31．51� 307．8�
811 チャオベッラ 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁吉田 千津氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 450± 01：31．71 54．8�
812 エイシンウパシ 牝2芦 54 荻野 琢真栄進堂 今野 貞一 浦河 栄進牧場 462＋16 〃 クビ 59．2�
44 ミ ウ ィ 牝2鹿 54

51 ▲小林 凌大ORTEGA 大江原 哲 新冠 柏木 一則 420－ 81：31．91� 54．7�
68 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 476＋ 21：34．5大差 367．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 38，866，600円 複勝： 59，497，400円 枠連： 9，934，300円
馬連： 48，041，400円 馬単： 25，945，100円 ワイド： 49，399，100円
3連複： 82，430，400円 3連単： 107，823，000円 計： 421，937，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 210円 � 340円 枠 連（5－7） 370円

馬 連 �� 730円 馬 単 �� 990円

ワ イ ド �� 340円 �� 590円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 2，380円 3 連 単 ��� 6，260円

票 数

単勝票数 計 388666 的中 � 184061（1番人気）
複勝票数 計 594974 的中 � 266275（1番人気）� 51491（5番人気）� 25700（6番人気）
枠連票数 計 99343 的中 （5－7） 20797（1番人気）
馬連票数 計 480414 的中 �� 50459（3番人気）
馬単票数 計 259451 的中 �� 19618（3番人気）
ワイド票数 計 493991 的中 �� 41006（4番人気）�� 21106（7番人気）�� 9530（14番人気）
3連複票数 計 824304 的中 ��� 25933（9番人気）
3連単票数 計1078230 的中 ��� 12481（16番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．9―18．5―30．2―42．2―54．4―1：06．3―1：18．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．5―3F36．3

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

勝馬の
紹 介

モチベーション �
�
父 ガ ル ボ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．8．14 札幌2着

2019．5．2生 牝2鹿 母 アドリアーネ 母母 ダイイチサクラ 2戦1勝 賞金 7，900，000円

24062 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第2競走 ��1，000�3歳未勝利
発走10時35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
56．8

良
重

67 スペシャリティ 牝3青鹿54 吉田 隼人中村 智幸氏 坂口 智康 新ひだか ケイアイファーム 414± 0 59．7 4．6�
812 ライズンシャイン 牝3栗 54 菱田 裕二�下河辺牧場 岡田 稲男 日高 下河辺牧場 B500－ 6 〃 ハナ 12．2�
11 バ ン ベ ル ク 牡3鹿 56 横山 和生 �キャロットファーム 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 466＋ 2 59．91 3．2�
68 オウケンビリュウ 牝3鹿 54 団野 大成福井 明氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 440＋101：00．0� 6．9�
55 マイブリュージュ 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹小関 昭次氏 池上 昌和 新ひだか 上村 清志 484＋ 61：00．1クビ 5．3�
33 アブルマドール 牡3黒鹿 56

53 ▲小沢 大仁 �サンデーレーシング 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム 474－ 2 〃 クビ 35．9	
79 クツワノセキトリ 牡3栗 56 丹内 祐次芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 野坂牧場 B466＋ 2 〃 アタマ 34．9

710 ウインカンターレ 牝3鹿 54 横山 武史�ウイン 上原 博之 新冠 コスモヴューファーム 486± 01：00．2クビ 5．0�
22 モンサンレックス 牡3栗 56 松田 大作山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B494± 01：00．41� 22．9
811 ブラウオリゾン 牡3鹿 56

54 △山田 敬士ディアレストクラブ� 勢司 和浩 浦河 ディアレスト
クラブ 522－ 41：00．5クビ 196．3�

56 ウォーターリリー 牝3鹿 54
53 ☆亀田 温心村野 康司氏 大竹 正博 日高 下河辺牧場 474＋ 41：01．67 182．8�

44 ブルーグリッター 牡3芦 56
53 ▲小林 凌大井手 慶祐氏 新開 幸一 日高 スマイルファーム 448－ 81：02．55 154．6�

（12頭）

売 得 金
単勝： 30，259，100円 複勝： 46，195，000円 枠連： 7，322，800円
馬連： 46，847，000円 馬単： 22，372，300円 ワイド： 44，233，900円
3連複： 70，759，900円 3連単： 80，890，700円 計： 348，880，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 140円 � 270円 � 160円 枠 連（6－8） 1，550円

馬 連 �� 2，690円 馬 単 �� 4，160円

ワ イ ド �� 620円 �� 340円 �� 890円

3 連 複 ��� 2，940円 3 連 単 ��� 22，910円

票 数

単勝票数 計 302591 的中 � 52267（2番人気）
複勝票数 計 461950 的中 � 95128（1番人気）� 34844（6番人気）� 82371（2番人気）
枠連票数 計 73228 的中 （6－8） 3653（7番人気）
馬連票数 計 468470 的中 �� 13456（11番人気）
馬単票数 計 223723 的中 �� 4025（20番人気）
ワイド票数 計 442339 的中 �� 17674（9番人気）�� 36063（1番人気）�� 11912（13番人気）
3連複票数 計 707599 的中 ��� 18046（8番人気）
3連単票数 計 808907 的中 ��� 2559（85番人気）

ハロンタイム 12．6―11．2―11．6―11．7―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．8―35．4―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スペシャリティ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2020．9．12 中京11着

2018．3．15生 牝3青鹿 母 パ ッ ソ 母母 レディハピネス 13戦1勝 賞金 12，190，000円
〔制裁〕 ライズンシャイン号の調教師岡田稲男は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

バンベルク号の騎手横山和生は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：9番）
ライズンシャイン号の騎手菱田裕二は，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30，000円。（被害馬：1番・

10番）
〔3走成績による出走制限〕 ブルーグリッター号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年10月29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 マテンロウアスカ号

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

第２回 札幌競馬 第６日



24063 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走11時05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

22 エ ル ソ ー ル 牝3鹿 54
53 ☆泉谷 楓真 �吉澤ホールディングス 池江 泰寿 新ひだか 飛野牧場 446＋ 61：46．7 12．3�

45 ドラマティコ 牝3青鹿54 国分 恭介 �カナヤマホール
ディングス 野中 賢二 浦河 三嶋牧場 486± 01：46．81 16．2�

57 シ ル ミ ー ヌ 牝3黒鹿54 丹内 祐次市瀬 章氏 田中 剛 新冠 村上 欽哉 442± 01：47．11� 61．4�
33 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 442－ 41：47．2� 4．7�
813 サンベリーナ 牝3栗 54

51 ▲小沢 大仁�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 488＋ 21：47．41� 73．7	
11 ウィズザワールド 牝3栗 54 団野 大成阿部 善武氏 松山 将樹 新冠 ラツキー牧場 B472± 01：47．5� 2．1

58 ベニノフェアリー 牝3栗 54

52 △山田 敬士�紅谷 粕谷 昌央 新冠 川上牧場 B450＋ 21：48．03 22．7�
814 アンドルディース 牝3芦 54 横山 和生 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468－ 41：48．1クビ 4．1�
69 フェアリーバローズ 牝3鹿 54 吉田 隼人猪熊 広次氏 辻野 泰之 平取 二風谷ファーム 424± 01：48．2クビ 13．7
46 グッドイヤー 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜佐々木孝之氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 440＋ 41：48．83� 67．6�
711 カフジアマリージャ 牝3栗 54 古川 吉洋加藤 守氏 木原 一良 新ひだか タイヘイ牧場 442＋ 41：49．86 144．7�
712 ルージュパルファン 牝3鹿 54

53 ☆亀田 温心 �東京ホースレーシング 平田 修 安平 ノーザンファーム 384＋ 41：50．33 204．1�
34 イ ダ リ ス 牝3青鹿54 勝浦 正樹松尾 正氏 藤原 辰雄 秋田 松尾 豊 438＋101：51．68 347．1�
610 トップシンデレラ 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大平賀 久枝氏 古賀 史生 浦河 鎌田 正嗣 458－ 41：51．7クビ 69．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，027，800円 複勝： 42，510，300円 枠連： 8，331，300円
馬連： 44，574，800円 馬単： 22，995，400円 ワイド： 43，413，400円
3連複： 70，915，400円 3連単： 85，376，600円 計： 349，145，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，230円 複 勝 � 340円 � 390円 � 1，610円 枠 連（2－4） 8，250円

馬 連 �� 7，450円 馬 単 �� 16，420円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 7，580円 �� 8，530円

3 連 複 ��� 92，170円 3 連 単 ��� 533，600円

票 数

単勝票数 計 310278 的中 � 20137（4番人気）
複勝票数 計 425103 的中 � 35127（4番人気）� 30394（6番人気）� 6147（10番人気）
枠連票数 計 83313 的中 （2－4） 782（20番人気）
馬連票数 計 445748 的中 �� 4633（18番人気）
馬単票数 計 229954 的中 �� 1050（40番人気）
ワイド票数 計 434134 的中 �� 5693（20番人気）�� 1464（43番人気）�� 1300（47番人気）
3連複票数 計 709154 的中 ��� 577（130番人気）
3連単票数 計 853766 的中 ��� 116（710番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．9―30．3―42．9―55．9―1：08．4―1：20．9―1：33．6

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

エ ル ソ ー ル �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Galileo デビュー 2020．11．28 阪神10着

2018．3．29生 牝3鹿 母 パ ー プ ル 母母 Necklace 6戦1勝 賞金 7，100，000円
〔制裁〕 シルミーヌ号の騎手丹内祐次は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：14番）
〔3走成績による出走制限〕 グッドイヤー号・カフジアマリージャ号・ルージュパルファン号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和3年10月29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） 2頭 イシュタル号・ノーティーガール号

24064 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第4競走 2，000�3歳未勝利
発走11時35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 640，000
640，000

円
円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

24 エイムトゥルー 牡3青鹿56 横山 和生吉田 晴哉氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 516＋ 22：02．1 9．9�

612 ウエスタンエポナ 牝3鹿 54
51 ▲小沢 大仁西川 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 424＋ 22：02．31� 19．6�

47 ヘネラリーフェ 牝3栗 54 吉田 隼人森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450± 02：02．51� 13．8�
48 コンフィアンス 牝3鹿 54

51 ▲西谷 凜 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 452± 02：02．6クビ 5．5�
816 アースフレア 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真 �フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 490＋ 6 〃 同着 6．1	
510 フィリウスデイ 牡3黒鹿56 菱田 裕二杉山 忠国氏 辻野 泰之 新ひだか 明治牧場 420－ 8 〃 クビ 27．1

714 マイネルダグラス 牡3鹿 56 丹内 祐次 �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± 02：02．7� 5．7�
12 タ ー ゲ ッ ト 牡3鹿 56 大野 拓弥石川 達絵氏 斎藤 誠 様似 猿倉牧場 528＋122：02．8� 28．3�
36 ミ レ ッ シ モ 牝3鹿 54 団野 大成ライオンレースホース� 林 徹 浦河 辻 牧場 448＋ 6 〃 アタマ 51．6
11 ショウナンサルヴォ 牡3栗 56 池添 謙一国本 哲秀氏 吉村 圭司 日高 中原牧場 490± 02：02．9クビ 11．6�
59 ペガサステソーロ 牡3鹿 56

55 ☆亀田 温心了德寺健二ホール
ディングス� 伊坂 重信 日高 藤本ファーム 428－102：03．11� 89．1�

35 ラシャトレーン 牝3黒鹿 54
51 ▲小林 凌大加藤 徹氏 小島 茂之 新冠 大狩部牧場 454＋ 32：03．2� 278．2�

815 ケイティミシェル 牝3鹿 54 菊沢 一樹瀧本 和義氏 清水 英克 新ひだか 曾我 博 410± 0 〃 ハナ 75．8�
23 エリカステラ 牝3鹿 54 藤岡 佑介三木 正浩氏 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 402－ 42：03．3クビ 17．1�
713 メモラーブル 牝3鹿 54

52 △秋山 稔樹吉田 晴哉氏 武藤 善則 安平 追分ファーム 464＋ 22：03．4� 4．2�
611 ヒカリネツガル 牝3鹿 54 荻野 琢真村田 能光氏 松下 武士 千歳 社台ファーム 416＋ 22：04．46 283．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，244，900円 複勝： 51，716，000円 枠連： 12，601，300円
馬連： 47，497，500円 馬単： 19，567，000円 ワイド： 50，239，700円
3連複： 79，423，700円 3連単： 72，329，500円 計： 361，619，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 990円 複 勝 � 430円 � 400円 � 520円 枠 連（2－6） 7，700円

馬 連 �� 13，630円 馬 単 �� 20，750円

ワ イ ド �� 4，180円 �� 2，320円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 42，300円 3 連 単 ��� 254，550円

票 数

単勝票数 計 282449 的中 � 22786（5番人気）
複勝票数 計 517160 的中 � 32105（7番人気）� 34740（5番人気）� 25569（8番人気）
枠連票数 計 126013 的中 （2－6） 1268（22番人気）
馬連票数 計 474975 的中 �� 2700（44番人気）
馬単票数 計 195670 的中 �� 707（78番人気）
ワイド票数 計 502397 的中 �� 3077（46番人気）�� 5614（30番人気）�� 4254（36番人気）
3連複票数 計 794237 的中 ��� 1408（133番人気）
3連単票数 計 723295 的中 ��� 206（780番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．8―12．1―12．0―12．3―12．1―12．5―12．8―13．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．2―35．0―47．1―59．1―1：11．4―1：23．5―1：36．0―1：48．8

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

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

勝馬の
紹 介

エイムトゥルー �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．10．11 東京9着

2018．3．16生 牡3青鹿 母 ロフティーエイム 母母 ウィッチフルシンキング 6戦1勝 賞金 5，610，000円
〔3走成績による出走制限〕 ペガサステソーロ号・ラシャトレーン号・ヒカリネツガル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年

10月29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 テイケイラウレア号・ノーザンピーク号・ヤマニンジャベリン号



24065 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第5競走 1，800�2歳新馬
発走12時25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
1：48．2
1：44．5

良
良

812 レイトカンセイオー 牡2鹿 54 横山 武史村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 444 ―1：51．0 2．6�
56 ディープレイヤー 牡2黒鹿54 大野 拓弥嶋田 一成氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 476 ―1：51．1� 4．6�
710 オーロロッソ 牡2栗 54 団野 大成 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 396 ―1：51．41� 3．9�
33 サンハンニバル 牡2鹿 54 丹内 祐次 �加藤ステーブル 藤原 辰雄 平取 清水牧場 440 ―1：51．61� 6．3�
22 エンドロール 牡2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹石川 秀守氏 青木 孝文 新ひだか 白井 吉美 464 ―1：52．13 15．1	
67 シャイニーストーン 牡2青鹿54 吉田 隼人小林 昌志氏 羽月 友彦 平取 雅 牧場 548 ―1：52．63 48．5

55 コブラクロー 牡2鹿 54

53 ☆亀田 温心山口 正行氏 �島 一歩 安平 �橋本牧場 548 ―1：52．81� 43．9�
811 リ オ レ 牝2鹿 54

51 ▲小沢 大仁吉田 安惠氏 浅見 秀一 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 450 ― 〃 クビ 37．2�

68 ホワイトエーレ 牡2芦 54 原田 和真 �ビッグレッドファーム 勢司 和浩 新冠 ビッグレッドファーム 424 ―1：53．22� 36．7
44 セ リ ガ チ 牡2栗 54

52 △山田 敬士福田 光博氏 小桧山 悟 新冠 中山 高鹿康 454 ―1：54．05 130．4�
11 ラインラペーシュ 牝2鹿 54 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 中地 広大 456 ―1：55．710 72．1�
79 ラ パ ン 牡2鹿 54 古川 吉洋首藤 徳氏 村山 明 新冠 シンユウフアーム 468 ―1：55．91� 151．3�

（12頭）

売 得 金
単勝： 36，971，800円 複勝： 33，572，600円 枠連： 6，903，400円
馬連： 39，949，000円 馬単： 20，656，500円 ワイド： 32，692，700円
3連複： 57，742，200円 3連単： 78，119，600円 計： 306，607，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 110円 � 120円 � 120円 枠 連（5－8） 520円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 260円 �� 250円 �� 350円

3 連 複 ��� 690円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 369718 的中 � 114592（1番人気）
複勝票数 計 335726 的中 � 85502（1番人気）� 63050（3番人気）� 69089（2番人気）
枠連票数 計 69034 的中 （5－8） 10103（2番人気）
馬連票数 計 399490 的中 �� 52504（2番人気）
馬単票数 計 206565 的中 �� 16034（2番人気）
ワイド票数 計 326927 的中 �� 33290（2番人気）�� 33955（1番人気）�� 22043（5番人気）
3連複票数 計 577422 的中 ��� 62563（1番人気）
3連単票数 計 781196 的中 ��� 18826（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．0―38．1―51．1―1：03．6―1：15．7―1：27．6―1：39．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

レイトカンセイオー �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2019．5．2生 牡2鹿 母 チョコレートバイン 母母 シャンクシー 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24066 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12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

46 ブリエヴェール 牡3青鹿56 池添 謙一 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 468＋141：46．3 32．5�
33 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 B508＋101：46．72� 6．1�
712 シゲルダイナミック 牡3鹿 56 武 豊森中 蕃氏 大橋 勇樹 新ひだか 藤原牧場 494＋ 41：47．23 1．9�
814 アルマブレイド 牡3青鹿 56

54 △秋山 稔樹コウトミックレーシング 高橋 文雅 浦河 小島牧場 498＋ 41：47．73 22．1�
45 メイショウソウゴン 牡3栗 56 丹内 祐次松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 赤田牧場 474± 01：47．8� 33．8�
813 ジョブックルーチェ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 470＋ 61：47．9クビ 7．6	
22 ヒ シ ハ ル ク 牡3鹿 56 藤岡 佑介阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B500－ 81：48．11� 9．6

610 レディヴィクトリア 牝3青 54 勝浦 正樹谷口 祐人氏 勢司 和浩 浦河 松田 憲一 442＋ 41：48．42 78．8�
11 メイショウコトダマ 牡3黒鹿56 団野 大成松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 464＋ 41：48．71� 6．1�
711 クリノハーベスト 牡3鹿 56

53 ▲西谷 凜栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 日西牧場 498＋12 〃 ハナ 56．9
58 バクシンクイン 牝3栗 54 川又 賢治井上 久光氏 松永 康利 日高 サンバマウン

テンファーム 466－ 21：48．91� 214．3�
69 スマートエミネンス 牡3芦 56

53 ▲小沢 大仁大川 徹氏 松永 昌博 新ひだか 静内山田牧場 452＋ 61：49．53� 28．6�
57 ワールドマックス 牡3青鹿56 古川 吉洋池田 草龍氏 竹内 正洋 新冠 上井農場 474－ 41：50．45 265．7�
34 カヴァーチャ 牝3栗 54 菊沢 一樹�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか 坂本 春信 480＋ 8 （競走中止） 244．3�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，386，600円 複勝： 43，256，700円 枠連： 8，698，000円
馬連： 43，357，500円 馬単： 22，323，100円 ワイド： 46，471，000円
3連複： 71，861，800円 3連単： 92，363，400円 計： 361，718，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，250円 複 勝 � 490円 � 150円 � 120円 枠 連（3－4） 3，430円

馬 連 �� 7，630円 馬 単 �� 19，760円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 1，060円 �� 280円

3 連 複 ��� 4，280円 3 連 単 ��� 63，470円

票 数

単勝票数 計 333866 的中 � 8215（8番人気）
複勝票数 計 432567 的中 � 13455（9番人気）� 74021（2番人気）� 134525（1番人気）
枠連票数 計 86980 的中 （3－4） 1962（11番人気）
馬連票数 計 433575 的中 �� 4402（24番人気）
馬単票数 計 223231 的中 �� 847（52番人気）
ワイド票数 計 464710 的中 �� 6857（21番人気）�� 10428（11番人気）�� 48611（1番人気）
3連複票数 計 718618 的中 ��� 12566（15番人気）
3連単票数 計 923634 的中 ��� 1055（192番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．4―43．3―55．8―1：08．0―1：20．4―1：33．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ブリエヴェール �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2020．11．21 東京8着

2018．4．15生 牡3青鹿 母 レイヨンヴェール 母母 オッティマルーチェ 9戦1勝 賞金 7，930，000円
〔競走中止〕 カヴァーチャ号は，競走中に疾病〔心房細動〕を発症したため最後の直線コースで競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 サニーサンピング号
（非抽選馬） 3頭 スーパービーム号・ローラズウィシュ号・ワールドクルーズ号



24067 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第7競走 ��1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時25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

79 ヒートライトニング 牝4栗 55
53 △秋山 稔樹藤田 在子氏 堀井 雅広 日高 天羽 禮治 B480＋ 4 59．4 2．1�

811 ニシノダンテ 牡6青鹿57 勝浦 正樹西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 谷川牧場 510＋ 8 59．82� 6．2�
33 ヨドノゴールド 牡3鹿 54

53 ☆亀田 温心海原 聖一氏 西園 正都 浦河 林農場 460＋ 8 〃 クビ 6．2�
56 アイアムスゴスギル 牡4栗 57 菱田 裕二堀 紘一氏 奥平 雅士 浦河 まるとみ冨岡牧場 B488± 0 59．9クビ 14．5�
67 ク リ オ ズ ナ 牝3栗 52

51 ☆泉谷 楓真 �サンデーレーシング 浜田多実雄 安平 ノーザンファーム 434＋ 8 〃 ハナ 32．9�
812 マウンテンムスメ 牝3栗 52 黛 弘人西村新一郎氏 中野 栄治 新ひだか 田原橋本牧場 452－ 61：00．11� 29．3	
710� コスモクウェンチ 牡7鹿 57

55 △山田 敬士Mr．ホース 小桧山 悟 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 41：00．2� 46．3

44 ア ン ビ ル �5黒鹿57 菊沢 一樹�菅井牧場 竹内 正洋 新ひだか 平野牧場 482± 01：00．41	 13．8�
55 プロサングエ 牡3黒鹿54 和田 竜二山本 律氏 高柳 大輔 浦河 近藤牧場 504＋101：00．5� 9．6�
22 サーストンネイジュ 牝5芦 55 団野 大成玉置 潔氏 橋田 満 新ひだか 三石川上牧場 484－ 81：00．6クビ 33．5
11 インワンシティング 牡3鹿 54

51 ▲小沢 大仁�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 464＋101：00．7
 12．8�
68 � ホシフルドヒョウ 牡5黒鹿57 丹内 祐次芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 藤原牧場 490± 01：01．02 29．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，897，200円 複勝： 41，174，900円 枠連： 8，079，400円
馬連： 43，653，300円 馬単： 20，663，900円 ワイド： 43，503，600円
3連複： 67，869，300円 3連単： 81，279，000円 計： 339，120，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 170円 � 150円 枠 連（7－8） 500円

馬 連 �� 750円 馬 単 �� 1，170円

ワ イ ド �� 310円 �� 240円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，160円 3 連 単 ��� 4，190円

票 数

単勝票数 計 328972 的中 � 120889（1番人気）
複勝票数 計 411749 的中 � 101802（1番人気）� 52900（3番人気）� 66900（2番人気）
枠連票数 計 80794 的中 （7－8） 12444（1番人気）
馬連票数 計 436533 的中 �� 44708（2番人気）
馬単票数 計 206639 的中 �� 13216（2番人気）
ワイド票数 計 435036 的中 �� 37025（2番人気）�� 50241（1番人気）�� 14386（7番人気）
3連複票数 計 678693 的中 ��� 43605（1番人気）
3連単票数 計 812790 的中 ��� 14055（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―11．8―11．5―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．6―35．4―46．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒートライトニング �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 Old Trieste デビュー 2019．10．19 東京6着

2017．2．9生 牝4栗 母 マルターズヒート 母母 Heat Is On 15戦2勝 賞金 19，350，000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。
（非抽選馬） 1頭 テイエムマルタン号

24068 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第8競走 ��1，500�3歳以上1勝クラス
発走13時55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
1：27．3
1：27．3

良
良

69 マルカエイペックス 牝4黒鹿 55
52 ▲小沢 大仁日下部 猛氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 458＋ 21：28．3 16．2�

712 ラブアンバサダー 牝4鹿 55 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 424＋ 41：28．51� 6．2�
34 サトノルーチェ 牝3鹿 52 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 424＋ 41：28．6クビ 6．4�
57 リ ス カ ム �3青鹿54 横山 和生寺田 寿男氏 昆 貢 新ひだか 畠山牧場 488＋161：28．92 19．5�
58 � バニシングポイント 牡3芦 54 横山 武史長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Whisper Hill

Farm, LLC 492＋ 6 〃 ハナ 1．7�
11 ショウナンラスボス 牡3栗 54 吉田 隼人国本 哲秀氏 奥村 武 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 41：29．11	 8．0	
610 イッツアワターン 牝4黒鹿 55

53 △秋山 稔樹田邉 幸則氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 432－ 21：29．42 488．1

45 デルニエエトワール 牝4青鹿55 団野 大成�大樹ファーム 大竹 正博 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 478± 01：29．5クビ 15．5�
33 サトノヴィーナス 牝4鹿 55

54 ☆亀田 温心 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム B478＋101：29．6� 23．1
813 ロードリスペクト 牡3鹿 54 和田 竜二 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 浦河 宮内牧場 476± 0 〃 ハナ 59．8�
814
 リターンギフト 牝3青鹿52 荻野 琢真�辻牧場 長谷川浩大 浦河 辻 牧場 B394＋ 41：29．81 519．2�
22 ジェラペッシュ 牝4鹿 55

52 ▲小林 凌大柴田 洋一氏 尾関 知人 浦河 鎌田 正嗣 B450＋ 41：30．22� 292．0�
711 イ デ ィ オ ム 牡3栗 54

53 ☆泉谷 楓真小田 吉男氏 斎藤 誠 日高 天羽 禮治 492＋101：31．05 124．6�
（13頭）

46 ロードラスター 牡3青鹿54 池添 謙一 �ロードホースクラブ 千田 輝彦 新ひだか ケイアイファーム 490－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 43，876，700円 複勝： 66，247，200円 枠連： 11，583，000円
馬連： 48，814，500円 馬単： 26，475，800円 ワイド： 51，311，800円
3連複： 74，684，000円 3連単： 98，256，300円 計： 421，249，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，620円 複 勝 � 430円 � 220円 � 270円 枠 連（6－7） 6，070円

馬 連 �� 3，900円 馬 単 �� 9，030円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 1，200円 �� 860円

3 連 複 ��� 7，870円 3 連 単 ��� 74，510円

票 数

単勝票数 差引計 438767（返還計 14882） 的中 � 21559（6番人気）
複勝票数 差引計 662472（返還計 20735） 的中 � 36140（5番人気）� 87710（2番人気）� 63472（4番人気）
枠連票数 差引計 115830（返還計 440） 的中 （6－7） 1477（16番人気）
馬連票数 差引計 488145（返還計 73939） 的中 �� 9686（13番人気）
馬単票数 差引計 264758（返還計 33555） 的中 �� 2198（30番人気）
ワイド票数 差引計 513118（返還計 59893） 的中 �� 11933（12番人気）�� 10870（13番人気）�� 15610（10番人気）
3連複票数 差引計 746840（返還計181250） 的中 ��� 7113（25番人気）
3連単票数 差引計 982563（返還計221944） 的中 ��� 956（213番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―17．8―29．2―40．9―52．6―1：04．6―1：16．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．4―3F35．7

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マルカエイペックス �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2019．12．8 阪神3着

2017．5．14生 牝4黒鹿 母 エオリアンハープ 母母 エアウイングス 11戦2勝 賞金 19，900，000円
〔競走除外〕 ロードラスター号は，馬場入場後に疾病〔右前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔制裁〕 サトノルーチェ号の騎手藤岡佑介は，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：1番）



24069 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第9競走 1，200�
お た る

小 � 特 別
発走14時25分 （芝・右）

牝，3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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
1：07．5
1：06．0

良
良

611 ラ ヴ ケ リ ー 牝3鹿 52 池添 謙一水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 442＋ 21：09．0 5．7�
48 ゼログラヴィティ 牝3黒鹿52 丹内 祐次ゴドルフィン 岩戸 孝樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 496± 0 〃 アタマ 3．3�
815 バトーデュシエル 牝4鹿 55 横山 和生山口功一郎氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B482＋ 2 〃 ハナ 5．8�
816 ダブルスナッチ 牝3鹿 52 横山 武史 �シルクレーシング 宗像 義忠 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 408＋ 21：09．21� 13．7�
714 グレイトミッション 牝3栗 52 大野 拓弥 IHR 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 B450＋ 21：09．3� 6．1�
35 イフィゲニア 牝3栗 52 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± 01：09．72� 113．8	
612 タイセイグラシア 牝3黒鹿52 吉田 隼人田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 452＋ 41：09．91 13．9


47 ララマカロン 牝3鹿 52 武 豊フジイ興産� 田中 博康 千歳 社台ファーム B474－ 41：10．0� 5．8�
（法942）

510 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 426± 01：10．1� 55．8
59 � ラブサンキュー 牝5鹿 55 和田 竜二増田 陽一氏 辻 哲英 日高 奥山 博 472＋ 8 〃 ハナ 65．4�
24 キョウエイロナ 牝3鹿 52 亀田 温心田中 晴夫氏 萱野 浩二 新ひだか 藤沢牧場 422± 01：10．31� 235．6�
713 アンジュソレイユ 牝3栗 52 国分 恭介犬塚悠治郎氏 清水 久詞 日高 浜本牧場 462＋141：10．4� 23．0�
36 オーガーウェル 牝3鹿 52 菱田 裕二小林竜太郎氏 笹田 和秀 新冠 岩見牧場 448＋ 21：10．82� 104．1�
23 ア ミ ー ク ス 牝4鹿 55 団野 大成 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム B454＋ 61：10．9� 39．6�
12 テイエムミラクル 牝3鹿 52 小林 凌大竹園 正繼氏 石栗 龍彦 新冠 カミイスタット 496± 01：11．21� 238．7�
11 ロケットペンダント 牝3栗 52 川又 賢治青山 洋一氏 平田 修 浦河 谷川牧場 416－ 41：12．05 206．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 41，357，400円 複勝： 59，104，800円 枠連： 18，903，600円
馬連： 72，598，100円 馬単： 27，664，900円 ワイド： 63，171，700円
3連複： 114，728，300円 3連単： 124，257，500円 計： 521，786，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 570円 複 勝 � 200円 � 160円 � 180円 枠 連（4－6） 590円

馬 連 �� 1，190円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 520円 �� 770円 �� 610円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ��� 19，520円

票 数

単勝票数 計 413574 的中 � 57693（2番人気）
複勝票数 計 591048 的中 � 70622（5番人気）� 100431（1番人気）� 83007（3番人気）
枠連票数 計 189036 的中 （4－6） 24444（2番人気）
馬連票数 計 725981 的中 �� 47273（1番人気）
馬単票数 計 276649 的中 �� 7231（6番人気）
ワイド票数 計 631717 的中 �� 31953（3番人気）�� 20369（11番人気）�� 26784（6番人気）
3連複票数 計1147283 的中 ��� 27505（6番人気）
3連単票数 計1242575 的中 ��� 4614（46番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―10．9―11．3―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．4―44．7―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラ ヴ ケ リ ー �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2020．6．13 函館1着

2018．1．24生 牝3鹿 母 ダームドゥラック 母母 フェアリーテールタイム 10戦2勝 賞金 44，937，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時26分に変更。
〔その他〕 テイエムミラクル号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テイエムミラクル号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年9月29日まで出走できない。

24070 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第10競走 ��1，700�
と ま こ ま い

苫 小 牧 特 別
発走15時00分 （ダート・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
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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

57 ショウリノカンパイ 牝3鹿 52 黛 弘人平井 裕氏 藤原 辰雄 日高 川端 正博 472＋ 61：46．4 7．9�
712 グリニッジシチー �5栗 57 丹内 祐次 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット B474－ 21：46．5� 13．1�
814 クリノドラゴン 牡3栗 54 武 豊栗本 博晴氏 大橋 勇樹 日高 宝寄山 拓樹 484＋ 81：46．81� 11．9�
711 ブラックトマホーク �4黒鹿57 横山 和生吉田 勝己氏 高木 登 安平 ノーザンファーム 474－ 4 〃 クビ 32．8�
610 ウインレゼルヴ 牡4栗 57 亀田 温心�ウイン 奥平 雅士 様似 小田 誠一 506＋ 61：47．01� 115．0�
45 ティボリドライヴ 牝5栗 55 吉田 隼人松岡 隆雄氏 石坂 公一 浦河 株式会社 ミ

リオンファーム 500＋101：47．2� 33．7	
813 ファイナルマズル 牡5鹿 57 菊沢 一樹 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 470－ 41：47．3� 91．0

11 エマージングロール 牡3鹿 54 横山 武史吉田 晴哉氏 橋口 慎介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 500＋ 81：47．4� 1．2�
58 ザプラウドワンズ �5鹿 57 団野 大成小川 勲氏 奥村 豊 日高 三宅 正弘 496＋ 41：47．5� 30．6�
34 ワンダーシエンプロ 牝4栗 55 小沢 大仁山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 秋場牧場 B452＋181：47．6� 63．1
22 カフジロッソ 牡5鹿 57 川又 賢治加藤 守氏 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 516＋ 61：47．91� 218．7�
69 クリノカポネ �6鹿 57 国分 恭介栗本 博晴氏 谷 潔 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452＋ 41：48．43 187．6�
33 	 グランデラムジー 牡5黒鹿57 古川 吉洋 �グランデオーナーズ 吉田 直弘 浦河 宮内牧場 466＋ 41：48．72 98．3�
46 ブルーバード 牝3鹿 52 泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高橋 祥泰 新ひだか 水丸牧場 B434＋ 81：51．8大差 89．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 69，351，800円 複勝： 174，064，000円 枠連： 18，924，900円
馬連： 80，411，900円 馬単： 56，459，100円 ワイド： 76，924，200円
3連複： 140，422，100円 3連単： 290，215，700円 計： 906，773，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 490円 � 850円 � 670円 枠 連（5－7） 2，060円

馬 連 �� 3，110円 馬 単 �� 5，780円

ワ イ ド �� 660円 �� 600円 �� 900円

3 連 複 ��� 6，350円 3 連 単 ��� 35，160円

票 数

単勝票数 計 693518 的中 � 69686（2番人気）
複勝票数 計1740640 的中 � 97634（2番人気）� 52508（4番人気）� 68680（3番人気）
枠連票数 計 189249 的中 （5－7） 7087（6番人気）
馬連票数 計 804119 的中 �� 20021（10番人気）
馬単票数 計 564591 的中 �� 7320（15番人気）
ワイド票数 計 769242 的中 �� 29862（7番人気）�� 33231（5番人気）�� 21392（9番人気）
3連複票数 計1404221 的中 ��� 16581（19番人気）
3連単票数 計2902157 的中 ��� 5984（95番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―29．5―41．9―55．2―1：07．9―1：20．5―1：33．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．2―3F38．5
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

ショウリノカンパイ �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 プリサイスエンド デビュー 2020．7．26 札幌1着

2018．3．29生 牝3鹿 母 ショウリノウタゲ 母母 ワンアンドオール 11戦3勝 賞金 39，841，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ブルーバード号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年9月29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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 コスモセイリュウ号

１レース目



24071 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第16回キーンランドカップ（ＧⅢ）

発走15時35分 （芝・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，2．8．29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
GⅡ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，2．8．28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）

キーンランド協会賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 567，000円 162，000円 81，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

612 レ イ ハ リ ア 牝3鹿 51 亀田 温心 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 田島 俊明 新ひだか 谷岡牧場 452＋ 61：09．1 4．9�

59 エイティーンガール 牝5青鹿55 横山 和生中山 泰志氏 飯田 祐史 日高 庄野牧場 462＋ 2 〃 アタマ 20．2�
48 セイウンコウセイ 牡8栗 58 勝浦 正樹西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 514＋101：09．2クビ 32．4�
714 カイザーメランジェ 牡6鹿 56 菱田 裕二友水 達也氏 中野 栄治 新ひだか 谷岡スタット 484＋ 21：09．3� 32．4�
23 アストラエンブレム 	8鹿 56 吉田 隼人 �シルクレーシング 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：09．4クビ 60．9	
815 マイネルアルケミー 牡5栗 56 黛 弘人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 476－ 2 〃 アタマ 46．9

35 メイケイエール 牝3鹿 52 武 豊名古屋競馬� 武 英智 安平 ノーザンファーム 478＋20 〃 クビ 2．8�
47 
 ヒロイックアゲン 牝7黒鹿54 秋山 稔樹浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 浦河小林牧場 494＋ 21：09．5クビ 47．4�
24 タイセイアベニール 牡6鹿 56 藤岡 佑介田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 B482± 0 〃 クビ 25．0
611 ミッキーブリランテ 牡5鹿 56 和田 竜二野田みづき氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472－ 2 〃 クビ 4．8�
816 ジョーアラビカ 牡7芦 56 大野 拓弥上田けい子氏 清水 久詞 浦河 杵臼斉藤牧場 494－ 41：09．6クビ 54．6�
510 シ ュ ウ ジ 牡8鹿 57 丹内 祐次安原 浩司氏 昆 貢 日高 浜本牧場 504－ 81：09．7� 121．6�
11 ロードアクア 牡5鹿 56 団野 大成 �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 474＋ 21：09．91� 17．5�
713 ダイアトニック 牡6鹿 57 池添 謙一 �シルクレーシング 安田 隆行 浦河 酒井牧場 472－ 21：10．0� 8．8�
36 カ ツ ジ 牡6鹿 58 横山 武史 �カナヤマホール

ディングス 池添 兼雄 新ひだか 岡田スタツド 494＋ 41：10．1クビ 15．0�
12  ソロユニット 牝3栗 51 古川 吉洋村上 雅規氏 角川 秀樹 新冠 村上 雅規 430－ 81：10．63 90．5�

（北海道）

（16頭）

売 得 金
単勝： 237，860，300円 複勝： 268，899，200円 枠連： 124，383，500円
馬連： 702，011，800円 馬単： 264，192，500円 ワイド： 509，951，000円
3連複： 1，496，013，400円 3連単： 1，823，425，100円 計： 5，426，736，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 220円 � 490円 � 790円 枠 連（5－6） 1，730円

馬 連 �� 4，550円 馬 単 �� 6，720円

ワ イ ド �� 1，730円 �� 3，350円 �� 7，610円

3 連 複 ��� 65，350円 3 連 単 ��� 267，390円

票 数

単勝票数 計2378603 的中 � 387046（3番人気）
複勝票数 計2688992 的中 � 379922（3番人気）� 135324（8番人気）� 78540（10番人気）
枠連票数 計1243835 的中 （5－6） 55568（7番人気）
馬連票数 計7020118 的中 �� 119406（18番人気）
馬単票数 計2641925 的中 �� 29472（25番人気）
ワイド票数 計5099510 的中 �� 77497（18番人気）�� 39132（38番人気）�� 17029（73番人気）
3連複票数 計14960134 的中 ��� 17168（179番人気）
3連単票数 計18234251 的中 ��� 4944（714番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．0―11．5―11．6―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．0―45．5―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ イ ハ リ ア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2020．12．5 中山2着

2018．3．8生 牝3鹿 母 ライトリーチューン 母母 リーインフォースト 7戦4勝 賞金 99，897，000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。
（非抽選馬） 1頭 メイショウチタン号
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりレイハリア号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

24072 8月29日 晴 良 （3札幌2） 第6日 第12競走 ��1，800�
し こ つ こ

支 笏 湖 特 別
発走16時15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
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 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

45 ラヴユーライヴ 牝4鹿 55 横山 武史吉田 勝己氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 438＋101：47．6 2．7�
22 � ヴィオリーナ 牝4黒鹿55 藤岡 佑介 �ロードホースクラブ 中内田充正 新ひだか ケイアイファーム B468＋ 21：47．81� 9．0�
712 ギャラントウォリア 牡3青鹿54 池添 謙一 �社台レースホース平田 修 千歳 社台ファーム 498－ 2 〃 ハナ 3．5�
11 プ レ ト リ ア �6鹿 57 横山 和生多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 466－ 21：48．65 24．6�
46 サトノフォース �5黒鹿57 大野 拓弥 �サトミホースカンパニー 藤沢 和雄 新ひだか 桜井牧場 464－ 41：48．7	 7．2	
711� ブラックデビル �6鹿 57 松田 大作岡田 壮史氏 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 460± 01：48．8
 81．3

69 ブルームスベリー 牝4鹿 55 和田 竜二 �社台レースホース西村 真幸 千歳 社台ファーム B460＋ 2 〃 クビ 33．6�
57 � ブルーエクセレンス 牡5青鹿57 泉谷 楓真ゴドルフィン 金成 貴史 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B482－ 6 〃 ハナ 104．1�
610 アルテラローザ 牝5黒鹿55 吉田 隼人 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 478＋12 〃 アタマ 7．4
58 タイセイドリーマー 牡3栗 54 川又 賢治田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 500＋ 61：49．22	 26．6�
33 メイショウカクウン 牡6青鹿57 菱田 裕二松本 好雄氏 石橋 守 安平 ゼットステーブル 454－ 81：49．3	 78．4�
814 ジャディード 牡6黒鹿57 小沢 大仁丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B450－101：50．68 352．7�
813 フラッフィクラウド 牡4芦 57 団野 大成�G1レーシング 萩原 清 安平 追分ファーム 474± 01：50．7クビ 14．6�

（13頭）
34 フ ア ナ 牝4鹿 55 武 豊近藤 英子氏 辻野 泰之 安平 ノーザンファーム ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 80，287，100円 複勝： 102，144，000円 枠連： 29，122，000円
馬連： 146，174，800円 馬単： 60，159，500円 ワイド： 117，211，900円
3連複： 231，802，700円 3連単： 303，270，900円 計： 1，070，172，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 200円 � 140円 枠 連（2－4） 930円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 500円 �� 240円 �� 550円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 6，480円

票 数

単勝票数 差引計 802871（返還計 6951） 的中 � 235990（1番人気）
複勝票数 差引計1021440（返還計 4870） 的中 � 255156（1番人気）� 101767（5番人気）� 199184（2番人気）
枠連票数 差引計 291220（返還計 149） 的中 （2－4） 24129（3番人気）
馬連票数 差引計1461748（返還計 40098） 的中 �� 87344（4番人気）
馬単票数 差引計 601595（返還計 17530） 的中 �� 23902（5番人気）
ワイド票数 差引計1172119（返還計 18084） 的中 �� 56543（6番人気）�� 139867（1番人気）�� 49856（7番人気）
3連複票数 差引計2318027（返還計 90024） 的中 ��� 118517（3番人気）
3連単票数 差引計3032709（返還計116397） 的中 ��� 33909（11番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．4―36．3―48．2―1：00．1―1：11．9―1：23．8―1：35．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ラヴユーライヴ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Storm Cat デビュー 2020．4．18 阪神5着

2017．3．27生 牝4鹿 母 ラヴズオンリーミー 母母 Monevassia 9戦3勝 賞金 48，940，000円
〔出走取消〕 フアナ号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。
※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） 1頭 ピッツバーグ号
（非抽選馬） 2頭 コロンドール号・デルマラピスラズリ号

４レース目



（3札幌2）第6日 8月29日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 164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

245，180，000円
3，020，000円
22，830，000円
2，370，000円
29，260，000円
69，546，500円
4，782，000円
1，574，400円

勝馬投票券売得金
704，387，300円
988，382，100円
264，787，500円
1，363，931，600円
589，475，100円
1，128，524，000円
2，558，653，200円
3，237，607，300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 10，835，748，100円

総入場人員 1，394名 （有料入場人員 1，295名）
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