
20001 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．2
1：44．5

良
良

11 アンテロース 牡2鹿 54 武 豊 �インゼルレーシング 岡田 稲男 浦河 桑田牧場 436± 01：53．5 1．2�
33 トーセンウォルト 牡2鹿 54 横山 武史島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 450－ 61：53．6クビ 11．3�
55 トーセントラム 牡2鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 412－ 61：53．7� 4．3�
22 エターナルジェイド 牡2鹿 54 丹内 祐次鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新冠 ビッグレッドファーム 432－ 21：54．44 17．2�
44 クリノグローリー 牡2栗 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 日高 横井 哲 460＋ 61：54．61� 28．4	

（5頭）

売 得 金
単勝： 29，424，500円 複勝： 62，785，800円 枠連： 発売なし
馬連： 19，470，800円 馬単： 20，556，200円 ワイド： 14，975，700円
3連複： 21，140，200円 3連単： 116，914，800円 計： 285，268，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 120円 複 勝 � 100円 � 210円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 140円 �� 110円 �� 190円

3 連 複 ��� 200円 3 連 単 ��� 980円

票 数

単勝票数 計 294245 的中 � 191716（1番人気）
複勝票数 計 627858 的中 � 527333（1番人気）� 23061（3番人気）
馬連票数 計 194708 的中 �� 28590（2番人気）
馬単票数 計 205562 的中 �� 23919（2番人気）
ワイド票数 計 149757 的中 �� 21539（2番人気）�� 63826（1番人気）�� 11908（4番人気）
3連複票数 計 211402 的中 ��� 75816（1番人気）
3連単票数 計1169148 的中 ��� 86130（3番人気）

ハロンタイム 12．9―12．5―12．9―13．2―13．0―12．9―12．4―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．4―38．3―51．5―1：04．5―1：17．4―1：29．8―1：41．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．1
1
3
2（1，5）（3，4）
2，1（3，5）4

2
4
2（3，1）（4，5）・（2，1，5）3，4

勝馬の
紹 介

アンテロース 

�
父 モ ー リ ス 


�
母父 ディープインパクト デビュー 2022．6．26 阪神4着

2020．2．18生 牡2鹿 母 シ ャ ブ リ 母母 スカイノダン 2戦1勝 賞金 6，300，000円

20002 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

33 インペリアルライン �3栗 56
55 ☆秋山 稔樹 �社台レースホース中舘 英二 千歳 社台ファーム B452－ 21：47．0 7．7�

78 ジョーカーブラウン 牡3鹿 56 丹内 祐次プレミアムレースホース 松山 将樹 浦河 栄進牧場 516－ 2 〃 � 7．3�
44 キ ン グ ク ー 牡3鹿 56 吉田 隼人辻子 依旦氏 武 幸四郎 日高 ヤナガワ牧場 494± 0 〃 ハナ 3．4�
810 ベッサスタージル 牡3鹿 56 横山 和生ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 小野 次郎 日高 ヤスナカファーム B500＋ 41：47．95 3．1�
22 ア ス リ エ ル 牡3栗 56 岩田 康誠 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 奥村 武 日高 シンボリ牧場 B464＋101：48．11 12．5	
66 タロマイスター 牡3鹿 56

53 ▲大久保友雅髙岡 浩行氏 杉山 佳明 新冠 アサヒ牧場 480± 0 〃 クビ 25．1

55 コパノカールトン 牡3栗 56 横山 武史小林 祥晃氏 手塚 貴久 新ひだか 伊藤 敏明 538＋ 2 〃 ハナ 5．5�

77 ララアンセストラル 牡3栗 56
54 △角田 大和フジイ興産� 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 458－121：48．52� 16．5�

（法942）

89 オーラライト 牝3黒鹿54 �島 克駿 �サンデーレーシング 西村 真幸 安平 ノーザンファーム B460＋181：49．03 86．0
11 リ カ ス テ 牝3芦 54

51 ▲鷲頭 虎太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 武 英智 浦河 宮内牧場 438－ 61：49．53 123．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 28，137，100円 複勝： 40，420，500円 枠連： 5，915，700円
馬連： 39，346，500円 馬単： 20，118，600円 ワイド： 38，689，800円
3連複： 59，626，700円 3連単： 74，574，800円 計： 306，829，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 200円 � 180円 � 140円 枠 連（3－7） 1，720円

馬 連 �� 2，470円 馬 単 �� 4，630円

ワ イ ド �� 630円 �� 680円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，170円 3 連 単 ��� 25，450円

票 数

単勝票数 計 281371 的中 � 29071（5番人気）
複勝票数 計 404205 的中 � 44755（5番人気）� 54952（4番人気）� 89087（1番人気）
枠連票数 計 59157 的中 （3－7） 2662（9番人気）
馬連票数 計 393465 的中 �� 12330（12番人気）
馬単票数 計 201186 的中 �� 3258（21番人気）
ワイド票数 計 386898 的中 �� 15552（8番人気）�� 14195（12番人気）�� 20848（6番人気）
3連複票数 計 596267 的中 ��� 14083（13番人気）
3連単票数 計 745748 的中 ��� 2124（110番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．3―12．9―12．7―12．4―12．5―12．7―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．5―43．4―56．1―1：08．5―1：21．0―1：33．7

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

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

勝馬の
紹 介

インペリアルライン �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2021．7．4 函館11着

2019．4．16生 �3栗 母 ルーヴインペリアル 母母 Louveterie 10戦1勝 賞金 10，140，000円

第１回 札幌競馬 第１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



20003 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1日 第3競走 1，500�3歳未勝利
発走10時55分 （芝・右）

牝；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：27．3
1：27．3

良
良

712 ルージュエクレール 牝3鹿 54 横山 武史 �東京ホースレーシング 萩原 清 安平 ノーザンファーム 424＋ 61：29．4 2．5�
11 ポリッシュキッス 牝3鹿 54 菱田 裕二合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 追分ファーム B428－ 81：30．14 15．4�
34 パ ン ド ー ロ 牝3黒鹿 54

53 ☆泉谷 楓真�下河辺牧場 奥村 豊 日高 下河辺牧場 476－141：30．31� 173．9�
813 レモンケーキ 牝3黒鹿54 古川 吉洋 �日高大洋牧場 岡田 稲男 日高 日高大洋牧場 426－ 61：30．5� 103．6�
711 ア ナ ベ ル 牝3青鹿54 浜中 俊川勝 裕之氏 今野 貞一 新ひだか 藤原牧場 B446＋121：30．71� 75．2	
46 ミュステーリオン 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊坂 重信 新冠 ビッグレッドファーム 456－ 21：30．8� 20．5

57 コーリングユー 牝3鹿 54 横山 和生�タイヘイ牧場 安田 隆行 新ひだか タイヘイ牧場 438＋101：30．9クビ 2．4�
814 ビロングゴールド 牝3鹿 54 勝浦 正樹 �丸幸小林牧場 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 446－18 〃 クビ 247．5�
69 ベ ロ ア 牝3黒鹿 54

51 ▲横山 琉人吉田 勝己氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 426＋ 61：31．0クビ 36．8
610 ジャンヌノツルギ 牝3鹿 54 吉田 隼人岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 上井農場 446＋ 8 〃 クビ 13．3�
22 バンブリッジ 牝3栃栗54 池添 謙一 �サンデーレーシング 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 462＋ 61：31．1� 6．0�
45 モ ル レ ー 牝3鹿 54 �島 克駿 �シルクレーシング 長谷川浩大 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：31．31� 21．8�
58 シトラスダル 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 林 孝輝 418－ 81：32．68 369．3�
33 ヴォンソレイユ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太服部 統祥氏 千田 輝彦 新ひだか チャンピオンズファーム 492－ 41：33．66 295．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，356，100円 複勝： 63，735，200円 枠連： 9，202，300円
馬連： 46，272，800円 馬単： 21，771，400円 ワイド： 46，110，400円
3連複： 73，217，500円 3連単： 86，216，500円 計： 386，882，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 410円 � 2，620円 枠 連（1－7） 2，610円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 2，750円

ワ イ ド �� 960円 �� 5，790円 �� 22，340円

3 連 複 ��� 92，750円 3 連 単 ��� 254，090円

票 数

単勝票数 計 403561 的中 � 124515（2番人気）
複勝票数 計 637352 的中 � 265740（1番人気）� 27497（5番人気）� 3568（11番人気）
枠連票数 計 92023 的中 （1－7） 2729（9番人気）
馬連票数 計 462728 的中 �� 13755（9番人気）
馬単票数 計 217714 的中 �� 5920（8番人気）
ワイド票数 計 461104 的中 �� 12971（11番人気）�� 2015（36番人気）�� 517（60番人気）
3連複票数 計 732175 的中 ��� 592（108番人気）
3連単票数 計 862165 的中 ��� 246（403番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―17．7―29．4―41．4―53．4―1：05．5―1：17．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．0―3F36．0

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ルージュエクレール �
�
父 エピファネイア �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．11．21 東京2着

2019．2．18生 牝3鹿 母 マーブルケーキ 母母 シラユキヒメ 5戦1勝 賞金 14，300，000円
〔制裁〕 バンブリッジ号の騎手池添謙一は，決勝線手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
〔その他〕 ヴォンソレイユ号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
※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 フィールザコメット号

20004 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1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 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

611 モリノドリーム 牝3鹿 54 丸山 元気森 和久氏 大江原 哲 日高 森永牧場 466＋ 41：10．0 36．5�
24 マヒナライズ 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 勝己氏 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 414－ 41：10．21� 3．5�
816 ラミアヴィータ 牝3栗 54 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 昆 貢 新ひだか 岡田スタツド B442－ 21：10．3� 6．7�
47 スターザサンライズ 牝3芦 54 横山 和生�ライフハウス 安田 隆行 日高 下河辺牧場 432－121：10．5� 4．9�
23 リゾルテッツァ 牡3栗 56

54 △角田 大和 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム B488－ 21：10．92� 59．8	
35 クインズプリーズ 牝3鹿 54 菱田 裕二 �ケイアイスタリオン 吉岡 辰弥 新冠 新冠橋本牧場 438－ 41：11．0� 60．8

59 ベ ル ベ リ ス 牝3鹿 54 浜中 俊ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 カケハムポニークラブ 450－ 6 〃 クビ 13．6�
12 ゼ フ ィ ア ス 牝3鹿 54

51 ▲大久保友雅�下河辺牧場 小林 真也 日高 下河辺牧場 438＋ 8 〃 クビ 418．0�
36 キューランブラー 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太ディアレストクラブ� 牧田 和弥 浦河 高岸 順一 434－ 81：11．1クビ 12．8
612 ピースキーパー 牝3栗 54 吉田 隼人 �ゴールドアップ・

カンパニー 奥村 豊 新ひだか ゴールドアップカンパニー 436－ 2 〃 アタマ 5．8�
11 ショウナンラブリー 牝3鹿 54 岩田 康誠�湘南 稲垣 幸雄 新ひだか 静内フアーム 412－ 81：11．2� 18．8�
48 デルマゴモリー 牝3黒鹿 54

51 ▲小林 凌大浅沼 廣幸氏 天間 昭一 千歳 社台ファーム 412－ 81：11．3� 33．2�
714 ナンヨーリリー 牝3栗 54 斎藤 新中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 410－ 81：11．4� 111．7�
510 テ ン シ 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �リトルブルーファーム 杉浦 宏昭 清水 リトルブルーファーム 420＋161：12．14 133．9�
713 デルマカミーラ 牝3芦 54

51 ▲横山 琉人浅沼 廣幸氏 牧田 和弥 新冠 協和牧場 472－ 61：12．2� 8．4�
815 ラファエーレ 牡3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真岩﨑 僖澄氏 大橋 勇樹 新冠 松木 加代 482－ 4 〃 ハナ 58．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 31，197，500円 複勝： 54，197，300円 枠連： 7，938，100円
馬連： 44，655，800円 馬単： 17，663，400円 ワイド： 47，977，700円
3連複： 73，904，100円 3連単： 70，741，800円 計： 348，275，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，650円 複 勝 � 600円 � 150円 � 220円 枠 連（2－6） 750円

馬 連 �� 6，220円 馬 単 �� 19，530円

ワ イ ド �� 1，680円 �� 3，650円 �� 480円

3 連 複 ��� 14，140円 3 連 単 ��� 121，530円

票 数

単勝票数 計 311975 的中 � 6835（10番人気）
複勝票数 計 541973 的中 � 16995（10番人気）� 126487（1番人気）� 61164（4番人気）
枠連票数 計 79381 的中 （2－6） 8102（2番人気）
馬連票数 計 446558 的中 �� 5561（21番人気）
馬単票数 計 176634 的中 �� 678（63番人気）
ワイド票数 計 479777 的中 �� 7103（21番人気）�� 3188（40番人気）�� 27953（3番人気）
3連複票数 計 739041 的中 ��� 3919（49番人気）
3連単票数 計 707418 的中 ��� 422（406番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．8―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―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 16，13（4，5）（10，11）1（7，9）（3，12）（2，6，8）（15，14） 4 16，13（4，5）11，10（7，9）（1，3，12）（2，6）15（14，8）

勝馬の
紹 介

モリノドリーム �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 アドマイヤムーン デビュー 2021．7．17 福島5着

2019．4．21生 牝3鹿 母 グロリエッテ 母母 ア ズ ワ ー 8戦1勝 賞金 8，490，000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 ジェットグリッター号



20005 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1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
1：44．8

稍重
不良

58 ミラーオブマインド 牡2栗 54 横山 和生 �社台レースホース新開 幸一 千歳 社台ファーム 468 ―1：47．0 10．9�
34 エコロドゥネス 牡2栗 54 横山 武史原村 正紀氏 加藤 征弘 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 480 ―1：47．21� 3．6�
712 アッチャゴーラ 牡2鹿 54 斎藤 新吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 478 ―1：48．910 41．7�
33 ノーブルヴィクター 牡2栗 54 丹内 祐次吉木 伸彦氏 水野 貴広 登別 ユートピア牧場 456 ― 〃 アタマ 17．2�
11 シゲルカミカゼ 牡2黒鹿54 吉田 隼人森中 蕃氏 松山 将樹 日高 広富牧場 490 ―1：49．0� 26．5�
711 ラリーレイド 牡2栗 54 岩田 康誠 �キャロットファーム 萩原 清 安平 ノーザンファーム 478 ―1：49．21� 2．2	
57 プ ロ テ ア 牡2鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 手塚 貴久 新ひだか 桜井牧場 474 ―1：50．47 13．1

69 リボンピーチ 牝2鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 466 ―1：50．71� 16．5�
814 モカラエース 牡2鹿 54 古川 吉洋村上 憲政氏 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 456 ―1：51．23 21．7�
46 コパノスタンリー 牝2芦 54

52 △角田 大和小林 祥晃氏 宮 徹 浦河 宮内牧場 478 ―1：52．15 34．3
22 サルジュターグ 牡2芦 54 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 村田 一誠 浦河 宮内牧場 484 ―1：52．42 38．5�
610 プライムトゥーレ 牡2鹿 54 菱田 裕二サイプレスホール

ディングス合同会社 小崎 憲 千歳 社台ファーム 476 ―1：55．1大差 86．9�
45 トロルトゥンガ 牡2鹿 54 藤岡 佑介ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 武 牧場 488 ―1：55．84 106．8�
813 コパノサンタアナ 牡2栗 54

53 ☆泉谷 楓真小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 470 ―2：03．5大差 134．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 44，414，500円 複勝： 41，474，800円 枠連： 9，555，900円
馬連： 47，310，700円 馬単： 22，150，700円 ワイド： 46，295，400円
3連複： 68，616，800円 3連単： 76，340，400円 計： 356，159，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 330円 � 160円 � 780円 枠 連（3－5） 660円

馬 連 �� 1，950円 馬 単 �� 5，330円

ワ イ ド �� 750円 �� 2，210円 �� 1，860円

3 連 複 ��� 11，680円 3 連 単 ��� 50，910円

票 数

単勝票数 計 444145 的中 � 34207（3番人気）
複勝票数 計 414748 的中 � 30437（3番人気）� 88005（2番人気）� 10873（11番人気）
枠連票数 計 95559 的中 （3－5） 11165（2番人気）
馬連票数 計 473107 的中 �� 18708（6番人気）
馬単票数 計 221507 的中 �� 3112（17番人気）
ワイド票数 計 462954 的中 �� 16491（6番人気）�� 5246（24番人気）�� 6277（20番人気）
3連複票数 計 686168 的中 ��� 4404（39番人気）
3連単票数 計 763404 的中 ��� 1087（150番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．4―30．7―43．8―56．4―1：08．7―1：21．2―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ミラーオブマインド �
�
父 マインドユアビスケッツ �

�
母父 アグネスタキオン 初出走

2020．5．11生 牡2栗 母 エミーズスマイル 母母 エミスフェール 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 リボンピーチ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。危険防止のため外枠から発走。
〔調教再審査〕 リボンピーチ号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プライムトゥーレ号・トロルトゥンガ号・コパノサンタアナ号は，「タイムオーバーによる出走制限」の

ため，令和4年8月23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 ペリエール号

20006 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1日 第6競走 ��1，800�3歳未勝利
発走12時45分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，200，000円 2，100，000円 1，300，000円 780，000円 520，000円� コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

58 サルサロッサ 牝3鹿 54 �島 克駿岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 452＋ 61：50．2 6．0�
711 チ カ レ ン ヌ 牝3黒鹿54 武 豊�キーファーズ 小崎 憲 新ひだか チャンピオンズファーム 426± 01：50．73 27．0�
814 オーロロッソ 牡3栗 56

54 △角田 大和 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 402＋ 21：50．8クビ 7．1�
22 ケ デ シ ュ 牝3黒鹿54 横山 武史�ヤナガワ牧場 上村 洋行 日高 ヤナガワ牧場 460－181：50．91 2．8�
712 ゴールドルパン 牡3栗 56 原田 和真田畑 利彦氏 堀内 岳志 新ひだか グランド牧場 464－ 61：51．11� 73．5	
46 ブルボンティアラ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 日高 原田ファーム 412－ 61：51．2クビ 21．0

11 トレフォイル 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 462－ 21：51．3� 67．4�
813 ミ ラ モ ン テ 牝3黒鹿54 黛 弘人西 浩明氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド B450± 0 〃 ハナ 10．2�
45 スヴィルカーチ �3黒鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム 432－ 81：51．93	 168．8
57 ル テ リ ブ ル 牡3黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 高柳 瑞樹 新冠 ヒカル牧場 462－ 41：52．21� 114．7�

69 シャウビンダー 牝3栗 54 池添 謙一金子真人ホール
ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 414＋ 21：52．51� 6．1�

610 ジャグアーロ 牡3青鹿56 菱田 裕二 �キャロットファーム 杉山 晴紀 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 440± 01：52．6	 22．7�

33 セットリスト 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 琉人 DMMドリームクラブ� 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 478＋ 21：53．87 6．5�

34 テーオーノブレス 牝3栗 54
51 ▲大久保友雅小笹 公也氏 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 404－ 61：56．5大差 216．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 28，033，900円 複勝： 36，785，100円 枠連： 7，978，800円
馬連： 35，361，100円 馬単： 15，187，400円 ワイド： 37，081，700円
3連複： 55，441，800円 3連単： 58，643，800円 計： 274，513，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 200円 � 640円 � 240円 枠 連（5－7） 5，040円

馬 連 �� 8，560円 馬 単 �� 12，100円

ワ イ ド �� 2，190円 �� 730円 �� 2，470円

3 連 複 ��� 15，700円 3 連 単 ��� 105，230円

票 数

単勝票数 計 280339 的中 � 37252（2番人気）
複勝票数 計 367851 的中 � 56810（2番人気）� 12075（9番人気）� 41318（5番人気）
枠連票数 計 79788 的中 （5－7） 1226（19番人気）
馬連票数 計 353611 的中 �� 3201（29番人気）
馬単票数 計 151874 的中 �� 941（43番人気）
ワイド票数 計 370817 的中 �� 4262（26番人気）�� 13709（7番人気）�� 3769（30番人気）
3連複票数 計 554418 的中 ��� 2648（55番人気）
3連単票数 計 586438 的中 ��� 404（354番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．6―35．3―47．4―59．6―1：11．9―1：24．6―1：37．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

サルサロッサ �
�
父 エスケンデレヤ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．10．16 東京4着

2019．3．10生 牝3鹿 母 ノ バ ラ 母母 シンメイミネルバ 11戦1勝 賞金 9，690，000円
〔その他〕 テーオーノブレス号は，競走中に疾病〔心房細動〕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。
〔3走成績による出走制限〕 ルテリブル号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月23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4頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 3頭 ウォータージーニー号・シエル号・ベアビリーブ号
（非抽選馬） 1頭 ララサンシャイン号



20007 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1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54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．8

良
重

78 シャスティーナ 牝4鹿 55 �島 克駿 �ロードホースクラブ 中村 直也 新ひだか ケイアイファーム 484＋ 6 59．5 4．7�
44 ユスティニアン 牡4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 422－ 4 〃 クビ 2．2�
22 サンランシング 牝4青鹿 55

52 ▲小林 凌大 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社
ケイズ B472－10 59．7� 49．3�

810� コンバットマーチ 牝5芦 55 古川 吉洋岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 米 Jay Goodwin
& Brian Foret 468－ 81：00．01� 153．6�

33 ガレットジョーカー 牝3栗 52
50 △角田 大和橋場 勇二氏 宮 徹 日高 庄野牧場 452＋101：00．1	 6．3�

89 タイガークリスエス 牡3黒鹿54 武 豊伊藤 和夫氏 大橋 勇樹 日高 門別牧場 464－ 6 〃 クビ 5．8	
66 ラ ー ジ ベ ル 牝3鹿 52

50 △山田 敬士
リーヴァ 松永 康利 日高 本間牧場 456－12 〃 ハナ 62．2�
55 ドクターマンボウ 牡3栗 54 菱田 裕二谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 458＋ 21：00．41	 12．7�
11 セイウンハルカニ 牡3青鹿54 丸山 元気西山 茂行氏 竹内 正洋 新冠 村上 欽哉 464＋ 21：00．93 7．8
77 
 サクラトップメジャ 牝4栗 55

52 ▲土田 真翔�トップフェロウ武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 440－ 41：01．0	 111．3�
（10頭）

売 得 金
単勝： 35，245，200円 複勝： 43，077，300円 枠連： 6，341，500円
馬連： 37，896，200円 馬単： 20，974，800円 ワイド： 35，597，300円
3連複： 53，215，900円 3連単： 80，837，900円 計： 313，186，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 110円 � 460円 枠 連（4－7） 550円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，260円

ワ イ ド �� 230円 �� 1，700円 �� 890円

3 連 複 ��� 3，490円 3 連 単 ��� 12，500円

票 数

単勝票数 計 352452 的中 � 59492（2番人気）
複勝票数 計 430773 的中 � 69482（2番人気）� 156221（1番人気）� 13244（7番人気）
枠連票数 計 63415 的中 （4－7） 8791（2番人気）
馬連票数 計 378962 的中 �� 56238（1番人気）
馬単票数 計 209748 的中 �� 12444（4番人気）
ワイド票数 計 355973 的中 �� 49267（1番人気）�� 4658（18番人気）�� 9252（14番人気）
3連複票数 計 532159 的中 ��� 11412（14番人気）
3連単票数 計 808379 的中 ��� 4687（47番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―11．8―11．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．4―35．2―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

シャスティーナ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2020．7．4 阪神15着

2018．2．24生 牝4鹿 母 パラダイスリッジ 母母 クロウキャニオン 14戦2勝 賞金 20，480，000円
〔制裁〕 ラージベル号の騎手山田敬士は，発馬機内での御法（突進された）について戒告。

20008 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1日 第8競走 1，200�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 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

11 ド グ マ 牡3鹿 54 武 豊広尾レース� 武 幸四郎 浦河 桑田牧場 474－101：09．9 2．0�
22 ラ ヴ ォ ル タ 牝4鹿 55 横山 武史 �キャロットファーム 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 488－ 21：10．11� 17．7�
57 デイトンウェイ 牡4栗 57

54 ▲小林 凌大 �シルクレーシング 野中 賢二 安平 ノーザンファーム 506－ 21：10．31� 36．0�
812 ア グ リ 牡3青鹿54 横山 和生三木 正浩氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 21：10．4� 2．9�
33 スカイトレイル 牝3鹿 52

50 △角田 大和小島 俊治氏 西村 真幸 浦河 辻 牧場 B466＋ 81：10．71� 20．2	
56 ナ バ ロ ン 牡3鹿 54 菱田 裕二�大島牧場 杉山 佳明 浦河 大島牧場 478－ 21：10．91� 8．6

710 メイショウフンケイ 牡4栗 57 柴山 雄一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 510－14 〃 アタマ 35．6�
813 コスモサンレミ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新冠 タニグチ牧場 458－101：11．11� 25．3�
68 � ベストチャーム 牝6鹿 55

52 ▲横山 琉人中村 智幸氏 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 426－ 21：11．2� 46．8
45 ユ キ ヤ ナ ギ 牝3鹿 52 勝浦 正樹山口 敦広氏 的場 均 新冠 山岡ファーム 442－ 61：11．41 22．3�
44 ニシノフウジン 牡3鹿 54 丸山 元気西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 中山 高鹿康 466＋ 21：11．61� 47．2�
711 ロードリスペクト 牡4鹿 57 �島 克駿 �ロードホースクラブ 中村 直也 浦河 宮内牧場 B488± 01：12．13 114．6�
69 マ エ マ エ 牝3黒鹿 52

49 ▲西塚 洸二 �ニッシンホール
ディングス 久保田貴士 新ひだか チャンピオンズファーム 420－121：12．42 130．7�

（13頭）

売 得 金
単勝： 38，288，100円 複勝： 42，331，500円 枠連： 8，212，900円
馬連： 46，341，200円 馬単： 24，647，800円 ワイド： 47，666，500円
3連複： 71，655，800円 3連単： 91，255，400円 計： 370，399，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 140円 � 410円 � 560円 枠 連（1－2） 1，620円

馬 連 �� 1，930円 馬 単 �� 2，520円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，500円 �� 4，890円

3 連 複 ��� 14，420円 3 連 単 ��� 39，750円

票 数

単勝票数 計 382881 的中 � 148523（1番人気）
複勝票数 計 423315 的中 � 116425（1番人気）� 21613（6番人気）� 14737（9番人気）
枠連票数 計 82129 的中 （1－2） 3918（6番人気）
馬連票数 計 463412 的中 �� 18580（5番人気）
馬単票数 計 246478 的中 �� 7319（6番人気）
ワイド票数 計 476665 的中 �� 15541（6番人気）�� 8181（18番人気）�� 2414（44番人気）
3連複票数 計 716558 的中 ��� 3725（43番人気）
3連単票数 計 912554 的中 ��� 1664（121番人気）

ハロンタイム 12．0―10．7―11．3―11．8―11．6―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．7―34．0―45．8―57．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ド グ マ �
�
父 キタサンブラック �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2021．8．15 小倉1着

2019．3．10生 牡3鹿 母 ショウナンカラット 母母 ニュースヴァリュー 8戦2勝 賞金 24，170，000円
〔発走状況〕 スカイトレイル号は，枠入り不良。発走時刻4分遅延。
〔調教再審査〕 スカイトレイル号は，発走調教再審査。



20009 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1日 第9競走 ��2，000�
り し り

利 尻 特 別
発走14時15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 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000円
付 加 賞 210，000円 60，000円 30，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

77 アケルナルスター 牡3青鹿54 丹内 祐次永見 貴昭氏 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 460± 02：04．6 3．0�
55 トラウンシュタイン 牡4鹿 57 斎藤 新�G1レーシング 奥村 豊 安平 追分ファーム B444－142：04．81� 114．3�
44 テーオーサンドニ 牡3鹿 54 �島 克駿小笹 公也氏 高柳 大輔 浦河 三嶋牧場 468－ 2 〃 クビ 4．7�
88 タイミングハート 牡5黒鹿57 浜中 俊�キーファーズ 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 442－12 〃 クビ 7．7�
33 クールブリエ 牝4鹿 55 角田 大和 �ゴールドアップ・

カンパニー 笹田 和秀 新ひだか ゴールドアップカンパニー 460－102：04．9� 11．5�
22 デルマアシュラ 牡4青 57 武 豊浅沼 廣幸氏 友道 康夫 千歳 社台ファーム 420± 02：05．0	 4．4	
11 ジャスティンカツミ 牡3栗 54 吉田 隼人三木 正浩氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 502± 02：05．31	 4．5

66 サトノヴィーナス 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �サトミホースカンパニー 平田 修 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：05．61� 26．9�
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売 得 金
単勝： 32，553，500円 複勝： 34，404，800円 枠連： 発売なし
馬連： 42，797，300円 馬単： 19，673，100円 ワイド： 31，073，400円
3連複： 52，256，400円 3連単： 97，541，300円 計： 310，299，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 1，570円 � 200円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 18，080円 馬 単 �� 22，520円

ワ イ ド �� 3，980円 �� 320円 �� 5，110円

3 連 複 ��� 21，400円 3 連 単 ��� 124，940円

票 数

単勝票数 計 325535 的中 � 86210（1番人気）
複勝票数 計 344048 的中 � 78897（1番人気）� 3822（8番人気）� 47073（5番人気）
馬連票数 計 427973 的中 �� 1834（22番人気）
馬単票数 計 196731 的中 �� 655（43番人気）
ワイド票数 計 310734 的中 �� 1840（23番人気）�� 29189（2番人気）�� 1428（25番人気）
3連複票数 計 522564 的中 ��� 1831（40番人気）
3連単票数 計 975413 的中 ��� 566（228番人気）

ハロンタイム 13．0―12．4―12．9―13．2―12．9―12．8―12．3―11．3―11．4―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―25．4―38．3―51．5―1：04．4―1：17．2―1：29．5―1：40．8―1：52．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アケルナルスター �

父 トーセンラー �


母父 タイキシャトル デビュー 2021．10．31 東京7着

2019．4．16生 牡3青鹿 母 パ リ ー ジ ョ 母母 アレグリアス 9戦2勝 賞金 21，373，000円

20010 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1日 第10競走 ��
��1，700�

お お く ら や ま

大 倉 山 特 別
発走14時50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 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

67 モズピンポン 牡5栗 57 横山 武史 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 526－ 41：45．9 3．0�
22 モ ズ マ ゾ ク 牡4青 57 武 豊 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 B486－101：46．11� 6．1�
78 	 アメリカンエール 牡4芦 57 菱田 裕二 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B504＋ 21：46．62
 4．6�
33 マイネルレンカ 牡8黒鹿57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 鈴木慎太郎 日高 碧雲牧場 470± 01：46．71 41．1�
11 � ロードオブザチェコ 牡4栗 57 柴山 雄一谷脇智恵子氏 石栗 龍彦 新ひだか 織田 正敏 498＋ 61：46．8
 12．9�
79 ロンドンデリーエア 牡5栗 57 藤岡 佑介 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム 468－ 21：46．9クビ 8．2	
55 インウィクトス 牡5鹿 57 原田 和真加藤 厚子氏 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 462＋ 21：47．64 167．1

811 ロ ス コ フ 牡4鹿 57 横山 和生吉田 晴哉氏 久保田貴士 安平 追分ファーム 496± 01：47．7
 4．6�
810 グリニッジシチー �6栗 57 横山 琉人 �友駿ホースクラブ 相沢 郁 新冠 カミイスタット B484＋12 〃 アタマ 14．5�
66 ゲンパチミーティア �4鹿 57 吉田 隼人平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 468＋10 （競走中止） 28．6
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44 パ ル デ ン ス 牡4鹿 57 島 克駿山本三津子氏 中野 栄治 千歳 社台ファーム 476－ 4 （競走除外）

売 得 金
単勝： 39，240，900円 複勝： 49，516，500円 枠連： 11，027，300円
馬連： 63，699，000円 馬単： 27，281，700円 ワイド： 52，184，900円
3連複： 85，607，000円 3連単： 109，724，300円 計： 438，281，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 140円 � 170円 � 140円 枠 連（2－6） 930円

馬 連 �� 990円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 370円 �� 330円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，700円 3 連 単 ��� 7，770円

票 数

単勝票数 差引計 392409（返還計 14030） 的中 � 101438（1番人気）
複勝票数 差引計 495165（返還計 20695） 的中 � 98888（2番人気）� 65908（4番人気）� 99502（1番人気）
枠連票数 差引計 110273（返還計 10803） 的中 （2－6） 9095（4番人気）
馬連票数 差引計 636990（返還計 56347） 的中 �� 49628（3番人気）
馬単票数 差引計 272817（返還計 24500） 的中 �� 11890（4番人気）
ワイド票数 差引計 521849（返還計 70244） 的中 �� 36729（3番人気）�� 41784（2番人気）�� 23544（8番人気）
3連複票数 差引計 856070（返還計162762） 的中 ��� 37723（3番人気）
3連単票数 差引計1097243（返還計195048） 的中 ��� 10230（10番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．1―42．4―55．0―1：07．5―1：19．9―1：32．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

モズピンポン �
�
父 グランプリボス �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2020．3．7 阪神2着

2017．5．4生 牡5栗 母 グランプリエンゼル 母母 ア ン ダ ン テ 28戦2勝 賞金 58，951，000円
［他本会外：1戦1勝］

〔競走除外〕 パルデンス号は，馬場入場後に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため競走除外。
〔発走状況〕 ゲンパチミーティア号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔競走中止〕 ゲンパチミーティア号は，発走合図直後，騎手が発馬機の一部をつかみバランスをくずして落馬したため競走中止。
〔制裁〕 ゲンパチミーティア号の騎手吉田隼人は，発馬機内での御法（発馬機の一部をつかみバランスをくずして落馬した）につい

て過怠金30，000円。



20011 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1日 第11競走 ��
��1，200�しらかばステークス

発走15時25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 18，400，000円 7，400，000円 4，600，000円 2，800，000円 1，840，000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
1：07．5
1：05．8

良
良

815� ミニオンペール 牝6鹿 55 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 470－ 81：09．9 74．5�

23 ダークペイジ 牝3黒鹿52 横山 武史 KRジャパン 吉村 圭司 新ひだか タイヘイ牧場 462＋101：10．1	 2．2�
11 ナイントゥファイブ 牝5黒鹿55 吉田 隼人黒川 暁子氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 472＋ 6 〃 ハナ 13．4�
22 シュアーヴアリア 牝4黒鹿55 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B482＋ 21：10．2
 6．4�
610 バトーデュシエル 牝5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＋ 41：10．3	 16．8�
34 フォイアーロート 牡4青鹿57 岩田 康誠吉田 勝己氏 中村 直也 安平 ノーザンファーム 468＋ 2 〃 アタマ 34．8	
47 ユキノファラオ 牡4鹿 57 武 豊井上 基之氏 石毛 善彦 新ひだか フジワラフアーム 494＋14 〃 クビ 13．0

611 マ リ ー ナ 牝4青鹿55 藤岡 佑介三浦 大輔氏 矢作 芳人 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 21：10．4クビ 9．8�
814 ネクストストーリー 牝4芦 55 菱田 裕二�ミルファーム 中川 公成 浦河 ミルファーム 498＋ 81：10．5
 77．5
46 ス ン リ 牝4鹿 55 �島 克駿白 日光氏 清水 久詞 新冠 石郷岡 五月 B472－ 6 〃 アタマ 14．2�
713� ショウナンアリアナ 牝6鹿 55 古川 吉洋国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 438＋ 21：10．6
 91．2�
712 ディモールト 牡5黒鹿57 浜中 俊市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 新ひだか フジワラフアーム B512＋ 81：10．7クビ 50．4�
59 ヤマニンペダラーダ 牡8黒鹿57 柴山 雄一土井 肇氏 中村 直也 新冠 錦岡牧場 468－18 〃 ハナ 177．1�
35 コスモアンジュ 牝5鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 武藤 善則 新冠 安達 洋生 502＋ 4 〃 クビ 5．9�
58 トミケンボハテル 牡8芦 57 秋山 稔樹佐野 信幸氏 蛯名 利弘 日高 藤本ファーム 488－121：11．55 307．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 88，612，900円 複勝： 121，533，300円 枠連： 39，917，700円
馬連： 188，073，400円 馬単： 70，711，700円 ワイド： 154，426，500円
3連複： 334，586，900円 3連単： 371，618，100円 計： 1，369，480，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，450円 複 勝 � 990円 � 140円 � 470円 枠 連（2－8） 3，150円

馬 連 �� 10，470円 馬 単 �� 36，440円

ワ イ ド �� 2，730円 �� 10，580円 �� 950円

3 連 複 ��� 37，690円 3 連 単 ��� 546，490円

票 数

単勝票数 計 886129 的中 � 9511（11番人気）
複勝票数 計1215333 的中 � 23500（11番人気）� 335318（1番人気）� 54238（8番人気）
枠連票数 計 399177 的中 （2－8） 9793（10番人気）
馬連票数 計1880734 的中 �� 13910（32番人気）
馬単票数 計 707117 的中 �� 1455（85番人気）
ワイド票数 計1544265 的中 �� 14424（29番人気）�� 3644（71番人気）�� 43767（10番人気）
3連複票数 計3345869 的中 ��� 6658（104番人気）
3連単票数 計3716181 的中 ��� 493（977番人気）

ハロンタイム 12．2―10．9―11．5―11．8―11．3―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．1―34．6―46．4―57．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．8―3F35．3
3 15（1，6，14）11（3，4，5，12，13）（2，10）7－9－8 4 15（1，6）14（3，4，11）（5，13）（2，12，10）7，9＝8
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6鹿 母 トラックマグナ 母母 マイグローリア 32戦3勝 賞金 74，160，000円
初出走 JRA ［他本会外：2戦0勝］

〔騎手変更〕 ナイントゥファイブ号の騎手松田大作は，病気のため吉田隼人に変更。

20012 7月23日 曇 稍重 （4札幌1） 第1日 第12競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走16時05分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，700，000円 3，100，000円 1，900，000円 1，200，000円 770，000円� コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

78 クレスコジョケツ 牝3鹿 52 �島 克駿堀川 三郎氏 木原 一良 浦河 信岡牧場 474＋121：45．7 2．9�
22 レリジールダモーレ 牝3栗 52

49 ▲横山 琉人 �社台レースホース高橋 義忠 千歳 社台ファーム 448± 01：46．65 3．4�
89 トーホウジュナール 牝4青鹿55 菱田 裕二東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 474－121：47．45 24．3�
66 クオーレドーロ 牝3鹿 52 横山 武史 �社台レースホース上原 博之 千歳 社台ファーム 448＋101：48．04 4．2�
810� ホウオウハイエスト 牝4栗 55 丹内 祐次小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 518± 01：48．32 16．0	
55 フォンメイリー 牝3栗 52 斎藤 新 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 472＋ 41：48．93� 6．7

77 マリノプリエール 牝3鹿 52

49 ▲小林 凌大�クラウン 伊藤 圭三 日高 クラウン日高牧場 456± 01：49．0� 17．0�
33 レ イ モ ミ 牝4青鹿 55

53 △角田 大和 �ニッシンホール
ディングス 武 幸四郎 新ひだか チャンピオンズファーム 426＋101：49．2� 21．4�

44 クリノイヴァンカ 牝6鹿 55 古川 吉洋栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか タイヘイ牧場 464－ 61：49．41� 97．3
11 � サイモンポーリア 牝4鹿 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 日高 ヤナガワ牧場 484± 0 （競走中止） 72．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 52，098，100円 複勝： 54，929，200円 枠連： 14，107，600円
馬連： 78，905，700円 馬単： 36，774，000円 ワイド： 64，298，300円
3連複： 117，765，800円 3連単： 172，250，400円 計： 591，129，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 140円 � 350円 枠 連（2－7） 460円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 950円

ワ イ ド �� 280円 �� 990円 �� 910円

3 連 複 ��� 2，680円 3 連 単 ��� 9，860円

票 数

単勝票数 計 520981 的中 � 142849（1番人気）
複勝票数 計 549292 的中 � 107504（2番人気）� 121382（1番人気）� 28379（7番人気）
枠連票数 計 141076 的中 （2－7） 23702（1番人気）
馬連票数 計 789057 的中 �� 117163（1番人気）
馬単票数 計 367740 的中 �� 28963（1番人気）
ワイド票数 計 642983 的中 �� 67985（1番人気）�� 15350（13番人気）�� 16812（11番人気）
3連複票数 計1177658 的中 ��� 32937（7番人気）
3連単票数 計1722504 的中 ��� 12660（31番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．6―31．2―43．8―56．3―1：08．8―1：21．1―1：33．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．9
1
3
8，9（6，10）（5，7）2，3－4・（8，9）10，6，2（5，7）－3－4

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

勝馬の
紹 介

クレスコジョケツ �
�
父 アメリカンペイトリオット �

�
母父 オレハマッテルゼ デビュー 2021．7．11 小倉6着

2019．3．18生 牝3鹿 母 スラリーアイス 母母 クレスコラブリー 9戦2勝 賞金 17，870，000円
〔競走中止〕 サイモンポーリア号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。



（4札幌1）第1日 7月23日（土曜日） 曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 139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

191，030，000円
2，950，000円
22，190，000円
1，100，000円
22，310，000円
60，496，000円
3，822，500円
1，334，400円

勝馬投票券売得金
487，602，300円
645，191，300円
120，197，800円
690，130，500円
317，510，800円
616，377，600円
1，067，034，900円
1，406，659，500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 5，350，704，700円

総入場人員 7，153名 （有料入場人員 6，897名）
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