
24073 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7日 第1競走 1，200�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
1：07．9
1：07．5

良
良

88 プ ラ ソ ン 牝2鹿 54 藤岡 佑介市川 義美氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 430± 01：10．0 4．3�
66 パスポートチェック 牡2栗 54 C．ルメールゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498± 01：10．21� 2．3�
22 カルネアサーダ 牝2芦 54

51 ▲西谷 凜吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 438＋ 61：10．4� 19．2�
33 バイハリウッド 牡2鹿 54 横山 和生ニットー商事� 金成 貴史 新冠 武田 修一 480＋ 81：10．61� 3．4�
77 ブローヴェイス 牡2黒鹿 54

52 △秋山 稔樹豊井 義次氏 浅野洋一郎 様似 林 時春 416± 01：10．7� 30．6�
44 アップトゥザナイン 牡2栗 54

53 ☆亀田 温心 �京都ホースレーシング 高橋 康之 新冠 村上 進治 454± 0 〃 ハナ 149．9	
55 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 478＋ 61：10．91� 7．6


89 ラブストーリー 牝2鹿 54 和田 竜二安原 浩司氏 高橋 文雅 日高 浜本牧場 438－ 2 〃 クビ 140．6�
11 テーオーロワ 牡2鹿 54

53 ☆泉谷 楓真小笹 公也氏 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 482－ 21：11．96 136．9�
（9頭）

売 得 金
単勝： 34，895，300円 複勝： 52，065，700円 枠連： 5，824，300円
馬連： 41，628，300円 馬単： 24，443，600円 ワイド： 36，716，300円
3連複： 59，308，900円 3連単： 111，485，800円 計： 366，368，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 430円 複 勝 � 140円 � 110円 � 340円 枠 連（6－8） 470円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 1，250円

ワ イ ド �� 250円 �� 510円 �� 700円

3 連 複 ��� 1，880円 3 連 単 ��� 7，560円

票 数

単勝票数 計 348953 的中 � 67002（3番人気）
複勝票数 計 520657 的中 � 72973（3番人気）� 237531（1番人気）� 19012（6番人気）
枠連票数 計 58243 的中 （6－8） 9545（2番人気）
馬連票数 計 416283 的中 �� 60183（2番人気）
馬単票数 計 244436 的中 �� 14570（6番人気）
ワイド票数 計 367163 的中 �� 42822（2番人気）�� 17473（7番人気）�� 12103（10番人気）
3連複票数 計 593089 的中 ��� 23647（7番人気）
3連単票数 計1114858 的中 ��� 10682（28番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―12．1―11．1―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―34．7―46．8―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F35．3
3 ・（3，6）（2，8）4（1，9）7，5 4 ・（3，6）8（2，4）（1，9）7－5
市場取引馬

勝馬の
紹 介

プ ラ ソ ン 
�
父 イスラボニータ 

�
母父 ジャングルポケット デビュー 2021．6．12 札幌6着

2019．3．5生 牝2鹿 母 カ シ シ 母母 エヴリウィスパー 4戦1勝 賞金 7，870，000円
〔その他〕 テンメジャーガール号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 テンメジャーガール号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和3年10月4日まで出走できない。

24074 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7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

67 コスモルーテウス 牡2栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 448＋ 61：46．7 3．4�
11 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 500－ 21：46．8� 7．2�
79 ワカミヤプレスト 牡2鹿 54 勝浦 正樹芳川 貴行氏 稲垣 幸雄 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498－ 61：48．39 144．7�
55 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 460－ 41：48．51 15．0�
710 コスモガラクシア 牡2黒鹿54 柴田 大知 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新ひだか 岡田スタツド 478＋101：48．6� 6．0	
44 フクノラヴァル 牡2黒鹿 54

51 ▲小沢 大仁福島 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか 土田農場 B480＋ 21：48．7� 86．8

56 エムティゲラン 牡2栗 54

51 ▲小林 凌大�門別牧場 小野 次郎 浦河 富菜牧場 440－ 41：49．12� 21．5�
22 セイウンプラチナ 牡2鹿 54 武 豊西山 茂行氏 小桧山 悟 浦河 �川 啓一 480＋ 41：49．2クビ 3．0�
33 クアトロフォンテ 牡2鹿 54 団野 大成月舘 範行氏 高橋 義忠 新ひだか 矢野牧場 464－ 61：50．79 109．7
68 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± 01：50．8� 13．0�
811 ラインラペーシュ 牝2鹿 54

52 △秋山 稔樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 中地 広大 454－ 2 〃 クビ 376．2�
812 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 484－ 61：52．28 23．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 34，842，300円 複勝： 43，077，800円 枠連： 8，070，100円
馬連： 45，225，000円 馬単： 21，306，500円 ワイド： 45，755，900円
3連複： 71，120，500円 3連単： 81，871，900円 計： 351，270，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 340円 複 勝 � 140円 � 180円 � 1，700円 枠 連（1－6） 720円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 360円 �� 5，240円 �� 7，350円

3 連 複 ��� 28，170円 3 連 単 ��� 80，320円

票 数

単勝票数 計 348423 的中 � 86275（2番人気）
複勝票数 計 430778 的中 � 104357（1番人気）� 66277（3番人気）� 4206（11番人気）
枠連票数 計 80701 的中 （1－6） 8591（2番人気）
馬連票数 計 452250 的中 �� 36155（3番人気）
馬単票数 計 213065 的中 �� 10627（3番人気）
ワイド票数 計 457559 的中 �� 37495（3番人気）�� 2083（33番人気）�� 1478（38番人気）
3連複票数 計 711205 的中 ��� 1893（63番人気）
3連単票数 計 818719 的中 ��� 739（239番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．8―29．8―42．4―55．2―1：08．1―1：21．1―1：33．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

コスモルーテウス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．7．25 函館3着

2019．5．9生 牡2栗 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 3戦1勝 賞金 8，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ナムラビバ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月4日まで平地競走に

出走できない。

第２回 札幌競馬 第７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



24075 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7日 第3競走 ��2，000�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
1：58．6
1：56．1

良
良

59 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 440＋ 22：01．5 10．5�
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 488－ 22：01．6� 16．1�
47 ハ ン タ ー 牡3青鹿56 勝浦 正樹道永 幸治氏 藤原 辰雄 新ひだか 田中 春美 446－ 82：01．7� 80．6�
713 ア ン フ ィ ニ 牝3鹿 54 古川 吉洋 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 杵臼牧場 B466± 02：02．01� 52．8�
11 コンフィアンス 牝3鹿 54 丹内 祐次 �京都ホースレーシング 戸田 博文 浦河 上山牧場 452± 0 〃 ハナ 17．8�
815� アメリカンマッハ 牡3鹿 56 C．ルメール �吉澤ホールディングス 藤岡 健一 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

504＋10 〃 クビ 4．7	
612 ヘネラリーフェ 牝3栗 54 藤岡 佑介森田 藤治氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 450± 02：02．1� 41．8

714 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 B474＋ 62：02．31� 3．2�
36 � ジャストフィット 牡3栗 56 団野 大成嶋田 賢氏 藤沢 和雄 愛 Diamond

Creek Farm B494± 02：02．4アタマ 43．3�
24 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 432－ 22：02．82� 32．3�
35 アースフレア 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大 フジワラ・ファーム 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 492＋ 22：02．9� 10．2�
816 ド ラ グ 牝3黒鹿 54

51 ▲西谷 凜三嶋牧場 小林 真也 浦河 三嶋牧場 418± 02：03．11� 32．7�
12 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 464－ 42：03．2� 34．7�

48 プ リ エ ー ル 牝3鹿 54 大野 拓弥水上 行雄氏 吉田 直弘 浦河 笠松牧場 418－ 22：03．41� 80．6�
611 クイーンファミユ 牝3鹿 54 加藤 祥太三宅 勝俊氏 庄野 靖志 日高 高山牧場 436－ 22：03．5� 429．0�
510� ヒアーズトゥライフ 牡3鹿 56 横山 武史吉田 照哉氏 菊沢 隆徳 英 Shadai Farm 494＋ 22：03．6� 4．2�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，405，500円 複勝： 49，164，300円 枠連： 9，895，500円
馬連： 47，084，000円 馬単： 18，588，300円 ワイド： 48，145，500円
3連複： 80，434，300円 3連単： 72，442，700円 計： 356，160，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 370円 � 480円 � 1，610円 枠 連（2－5） 1，750円

馬 連 �� 9，310円 馬 単 �� 13，220円

ワ イ ド �� 1，960円 �� 7，900円 �� 10，330円

3 連 複 ��� 157，090円 3 連 単 ��� 719，460円

票 数

単勝票数 計 304055 的中 � 22997（5番人気）
複勝票数 計 491643 的中 � 37823（5番人気）� 27299（7番人気）� 7273（15番人気）
枠連票数 計 98955 的中 （2－5） 4369（5番人気）
馬連票数 計 470840 的中 �� 3918（27番人気）
馬単票数 計 185883 的中 �� 1054（41番人気）
ワイド票数 計 481455 的中 �� 6462（17番人気）�� 1559（73番人気）�� 1189（84番人気）
3連複票数 計 804343 的中 ��� 384（337番人気）
3連単票数 計 724427 的中 ��� 73（1450番人気）

ハロンタイム 12．8―10．8―11．9―12．0―12．0―12．1―12．4―12．5―12．3―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．6―35．5―47．5―59．5―1：11．6―1：24．0―1：36．5―1：48．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ヴィトーリア �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Woodman デビュー 2021．1．17 小倉11着

2018．3．28生 牡3黒鹿 母 スターズインハーアイズ 母母 Wind In Her Hair 10戦1勝 賞金 11，490，000円
〔制裁〕 ラヴィエント号の騎手池添謙一は，競走前日の認定調整ルーム入室の連絡を失念したことについて戒告。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の4頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 4頭 アルバリーニョ号・ショウネンジダイ号・セツゲツフウカ号・ヤマニンジャベリン号

24076 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7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

11 レスペディーザ 牝3鹿 54 池添 謙一�NICKS 松永 幹夫 日高 スマイルファーム 430－ 41：46．5 7．8�
610 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 494－ 61：47．98 3．9�
46 サンベリーナ 牝3栗 54

53 ☆亀田 温心�ターフ・スポート羽月 友彦 浦河 谷川牧場 486－ 21：48．01 24．2�
813 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 492－ 2 〃 ハナ 4．1�
34 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± 01：48．21� 7．5	
69 メイショウメイロウ 牝3芦 54 大野 拓弥松本 好雄氏 和田 勇介 浦河 林 孝輝 482＋ 81：48．62� 20．3


57 ララパピヨンドメル 牝3鹿 54 和田 竜二フジイ興産� 大竹 正博 洞�湖 レイクヴィラファーム 448＋ 81：48．7� 18．8�
（法942）

711 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 472－ 21：48．8� 68．1�
814 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 444＋ 21：49．33 14．0
58 ファンタジーライツ �3鹿 56

53 ▲小沢 大仁 �社台レースホース四位 洋文 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 498± 01：49．61	 22．3�

712 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 412＋ 41：49．81� 285．8�
45 
 レイトンヒル 牡3鹿 56 横山 武史ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Corrin Stud &

Upper Farm Stud 504＋101：49．9	 5．6�
33 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 500＋ 21：50．0クビ 31．6�
22 ノーティーガール 牝3栗 54

51 ▲小林 凌大藤本 栄史氏 加藤士津八 日高 白井牧場 B480＋ 21：50．74 112．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 31，657，500円 複勝： 51，141，300円 枠連： 9，083，300円
馬連： 45，232，400円 馬単： 19，893，200円 ワイド： 49，590，100円
3連複： 71，917，300円 3連単： 77，397，200円 計： 355，912，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 220円 � 170円 � 560円 枠 連（1－6） 1，170円

馬 連 �� 1，290円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 490円 �� 3，460円 �� 2，150円

3 連 複 ��� 11，680円 3 連 単 ��� 57，960円

票 数

単勝票数 計 316575 的中 � 32320（5番人気）
複勝票数 計 511413 的中 � 61783（3番人気）� 94516（1番人気）� 18515（10番人気）
枠連票数 計 90833 的中 （1－6） 5997（5番人気）
馬連票数 計 452324 的中 �� 27089（3番人気）
馬単票数 計 198932 的中 �� 5298（7番人気）
ワイド票数 計 495901 的中 �� 28206（2番人気）�� 3494（43番人気）�� 5700（27番人気）
3連複票数 計 719173 的中 ��� 4616（44番人気）
3連単票数 計 773972 的中 ��� 968（204番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．0―43．2―55．8―1：08．4―1：21．1―1：33．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

レスペディーザ �
�
父 マ ク フ ィ �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2020．8．2 新潟11着

2018．5．11生 牝3鹿 母 レッドシャンデル 母母 アイアンブリッジ 9戦1勝 賞金 10，400，000円
〔発走状況〕 エナジーボーイ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 エナジーボーイ号は，令和3年9月5日から令和3年9月25日まで出走停止。停止期間の満了後に

発走調教再審査。
〔3走成績による出走制限〕 ノーティーガール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和3年11月4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 メイショウムート号
（非抽選馬） 1頭 ワールドクルーズ号



24077 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7日 第5競走 ��1，500�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

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

中央レコード
1：29．1
1：29．1

良
良

811 ド ー ブ ネ 牡2青 54 武 豊藤田 晋氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 464 ―1：30．5 2．7�
55 リーセフィヨルド 牝2鹿 54 C．ルメール 吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 454 ―1：30．82 3．1�
56 レッドベスティア 牡2栗 54 横山 和生 �東京ホースレーシング 昆 貢 浦河 谷川牧場 436 ―1：31．0� 6．2�
79 � スピードグラマー 牝2鹿 54 横山 武史長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Machmer

Hall 468 ― 〃 アタマ 5．5�
67 バ ス マ テ ィ 牝2鹿 54 団野 大成多田 信尊氏 藤沢 和雄 新ひだか 小野 秀治 434 ―1：31．21� 26．2�
33 ユ キ ヤ ナ ギ 牝2鹿 54 勝浦 正樹山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 448 ― 〃 クビ 160．6	
44 メイショウカジヤ 牡2鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 464 ―1：31．73 45．5

710 クモリナキマナコ 牝2鹿 54 杉原 誠人�ミルファーム 高橋 文雅 新ひだか 前川 勝春 420 ― 〃 アタマ 198．9�
11 ブランデーロック 牡2栗 54

52 △山田 敬士新井 衛氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 456 ―1：32．01� 72．9
22 ネイキッドハート 牝2青鹿54 和田 竜二スリースターズレーシング 辻 哲英 新ひだか 平野牧場 436 ― 〃 クビ 18．4�
812 ミライヘノエール 牡2黒鹿54 藤岡 佑介三島 宣彦氏 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 484 ―1：32．21� 33．5�
68 サーティファイド 牡2鹿 54

53 ☆亀田 温心安原 浩司氏 	島 一歩 新ひだか 岡田牧場 472 ―1：32．73 180．2�
（12頭）

売 得 金
単勝： 65，221，300円 複勝： 52，686，000円 枠連： 8，453，100円
馬連： 51，743，200円 馬単： 29，572，200円 ワイド： 45，014，200円
3連複： 74，530，400円 3連単： 111，474，800円 計： 438，695，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 110円 � 170円 枠 連（5－8） 270円

馬 連 �� 540円 馬 単 �� 860円

ワ イ ド �� 230円 �� 410円 �� 310円

3 連 複 ��� 1，010円 3 連 単 ��� 3，260円

票 数

単勝票数 計 652213 的中 � 197484（1番人気）
複勝票数 計 526860 的中 � 109232（2番人気）� 154506（1番人気）� 59511（4番人気）
枠連票数 計 84531 的中 （5－8） 24043（1番人気）
馬連票数 計 517432 的中 �� 74079（1番人気）
馬単票数 計 295722 的中 �� 25644（1番人気）
ワイド票数 計 450142 的中 �� 53781（1番人気）�� 25839（6番人気）�� 35832（3番人気）
3連複票数 計 745304 的中 ��� 55104（2番人気）
3連単票数 計1114748 的中 ��� 24763（3番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
7．0―18．7―30．5―42．7―55．2―1：07．4―1：18．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．8―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ド ー ブ ネ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Footstepsinthesand 初出走

2019．4．3生 牡2青 母 プレミアステップス 母母 Primissima 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24078 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7日 第6競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走12時45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

610 ペイルライダー 牝3鹿 52 武 豊市川義美ホール
ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 480＋ 21：46．5 3．8�

22 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 420－ 41：46．6� 82．4�

69 ハイアーグレード 牝4栗 55 荻野 琢真下河辺隆行氏 今野 貞一 日高 下河辺牧場 B458＋ 2 〃 クビ 7．0�
33 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 426＋ 61：46．81� 26．4�
46 � アポロリリー 牝4黒鹿55 大野 拓弥アポロサラブレッドクラブ 鈴木 伸尋 日高 天羽 禮治 422－ 41：46．9� 11．2�
814 スエヒロヴァン 牝3鹿 52 加藤 祥太�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 472± 01：47．0� 140．3	
711 キ ュ ン 牝3黒鹿52 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 460＋ 61：47．1� 4．8

45 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 444－ 21：47．41� 18．0�
57 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 B472－ 21：47．61 8．6
813 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± 0 〃 ハナ 7．8�
712 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 452－ 8 〃 アタマ 37．0�

11 サツキティアラ 牝3鹿 52
50 △秋山 稔樹 �グランデオーナーズ 加藤 和宏 浦河 荻伏三好フ

アーム 472± 01：48．13 47．3�

58 ローラズウィシュ 牝3青 52 杉原 誠人�佐藤牧場 小島 茂之 新冠 佐藤牧場 B500＋ 21：48．63 168．4�
（法529）

34 ジンジャーブラッド 牝3黒鹿52 団野 大成小川眞査雄氏 林 徹 安平 ノーザンファーム 532＋ 2 （競走中止） 6．9�
（14頭）

売 得 金
単勝： 26，675，200円 複勝： 41，616，900円 枠連： 7，939，600円
馬連： 38，418，600円 馬単： 15，997，100円 ワイド： 40，299，400円
3連複： 61，227，500円 3連単： 64，019，400円 計： 296，193，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 150円 � 1，530円 � 210円 枠 連（2－6） 6，780円

馬 連 �� 15，160円 馬 単 �� 23，800円

ワ イ ド �� 4，810円 �� 530円 �� 6，350円

3 連 複 ��� 24，450円 3 連 単 ��� 145，040円

票 数

単勝票数 計 266752 的中 � 55771（1番人気）
複勝票数 計 416169 的中 � 96634（1番人気）� 4826（12番人気）� 51011（4番人気）
枠連票数 計 79396 的中 （2－6） 907（18番人気）
馬連票数 計 384186 的中 �� 1963（45番人気）
馬単票数 計 159971 的中 �� 504（83番人気）
ワイド票数 計 402994 的中 �� 2064（47番人気）�� 21243（2番人気）�� 1556（55番人気）
3連複票数 計 612275 的中 ��� 1878（87番人気）
3連単票数 計 640194 的中 ��� 320（504番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．1―30．6―43．2―55．6―1：08．0―1：20．7―1：33．2

コーナー
通過順位

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

2
4

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

勝馬の
紹 介

ペイルライダー �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．7．12 函館7着

2018．2．27生 牝3鹿 母 ピサノグラフ 母母 シンコウラブリイ 11戦2勝 賞金 21，900，000円
〔競走中止〕 ジンジャーブラッド号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 テイエムユキマイ号
（非抽選馬） 2頭 ジョブックルーチェ号・フェアビアンカ号



24079 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7日 第7競走 1，000�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （ダート・右）

負担重量は，3歳55�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

56 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 512＋ 2 59．3 7．4�
33 ク リ オ ズ ナ 牝3栗 53

52 ☆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 432－ 2 59．4クビ 32．1�
811 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± 0 59．61� 11．5�
68 セイウンノウヒメ 牝3青 53 池添 謙一西山 茂行氏 新谷 功一 浦河 �川 啓一 470＋ 6 59．7� 7．3�
812 サンランシング 牝3青鹿 53

50 ▲小林 凌大 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社
ケイズ B474＋ 8 〃 ハナ 7．1	

79 ジェットエンブレム 牡3栗 55 C．ルメール 犬塚悠治郎氏 石坂 公一 日高 浜本牧場 B494－ 2 〃 ハナ 3．6

710 ル ー リ ン グ 牡3鹿 55

52 ▲小沢 大仁�G1レーシング 浅見 秀一 安平 追分ファーム 502－12 59．8� 3．4�
67 � ランランウイング 牝5黒鹿55 和田 竜二�髙昭牧場 今野 貞一 浦河 高昭牧場 B476＋ 4 〃 クビ 13．0�
55 � 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 B506＋ 21：00．01� 25．8
11 � カテドラルロック 牝4栗 55

53 △山田 敬士ライオンレースホース� 石毛 善彦 浦河 浦河日成牧場 432± 01：00．21� 151．2�
22 ジーガーオーシャン 牡3黒鹿 55

52 ▲西谷 凜�ジーガー 竹内 正洋 新冠 須崎牧場 488－ 61：00．3クビ 35．9�
44 ウィズアウィッシュ 牝7鹿 55 黛 弘人岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 浦河 中島牧場 504－141：00．72� 226．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 27，578，600円 複勝： 37，487，500円 枠連： 8，736，600円
馬連： 38，245，400円 馬単： 16，979，300円 ワイド： 37，643，200円
3連複： 55，987，100円 3連単： 61，969，900円 計： 284，627，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 740円 複 勝 � 200円 � 790円 � 320円 枠 連（3－5） 8，000円

馬 連 �� 9，640円 馬 単 �� 15，370円

ワ イ ド �� 2，000円 �� 830円 �� 3，420円

3 連 複 ��� 19，490円 3 連 単 ��� 116，090円

票 数

単勝票数 計 275786 的中 � 29748（5番人気）
複勝票数 計 374875 的中 � 58275（3番人気）� 10306（8番人気）� 29703（6番人気）
枠連票数 計 87366 的中 （3－5） 846（16番人気）
馬連票数 計 382454 的中 �� 3072（28番人気）
馬単票数 計 169793 的中 �� 828（52番人気）
ワイド票数 計 376432 的中 �� 4775（25番人気）�� 12198（14番人気）�� 2750（35番人気）
3連複票数 計 559871 的中 ��� 2154（69番人気）
3連単票数 計 619699 的中 ��� 387（373番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．5―11．6―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―34．8―46．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．9―3F36．0
3 ・（3，8，12）－5，11，6（7，10）（1，9）－4－2 4 3（8，12）－11（5，6）（1，7，9）10－4，2

勝馬の
紹 介

ニシノダンテ �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．7．22 中京8着

2015．2．11生 牡6青鹿 母 カナエチャン 母母 ザ ミ ル 31戦2勝 賞金 28，320，000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 キョシンタンカイ号

24080 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7日 第8競走 ��
��2，000�3歳以上1勝クラス

発走13時45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
1：58．6
1：56．1

良
良

59 ペルソナデザイン �5鹿 57
55 △秋山 稔樹�G1レーシング 大竹 正博 千歳 社台ファーム 464－102：01．2 34．0�

23 	 バニシングポイント 牡3芦 54 池添 謙一長谷川祐司氏 藤沢 和雄 米 Whisper Hill
Farm, LLC 488－ 42：01．3
 4．9�

815 カ タ リ ー ナ 牝3鹿 52 藤岡 佑介近藤 英子氏 松下 武士 洞�湖 レイクヴィラファーム 444－ 22：01．4� 9．0�
612 デルマアシュラ 牡3青 54 C．ルメール 浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 418＋ 2 〃 クビ 6．9�
816 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 444＋ 22：02．03� 18．0�
611 アズユーフィール 牡3黒鹿54 和田 竜二 	コスモヴューファーム 宮本 博 むかわ 平岡牧場 B504＋ 42：02．1� 26．9

24 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 456＋ 42：02．41
 30．1�
47  オタクインパクト 牡3黒鹿 54

53 ☆亀田 温心桐生 裕明氏 桜井 拓章 青森 荒谷牧場 490－ 42：02．5� 39．0�
（北海道）

510 オメガロマンス 牝3黒鹿52 横山 武史原 �子氏 斎藤 誠 千歳 社台ファーム B442－ 22：02．6� 2．1
11 クリノサルベージ 牡3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真栗本 博晴氏 藤岡 健一 様似 様似渡辺牧場 450＋ 42：02．81� 265．6�
36 	 アルファウェーブ �4栗 57 団野 大成吉田 勝己氏 藤沢 和雄 愛 Athassel House

Stud Ltd B540＋ 82：02．9� 28．3�
35 ホウオウジョルノ 牡3芦 54 横山 和生小笹 芳央氏 安田 翔伍 新ひだか 岡田スタツド 468± 02：03．11� 46．0�
12 アイスジェイド 牡4鹿 57 大野 拓弥 	キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 472－ 42：04．27 16．1�
714 マイネルエキサイト 牡5青鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 加藤士津八 新ひだか 坂本 春雄 490－ 2 〃 クビ 51．1�
713 カフジドラド 牡3栃栗54 黛 弘人加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 518± 02：04．3クビ 196．9�
48 ミンナノユメツナグ 牡3栗 54 古川 吉洋�LS.M 天間 昭一 新ひだか 橋本牧場 474＋ 22：05．04 239．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 35，160，600円 複勝： 47，007，200円 枠連： 8，233，800円
馬連： 39，550，300円 馬単： 16，557，100円 ワイド： 42，551，200円
3連複： 67，468，800円 3連単： 69，453，100円 計： 325，982，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，400円 複 勝 � 590円 � 210円 � 240円 枠 連（2－5） 590円

馬 連 �� 9，850円 馬 単 �� 33，380円

ワ イ ド �� 3，380円 �� 3，410円 �� 1，050円

3 連 複 ��� 27，470円 3 連 単 ��� 245，620円

票 数

単勝票数 計 351606 的中 � 8251（10番人気）
複勝票数 計 470072 的中 � 17098（8番人気）� 66841（3番人気）� 53057（4番人気）
枠連票数 計 82338 的中 （2－5） 10810（1番人気）
馬連票数 計 395503 的中 �� 3109（33番人気）
馬単票数 計 165571 的中 �� 372（98番人気）
ワイド票数 計 425512 的中 �� 3191（41番人気）�� 3157（42番人気）�� 10844（10番人気）
3連複票数 計 674688 的中 ��� 1842（98番人気）
3連単票数 計 694531 的中 ��� 205（735番人気）

ハロンタイム 12．8―11．1―12．1―12．2―12．5―12．6―12．2―12．2―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―23．9―36．0―48．2―1：00．7―1：13．3―1：25．5―1：37．7―1：49．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．9―3F35．7
1
3
14（2，9，10）（1，4，6，15）（7，12）（5，16）3，11－（8，13）
14，9（2，10，15）（4，12）（1，6，16）（7，3）11，5，13，8

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

勝馬の
紹 介

ペルソナデザイン �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Marchand de Sable デビュー 2018．9．23 中山8着

2016．2．25生 �5鹿 母 コマーサント 母母 Deception 18戦2勝 賞金 21，974，000円
※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。
（非抽選馬） 4頭 アイドゥ号・アザル号・シーチェンジ号・ベニノフェアリー号

追 加 記 事（第 2回札幌競馬第 6日第 4競走）
〔その他〕　　ラシャトレーン号は，競走中に疾病〔左橈骨遠位端骨折〕を発症。なお，同馬は「3

走成績による出走制限」の適用を除外。



24081 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7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

22 � クロパラントゥ �3黒鹿54 C．ルメール 長谷川祐司氏 藤沢 和雄 新ひだか 千代田牧場 B508＋ 21：45．0 5．3�
712 フームスムート 牡4黒鹿57 丹内 祐次ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト

クラブ B526＋ 61：45．53 22．0�
69 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 496± 01：45．6� 2．1�
57 マイネルエンカント 牡4黒鹿57 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 天間 昭一 新冠 ビッグレッドファーム 464－ 91：46．66 73．1�
610� ブライドグルーム �4鹿 57 大野 拓弥 �社台レースホース和田 勇介 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 434＋ 61：47．02� 22．1	
58 ハクシンパーソナル 牡3鹿 54 松田 大作新井原 博氏 清水 久詞 新冠 川上牧場 460－ 41：47．1� 25．9

711 タイセイグラシア 牝3黒鹿52 団野 大成田中 成奉氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 452± 01：47．31	 13．8�
46 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± 01：47．4� 158．2�
34 ブリエヴェール 牡3青鹿54 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± 01：47．5� 4．7
33 � ブロッコリー 牡6鹿 57

54 ▲小沢 大仁嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 B482± 01：47．6
 24．4�
813 サンエルセントロ 牡3黒鹿54 横山 和生 �加藤ステーブル 中舘 英二 日高 シンボリ牧場 456－ 61：48．45 14．5�
814 プライムデイ 牡3黒鹿54 菱田 裕二 �スリーエイチレーシング 加藤 征弘 新ひだか 千代田牧場 494－ 21：48．5
 20．0�
45 � クリノウマーベラス �4鹿 57 和田 竜二栗本 守氏 大橋 勇樹 新ひだか 千代田牧場 530－ 21：49．03 168．1�
11 モンキャドー �3鹿 54

52 △秋山 稔樹 �グリーンファーム音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450－ 81：52．3大差 222．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，067，200円 複勝： 45，116，800円 枠連： 9，274，600円
馬連： 48，199，600円 馬単： 20，098，500円 ワイド： 45，868，100円
3連複： 70，930，100円 3連単： 87，619，400円 計： 364，174，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 300円 � 130円 枠 連（2－7） 2，320円

馬 連 �� 8，700円 馬 単 �� 11，390円

ワ イ ド �� 2，280円 �� 370円 �� 520円

3 連 複 ��� 4，410円 3 連 単 ��� 39，720円

票 数

単勝票数 計 370672 的中 � 55841（3番人気）
複勝票数 計 451168 的中 � 59609（3番人気）� 28286（6番人気）� 125949（1番人気）
枠連票数 計 92746 的中 （2－7） 3093（12番人気）
馬連票数 計 481996 的中 �� 4291（26番人気）
馬単票数 計 200985 的中 �� 1323（39番人気）
ワイド票数 計 458681 的中 �� 4650（28番人気）�� 34551（2番人気）�� 22953（4番人気）
3連複票数 計 709301 的中 ��� 12062（11番人気）
3連単票数 計 876194 的中 ��� 1599（130番人気）

ハロンタイム 6．7―10．8―11．7―12．5―12．8―12．7―12．6―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―17．5―29．2―41．7―54．5―1：07．2―1：19．8―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�クロパラントゥ �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 Distorted Humor

2018．3．29生 �3黒鹿 母 マーガレットメドウ 母母 Malibu Prayer 4戦1勝 賞金 7，600，000円
初出走 JRA

〔タイムオーバーによる出走制限〕 モンキャドー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和3年10月4日まで平地競走に
出走できない。

24082 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7日 第10競走 ��1，200�札幌スポニチ賞
発走14時50分 （芝・右）

3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
スポーツニッポン新聞社賞（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 357，000円 102，000円 51，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：06．0

良
良

36 ジュビリーヘッド 牡4鹿 57 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 B474＋ 21：09．0 5．0�
815 アールラプチャー 牝3青鹿53 武 豊前原 敏行氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 464± 01：09．31� 3．9�
12 モンファボリ 牝3鹿 53 横山 武史 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 438＋ 41：09．4� 3．0�
47 ホーリーライン 牝5青鹿55 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 矢野 英一 新冠 スカイビーチステーブル 448＋ 41：09．5� 11．1�
816 ガ リ レ イ �4鹿 57 菱田 裕二 �カナヤマホール

ディングス 高橋 亮 浦河 大島牧場 492－101：09．6� 11．6	
11 	 ヴォイスオブジョイ 牝5鹿 55 国分 恭介 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 米 Bryan
Connors 470－ 21：09．7� 55．2


24 ユキノファラオ 牡3鹿 55 横山 典弘井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 496＋281：09．8� 15．0�
510 ダノンハイパワー �7黒鹿57 菊沢 一樹�ダノックス 菊沢 隆徳 日高 白井牧場 496± 01：09．9� 50．2�
35 コスモカッティーボ 牡4鹿 57 柴田 大知 �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 B492＋ 41：10．11
 144．8
59 ミエノワールド 牡4黒鹿57 和田 竜二里見美惠子氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：10．42 41．2�
48 グッドワード 牝6芦 55 川又 賢治下河辺俊行氏 畑端 省吾 日高 下河辺牧場 520＋20 〃 ハナ 69．0�
611 タイセイトレンディ �6青鹿57 勝浦 正樹田中 成奉氏 田中 克典 新ひだか タイヘイ牧場 476－ 21：10．5� 48．4�
612 ラストリージョ 牝3鹿 53 大野 拓弥 �ブルースターズファーム 蛯名 利弘 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 456＋ 21：10．6� 54．6�
23 � トーセンウォーリア 牡3鹿 55 池添 謙一島川 �哉氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 504＋10 〃 クビ 41．1�
713 ヴァクストゥーム 牡4鹿 57 松田 大作 �ローレルレーシング 吉田 直弘 浦河 谷川牧場 474＋ 41：10．7� 18．6�
714 ロフティーピーク 牝4鹿 55 小沢 大仁 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 476－ 21：10．91
 39．9�

（16頭）

売 得 金
単勝： 47，130，200円 複勝： 63，142，600円 枠連： 16，233，200円
馬連： 83，842，400円 馬単： 32，892，400円 ワイド： 75，391，100円
3連複： 142，968，400円 3連単： 153，573，100円 計： 615，173，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 140円 � 160円 � 130円 枠 連（3－8） 710円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 370円 �� 260円 �� 430円

3 連 複 ��� 1，220円 3 連 単 ��� 7，570円

票 数

単勝票数 計 471302 的中 � 74772（3番人気）
複勝票数 計 631426 的中 � 117340（2番人気）� 85197（3番人気）� 148961（1番人気）
枠連票数 計 162332 的中 （3－8） 17552（3番人気）
馬連票数 計 838424 的中 �� 69411（2番人気）
馬単票数 計 328924 的中 �� 11675（6番人気）
ワイド票数 計 753911 的中 �� 50768（2番人気）�� 78212（1番人気）�� 42290（3番人気）
3連複票数 計1429684 的中 ��� 87794（1番人気）
3連単票数 計1535731 的中 ��� 14690（8番人気）

ハロンタイム 11．9―11．0―11．4―11．6―11．3―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．9―34．3―45．9―57．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ジュビリーヘッド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2019．8．17 小倉1着

2017．3．31生 牡4鹿 母 ローズノーブル 母母 ヴィアンローズ 13戦3勝 賞金 48，386，000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 エグレムニ号・クープドクール号・デストゥリエーレ号・ノックオンウッド号・メイショウハボタン号



24083 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7日 第11競走
第56回農林水産省賞典

��
��1，800�札幌2歳ステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
2歳；負担重量は，馬齢重量

農林水産大臣賞・北海道知事賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 31，000，000円 12，000，000円 7，800，000円 4，700，000円 3，100，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円
生産者賞 日高・胆振軽種馬農業協同組合長賞（1着） � コースレコード

中央レコード
1：48．2
1：44．5

良
良

89 ジ オ グ リ フ 牡2栗 54 C．ルメール �サンデーレーシング 岩戸 孝樹 安平 ノーザンファーム 492＋ 21：49．1 2．1�
77 アスクワイルドモア 牡2黒鹿54 武 豊廣崎利洋HD� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 462＋ 61：49．84 12．9�
810 トーセンヴァンノ 牡2黒鹿54 山田 敬士島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 478＋ 21：50．01� 23．1�
66 オンリーオピニオン 牝2芦 54 柴田 大知 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム 486＋101：50．1� 31．3	
22 トップキャスト 牝2栗 54 団野 大成�G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 436＋ 81：50．42 3．8

11 リューベック 牡2鹿 54 横山 武史金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 472± 01：50．5クビ 4．2�
44 エーティーマクフィ 牡2鹿 54 藤岡 佑介荒木 徹氏 武 英智 新ひだか 岡田牧場 438＋ 2 〃 クビ 23．4�
55 ユキノオウジサマ 牡2芦 54 横山 和生藤沼 利夫氏 田島 俊明 森 笹川大晃牧場 496－ 81：52．7大差 58．2
78 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 476－ 61：54．310 126．5�

（9頭）
33 ダークエクリプス 牡2青鹿54 和田 竜二矢野 亨憲氏 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 470－ 8 （競走除外）

売 得 金
単勝： 193，293，700円 複勝： 163，625，500円 枠連： 32，276，900円
馬連： 296，438，700円 馬単： 133，072，000円 ワイド： 189，954，000円
3連複： 424，933，000円 3連単： 683，567，300円 計： 2，117，161，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 220円 � 280円 枠 連（7－8） 720円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 1，470円

ワ イ ド �� 350円 �� 500円 �� 1，150円

3 連 複 ��� 2，770円 3 連 単 ��� 11，510円

票 数

単勝票数 差引計1932937（返還計129155） 的中 � 770526（1番人気）
複勝票数 差引計1636255（返還計123744） 的中 � 533768（1番人気）� 156747（4番人気）� 107940（6番人気）
枠連票数 差引計 322769（返還計 56130） 的中 （7－8） 34556（3番人気）
馬連票数 差引計2964387（返還計510564） 的中 �� 236853（4番人気）
馬単票数 差引計1330720（返還計222867） 的中 �� 67667（6番人気）
ワイド票数 差引計1899540（返還計339744） 的中 �� 149608（3番人気）�� 97322（5番人気）�� 38860（16番人気）
3連複票数 差引計4249330（返還計1364317） 的中 ��� 114694（10番人気）
3連単票数 差引計6835673（返還計2169735） 的中 ��� 43027（38番人気）

ハロンタイム 12．6―11．9―11．9―11．9―12．0―12．0―12．2―12．1―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．5―36．4―48．3―1：00．3―1：12．3―1：24．5―1：36．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ジ オ グ リ フ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．6．26 東京1着

2019．2．25生 牡2栗 母 アロマティコ 母母 ナ ス カ 2戦2勝 賞金 38，371，000円
〔競走除外・発走状況〕 ダークエクリプス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。枠外に跳び出し，疾病〔両前肢挫創〕を発症したため競走

除外。発走時刻7分遅延。
リューベック号は，枠内駐立不良〔立上る〕。

〔馬の出走停止・調教再審査〕 ダークエクリプス号は，令和3年9月5日から令和3年10月4日まで出走停止。停止期間の満了後に
発走調教再審査。

〔調教再審査〕 リューベック号は，発走調教再審査。

24084 9月4日 晴 良 （3札幌2） 第7日 第12競走 ��1，500�
ひ だ か

日高ステークス
発走16時05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55�4歳以上57�，
牝馬2�減

日高軽種馬共同育成公社賞（1着）
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．3
1：27．3

良
良

45 ファーストフォリオ 牝4栗 55 C．ルメール �キャロットファーム 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 434－ 61：28．6 5．4�
22 � シュバルツカイザー 牡3芦 55 大野 拓弥ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Ross

Moorhead 504＋101：28．7� 2．0�
610 インテンスライト 牡5鹿 57 菊沢 一樹堂守 貴志氏 菊沢 隆徳 新冠 カミイスタット 494－ 61：28．8� 20．7�
58 	 コスモエスパーダ 牡5青 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 新ひだか 静内酒井牧場 488＋ 41：28．9クビ 35．8�
711 カ ル リ ー ノ 牡5鹿 57 勝浦 正樹 �Gリビエール・

レーシング 高橋 裕 浦河 松栄牧場 B514－12 〃 クビ 17．8	
69 セ ル フ ィ ー 牝4栗 55 団野 大成�フクキタル 藤沢 和雄 新冠 パカパカ

ファーム B460＋ 41：29．0クビ 32．7

34 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 462－10 〃 ハナ 107．7�
46 ボンオムトゥック 牝4芦 55 菱田 裕二窪田 芳郎氏 高橋 亮 安平 ノーザンファーム B472± 01：29．1� 6．8�
57 ケルティックソード 牡8栗 57 亀田 温心吉田 晴哉氏 新谷 功一 浦河 笠松牧場 500± 0 〃 クビ 133．8
813� ショウナンアリアナ 牝5鹿 55 藤岡 佑介国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 450－ 21：29．2� 20．9�
814 イーサンパンサー 牡5栗 57 古川 吉洋国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 478＋ 21：29．3クビ 17．2�
11 キュールエサクラ 牝5青鹿55 荻野 琢真岡本 良三氏 中尾 秀正 安平 追分ファーム 492－ 4 〃 クビ 36．6�
712 ヤマニンペダラーダ 牡7黒鹿57 松田 大作土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 476－ 8 〃 アタマ 32．7�
33 ネクストストーリー 牝3芦 53 杉原 誠人�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 504＋ 81：29．83 12．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 68，051，500円 複勝： 81，991，300円 枠連： 27，276，800円
馬連： 115，687，500円 馬単： 47，657，800円 ワイド： 103，206，900円
3連複： 186，929，600円 3連単： 226，628，600円 計： 857，430，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 540円 複 勝 � 180円 � 120円 � 410円 枠 連（2－4） 340円

馬 連 �� 510円 馬 単 �� 1，370円

ワ イ ド �� 280円 �� 1，760円 �� 840円

3 連 複 ��� 3，430円 3 連 単 ��� 15，140円

票 数

単勝票数 計 680515 的中 � 100646（2番人気）
複勝票数 計 819913 的中 � 108680（2番人気）� 255429（1番人気）� 33825（9番人気）
枠連票数 計 272768 的中 （2－4） 60809（1番人気）
馬連票数 計1156875 的中 �� 174711（1番人気）
馬単票数 計 476578 的中 �� 26040（2番人気）
ワイド票数 計1032069 的中 �� 111166（1番人気）�� 13466（22番人気）�� 29618（8番人気）
3連複票数 計1869296 的中 ��� 40842（7番人気）
3連単票数 計2266286 的中 ��� 10849（26番人気）

ハロンタイム 6．6―11．4―11．4―11．6―11．7―11．9―11．8―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―18．0―29．4―41．0―52．7―1：04．6―1：16．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．6―3F35．9

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

勝馬の
紹 介

ファーストフォリオ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 スペシャルウィーク デビュー 2019．11．23 京都1着

2017．5．1生 牝4栗 母 シ ー ザ リ オ 母母 キロフプリミエール 13戦4勝 賞金 68，702，000円
〔騎手変更〕 キュールエサクラ号の騎手和田竜二は，検査のため荻野琢真に変更。
※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 ヴァトレニ号



（3札幌2）第7日 9月4日（土曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 158頭 本 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

231，380，000円
26，210，000円
1，490，000円
26，600，000円
67，739，500円
4，498，000円
1，516，800円

勝馬投票券売得金
631，978，900円
728，122，900円
151，297，800円
891，295，400円
397，058，000円
760，135，900円
1，367，755，900円
1，801，503，200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 6，729，148，000円

総入場人員 1，395名 （有料入場人員 1，294名）
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