
20013 7月24日 曇 良 （4札幌1） 第2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 5，200，000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
1：07．9
1：07．5

良
良

55 イティネラートル 牝2鹿 54 横山 和生 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 404－ 41：10．6 5．2�
67 ニシノピウモッソ 牡2栗 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 西田雄一郎 新冠 中山 高鹿康 452＋ 41：10．91� 5．2�
78 オ ー ス ピ ス 牝2鹿 54 横山 武史大塚 亮一氏 高橋 裕 浦河 小島牧場 418＋ 61：11．0� 2．5�
33 シ ャ コ ン ヌ 牡2鹿 54 丹内 祐次村島 昭男氏 小手川 準 新ひだか 岡田スタツド 428± 0 〃 ハナ 10．5�
66 デイズオブドリーム 牝2青 54

52 △角田 大和諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 400± 01：11．31� 11．3�
11 リ ン デ ザ 牝2栗 54 城戸 義政岩山 博文氏 茶木 太樹 新ひだか 岡田 猛 444－121：11．61� 15．8	
22 ピ ス テ ィ ス 牝2栗 54

51 ▲西塚 洸二
ORTEGA 大江原 哲 新ひだか タツヤファーム 420＋ 2 〃 クビ 136．8�
44 タイセイサーマル 牡2鹿 54

51 ▲横山 琉人田中 成奉氏 牧浦 充徳 浦河 高昭牧場 B420－ 21：11．7クビ 13．0�
810 セクシーコマンドー 牡2鹿 54 古川 吉洋山口 裕介氏 鈴木慎太郎 新冠 ヒカル牧場 450－ 21：11．81� 21．1
811 チャイボーグ 牝2黒鹿 54

51 ▲小林 凌大田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 462－ 81：11．9� 131．7�
79 クリノヒーロー 牡2栗 54 菱田 裕二栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 464＋ 41：12．0� 34．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 32，273，100円 複勝： 47，914，000円 枠連： 6，521，900円
馬連： 46，863，000円 馬単： 22，005，500円 ワイド： 46，613，800円
3連複： 73，580，000円 3連単： 83，640，300円 計： 359，411，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 140円 � 130円 � 110円 枠 連（5－6） 1，050円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，860円

ワ イ ド �� 440円 �� 240円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，070円 3 連 単 ��� 7，670円

票 数

単勝票数 計 322731 的中 � 52385（2番人気）
複勝票数 計 479140 的中 � 79104（3番人気）� 84400（2番人気）� 136154（1番人気）
枠連票数 計 65219 的中 （5－6） 4808（4番人気）
馬連票数 計 468630 的中 �� 23062（6番人気）
馬単票数 計 220055 的中 �� 5763（9番人気）
ワイド票数 計 466138 的中 �� 23941（5番人気）�� 51834（1番人気）�� 46088（2番人気）
3連複票数 計 735800 的中 ��� 51415（1番人気）
3連単票数 計 836403 的中 ��� 7896（15番人気）

ハロンタイム 12．1―10．9―11．6―11．9―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―23．0―34．6―46．5―58．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イティネラートル �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 High Chaparral デビュー 2022．6．11 函館3着

2020．4．1生 牝2鹿 母 ジプシーハイウェイ 母母 Rose Gypsy 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 セクシーコマンドー号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため古川吉洋に変更。

20014 7月24日 曇 良 （4札幌1） 第2日 第2競走 1，700�3歳未勝利
発走10時25分 （ダート・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
1：40．9
1：40．9

重
重

610 マ ナ ウ ス 牝3黒鹿54 横山 武史服部健太郎氏 田中 克典 浦河 谷口牧場 456± 01：47．5 6．3�
813 デ ィ ス コ 牝3鹿 54 武 豊 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 日高 荒井ファーム 472－ 21：48．13� 7．5�
11 セイウンマリンガー 牝3栗 54

53 ☆秋山 稔樹西山 茂行氏 本間 忍 浦河 ガーベラパー
クスタツド 414＋ 41：48．31� 26．4�

46 パ ー チ ル 牝3鹿 54 黛 弘人飯田 正剛氏 岩戸 孝樹 新ひだか 千代田牧場 430－ 4 〃 アタマ 119．7�
34 ルクスディオン 牝3栗 54

51 ▲横山 琉人�ルクス 吉村 圭司 新ひだか 静内山田牧場 438－ 61：48．51� 5．2�

45 ララパラプリュイ 牝3栗 54 藤岡 佑介フジイ興産� 田中 博康 浦河 ヒダカフアーム B454＋ 61：48．6� 35．5	
（法942）

57 シャムトラダイコウ 牝3芦 54
51 ▲小林 凌大西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 470－141：48．8� 33．9


58 プレミアムベリー 牝3鹿 54 水口 優也 �京都ホースレーシング 羽月 友彦 新ひだか 前谷 武志 442± 01：49．22� 4．1�
711 ブレディバンチ 牝3芦 54

51 ▲大久保友雅諸江 幸祐氏 戸田 博文 登別 登別上水牧場 B446± 01：49．41� 12．6�
69 スマイルサキ 牝3栗 54 斎藤 新松野 真一氏 松山 将樹 日高 白瀬 盛雄 424－ 61：49．5� 38．2
22 ジョブックフィオリ 牝3鹿 54 横山 和生�萩本企画 小桧山 悟 新ひだか 池田スタッド 430＋ 41：50．45 26．0�
814 カルヴァドス 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 加藤 和宏 青森 今川 満良 462－ 81：51．03� 60．2�
712 ニシノカケハシ 牝3芦 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 452－ 61：51．1クビ 145．2�
33 ラブミーディザイア 牝3鹿 54 菱田 裕二小林 祥晃氏 和田 勇介 浦河 三嶋牧場 472－ 41：52．48 3．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 33，442，300円 複勝： 50，257，100円 枠連： 9，541，300円
馬連： 51，081，300円 馬単： 22，779，600円 ワイド： 55，930，400円
3連複： 84，170，000円 3連単： 81，928，900円 計： 389，130，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 630円 複 勝 � 260円 � 240円 � 580円 枠 連（6－8） 1，980円

馬 連 �� 2，560円 馬 単 �� 5，510円

ワ イ ド �� 940円 �� 2，220円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 15，490円 3 連 単 ��� 66，140円

票 数

単勝票数 計 334423 的中 � 42212（4番人気）
複勝票数 計 502571 的中 � 52303（5番人気）� 61000（4番人気）� 19469（8番人気）
枠連票数 計 95413 的中 （6－8） 3722（8番人気）
馬連票数 計 510813 的中 �� 15455（10番人気）
馬単票数 計 227796 的中 �� 3098（22番人気）
ワイド票数 計 559304 的中 �� 15917（9番人気）�� 6381（24番人気）�� 5397（31番人気）
3連複票数 計 841700 的中 ��� 4073（53番人気）
3連単票数 計 819289 的中 ��� 898（232番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―12．0―12．5―12．5―12．6―12．7―13．2―13．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．2―42．7―55．2―1：07．8―1：20．5―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

マ ナ ウ ス �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2022．5．28 中京6着

2019．2．15生 牝3黒鹿 母 フミノアマゾン 母母 フミノテネシー 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔騎手変更〕 マナウス号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため横山武史に変更。
※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 ミスピュアハート号

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１回 札幌競馬 第２日



20015 7月24日 曇 良 （4札幌1） 第2日 第3競走 1，000�3歳未勝利
発走10時55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
57．5
56．8

良
重

56 キリシマタウン 牡3栗 56
54 △角田 大和西村新一郎氏 天間 昭一 新ひだか 田原橋本牧場 440－ 4 59．7 2．5�

812 メ ル シ ー 牝3青鹿54 武 豊 �吉澤ホールディングス 今野 貞一 新冠 富本 茂喜 418± 0 59．8� 2．4�
79 ルルネージュ 牝3芦 54 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 武市 康男 浦河 宮内牧場 476－ 21：00．01� 11．4�
811 クリスタルローズ 牝3鹿 54

51 ▲小林 凌大岡田 勇氏 土田 稔 新冠 大狩部牧場 484＋ 4 〃 ハナ 24．3�
11 ギミーアワーズ 牡3栗 56 吉田 隼人吉田 千津氏 加藤士津八 千歳 社台ファーム B456－ 41：00．74 44．2�
55 キ ソ ー 牝3栗 54 岩田 康誠鈴木 康弘氏 小島 茂之 新冠 松浦牧場 422－ 41：00．91 20．9	
22 ナオミニデレデレヤ 牝3栗 54

51 ▲西塚 洸二塩澤 正樹氏 杉山 佳明 新ひだか 乾 皆雄 B442＋ 31：01．11� 15．8

67 ユキゲショウ 牝3芦 54 黛 弘人豊井 義次氏 浅野洋一郎 新ひだか 森 俊雄 462＋ 61：01．2クビ 223．3�
710 ウインオワーズ 牡3鹿 56 丹内 祐次�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム 474＋ 41：01．3� 62．9�
68 タイセイプロシード 牡3黒鹿56 �島 克駿田中 成奉氏 高橋 裕 浦河 ディアレスト

クラブ B480－ 41：01．4� 7．4
33 ライブリインパクト 牡3鹿 56 水口 優也加藤 哲郎氏 石橋 守 新ひだか 岡田牧場 B460－ 61：01．82� 292．5�
44 ジュエルシティー 牝3黒鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 松永 昌博 新ひだか 藤原牧場 440± 01：02．22� 34．7�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，325，800円 複勝： 42，292，800円 枠連： 8，333，600円
馬連： 43，304，800円 馬単： 23，396，400円 ワイド： 39，775，000円
3連複： 61，727，500円 3連単： 79，716，600円 計： 330，872，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 120円 � 180円 枠 連（5－8） 290円

馬 連 �� 290円 馬 単 �� 660円

ワ イ ド �� 160円 �� 270円 �� 350円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 2，600円

票 数

単勝票数 計 323258 的中 � 101525（2番人気）
複勝票数 計 422928 的中 � 143865（1番人気）� 84426（2番人気）� 39360（4番人気）
枠連票数 計 83336 的中 （5－8） 21991（1番人気）
馬連票数 計 433048 的中 �� 113979（1番人気）
馬単票数 計 233964 的中 �� 26521（2番人気）
ワイド票数 計 397750 的中 �� 79320（1番人気）�� 34024（2番人気）�� 24570（4番人気）
3連複票数 計 617275 的中 ��� 63833（1番人気）
3連単票数 計 797166 的中 ��� 22195（3番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．6―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．2―34．8―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

キリシマタウン �
�
父 トゥザワールド �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．9．11 中山13着

2019．4．29生 牡3栗 母 チェリースマイル 母母 スマイルトゥゲザー 12戦1勝 賞金 13，450，000円
〔騎手変更〕 クリスタルローズ号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため小林凌大に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ジュエルシティー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月24日まで平地競走に出走で

きない。

20016 7月24日 曇 良 （4札幌1） 第2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 5，200，000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

610 サルサディーバ 牝3栗 54
53 ☆秋山 稔樹吉田 晴哉氏 森田 直行 安平 追分ファーム 500－ 61：47．7 22．9�

57 アカノストロング 牡3鹿 56
54 △角田 大和�岩切企画 松下 武士 千歳 社台ファーム 502＋ 41：47．8クビ 6．7�

34 カイザーレオン 牡3鹿 56 横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 伊坂 重信 新ひだか 橋本牧場 456± 0 〃 アタマ 4．3�

46 サクラオーラ 牝3鹿 54 武 豊�さくらコマース田中 博康 新ひだか 谷岡牧場 430－ 21：48．33 5．8�
45 バンクロール 牡3鹿 56 横山 武史�畠山牧場 田中 克典 新ひだか 畠山牧場 B464＋141：48．51� 5．4	
58 ロルバーンスカイ 牡3鹿 56 丹内 祐次ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ B444－ 41：48．61� 3．9

33 ヴィオレントアズル 牡3青鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太岡田 牧雄氏 加藤 和宏 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 406－ 41：49．02� 149．8�

69 デュードメール 牝3鹿 54 吉田 隼人 �シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：49．1� 13．8�
712 ダンスデミルリトン 牡3青鹿 56

53 ▲横山 琉人岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 日高 船越牧場 448－ 21：49．2クビ 191．3
711 キタノポーションズ 牝3黒鹿54 古川 吉洋北所 直人氏 石栗 龍彦 新冠 北星村田牧場 410＋ 81：49．94 153．4�
814 アルティマナイト 牡3栗 56 原田 和真�木村牧場 堀内 岳志 日高 木村牧場 B488＋ 61：50．11� 48．7�
22 カホウハネテマテ 牝3芦 54

51 ▲大久保友雅赤松 敬之氏 村山 明 浦河 惣田 英幸 470＋ 61：50．41� 112．9�
813 ノーティアス 牡3鹿 56 �島 克駿吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 498－101：50．61 18．9�
11 アンサングヒーロー 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真 �コスモヴューファーム 水野 貴広 むかわ 上水牧場 482－ 21：51．55 23．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 28，205，000円 複勝： 33，813，900円 枠連： 7，882，900円
馬連： 38，506，300円 馬単： 17，575，600円 ワイド： 38，455，300円
3連複： 62，314，900円 3連単： 67，852，000円 計： 294，605，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，290円 複 勝 � 310円 � 250円 � 160円 枠 連（5－6） 1，210円

馬 連 �� 14，500円 馬 単 �� 41，970円

ワ イ ド �� 3，700円 �� 2，290円 �� 660円

3 連 複 ��� 14，490円 3 連 単 ��� 148，170円

票 数

単勝票数 計 282050 的中 � 9817（8番人気）
複勝票数 計 338139 的中 � 24085（6番人気）� 33060（4番人気）� 66803（2番人気）
枠連票数 計 78829 的中 （5－6） 5018（4番人気）
馬連票数 計 385063 的中 �� 2057（32番人気）
馬単票数 計 175756 的中 �� 314（83番人気）
ワイド票数 計 384553 的中 �� 2578（34番人気）�� 4206（24番人気）�� 15975（7番人気）
3連複票数 計 623149 的中 ��� 3224（46番人気）
3連単票数 計 678520 的中 ��� 332（402番人気）

ハロンタイム 7．0―11．4―12．5―12．8―12．6―12．2―12．8―12．9―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．9―43．7―56．3―1：08．5―1：21．3―1：34．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F39．2
1
3
・（6，10）（4，7，14）11（2，8）（1，5，9）13－12－3・（6，10）（4，14，9）（7，11）13（2，8）5－（1，12）－3

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

勝馬の
紹 介

サルサディーバ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2022．6．5 中京7着

2019．3．6生 牝3栗 母 サルサドゥーラ 母母 タイムトゥダンス 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔騎手変更〕 バンクロール号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため横山武史に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ダンスデミルリトン号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年9月24日まで平地競走に出走で

きない。



20017 7月24日 曇 良 （4札幌1） 第2日 第5競走 ��1，800�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
1：48．2
1：44．5

良
良

33 ド ゥ ア イ ズ 牝2鹿 54 吉田 隼人�G1レーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム 448 ―1：52．3 28．4�
89 ウヴァロヴァイト 牝2鹿 54 横山 武史池谷 誠一氏 萩原 清 安平 ノーザンファーム 434 ― 〃 アタマ 2．3�
11 ジェモロジー 牝2鹿 54 �島 克駿 �サンデーレーシング 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 486 ―1：52．4クビ 8．8�
55 ド ゥ ー ラ 牝2黒鹿54 斎藤 新サイプレスホール

ディングス合同会社 高橋 康之 浦河 グランデファーム 476 ― 〃 クビ 50．3�
77 キスオンザビーチ 牝2黒鹿54 岩田 康誠吉田 千津氏 中村 直也 新ひだか 前田ファーム 478 ―1：52．93 31．8	
66 トップナイフ 牡2青鹿54 横山 和生安原 浩司氏 昆 貢 浦河 杵臼牧場 500 ― 〃 アタマ 6．8

22 シュバルツガイスト 牡2黒鹿54 武 豊 �インゼルレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 486 ―1：53．64 2．4�
44 アクションプラン 牡2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹関田 光男氏 池上 昌和 新ひだか 木下牧場 486 ―1：55．310 159．8�
88 ヤマノコトブキ 牡2黒鹿54 菱田 裕二澤村 敏雄氏 松山 将樹 浦河 林 孝輝 460 ―1：57．1大差 142．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 69，386，500円 複勝： 60，574，800円 枠連： 5，331，900円
馬連： 47，660，100円 馬単： 36，161，000円 ワイド： 37，076，700円
3連複： 70，140，300円 3連単： 154，048，200円 計： 480，379，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，840円 複 勝 � 490円 � 140円 � 270円 枠 連（3－8） 4，830円

馬 連 �� 4，170円 馬 単 �� 14，010円

ワ イ ド �� 870円 �� 1，240円 �� 330円

3 連 複 ��� 6，100円 3 連 単 ��� 83，470円

票 数

単勝票数 計 693865 的中 � 20710（5番人気）
複勝票数 計 605748 的中 � 23922（5番人気）� 156363（2番人気）� 51368（4番人気）
枠連票数 計 53319 的中 （3－8） 855（12番人気）
馬連票数 計 476601 的中 �� 8851（11番人気）
馬単票数 計 361610 的中 �� 1935（28番人気）
ワイド票数 計 370767 的中 �� 10360（10番人気）�� 7124（15番人気）�� 32218（5番人気）
3連複票数 計 701403 的中 ��� 8610（18番人気）
3連単票数 計1540482 的中 ��� 1338（142番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．1―25．9―38．8―51．3―1：03．9―1：16．3―1：28．4―1：40．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．4―3F36．0
1
3
7，1，2（3，9）－（4，6）5＝8
7（1，2）（3，9）－（5，4，6）－8

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

勝馬の
紹 介

ド ゥ ア イ ズ �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．3．29生 牝2鹿 母 ローズマンブリッジ 母母 サミットヴィル 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ヤマノコトブキ号は，発進不良〔出遅れ〕。

20018 7月24日 曇 良 （4札幌1） 第2日 第6競走 2，000�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
1：58．6
1：56．1

良
良

23 タフトテソーロ 牡3鹿 56 �島 克駿了德寺健二ホール
ディングス� 高木 登 浦河 酒井牧場 468± 02：04．8 4．8�

11 マイネルユヌスール 牡3青鹿 56
53 ▲横山 琉人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 470－ 82：05．22� 15．4�

610 マイネルイージス 牡3芦 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 清水 英克 新冠 ビッグレッドファーム 482＋ 6 〃 ハナ 2．1�

47 ブレッシングクライ 牡3栗 56 浜中 俊 �社台レースホース奥村 豊 千歳 社台ファーム 480＋ 2 〃 ハナ 12．9�
58 サトノゼノビア 牝3鹿 54 横山 和生 �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 追分ファーム B476－ 22：05．3� 15．3	
59 ヴ ァ リ ッ ド 牝3黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二金山 政信氏 渡辺 薫彦 新ひだか 木田牧場 426－ 3 〃 クビ 35．7

611 ゲンパチソル 牝3鹿 54 吉田 隼人平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 452＋ 22：05．4クビ 49．6�
34 ルクスレジーナ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂杉山 忠国氏 須貝 尚介 新ひだか 明治牧場 456－ 8 〃 クビ 6．6�
712 ジュンバレット 牡3黒鹿56 勝浦 正樹河合 純二氏 伊坂 重信 新冠 川上牧場 460＋ 42：05．5クビ 64．3
814 ストロングフォース 牡3黒鹿 56

53 ▲小林 凌大犬塚悠治郎氏 根本 康広 新冠 竹中牧場 476－ 42：05．71� 149．1�
35 ミスピュアハート 牝3栗 54 荻野 琢真大塚 亮一氏 大久保龍志 浦河 ディアレスト

クラブ 430± 0 〃 アタマ 21．4�
22 フレイムリリー 牝3黒鹿54 菱田 裕二岡田 牧雄氏 深山 雅史 新ひだか 岡田スタツド 422－ 8 〃 クビ 32．3�
46 ワンダーシャイン 牡3栗 56

55 ☆秋山 稔樹山本 能成氏 森田 直行 新ひだか 米田牧場 524＋ 42：06．23 170．5�
815 ヒルノソレント 牡3栗 56 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 新ひだか 下屋敷牧場 528＋10 〃 ハナ 49．0�
713 ルーラータイム 牝3鹿 54 岩田 康誠ディアレストクラブ� 高橋 文雅 浦河 三好牧場 464＋102：07．26 24．8�

（15頭）

売 得 金
単勝： 28，765，400円 複勝： 63，522，700円 枠連： 9，534，400円
馬連： 39，351，700円 馬単： 21，455，700円 ワイド： 40，681，500円
3連複： 63，603，500円 3連単： 87，582，600円 計： 354，497，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 310円 � 110円 枠 連（1－2） 2，980円

馬 連 �� 3，550円 馬 単 �� 5，650円

ワ イ ド �� 840円 �� 210円 �� 530円

3 連 複 ��� 1，560円 3 連 単 ��� 14，730円

票 数

単勝票数 計 287654 的中 � 47145（2番人気）
複勝票数 計 635227 的中 � 64377（2番人気）� 22287（5番人気）� 354372（1番人気）
枠連票数 計 95344 的中 （1－2） 2479（10番人気）
馬連票数 計 393517 的中 �� 8572（10番人気）
馬単票数 計 214557 的中 �� 2847（16番人気）
ワイド票数 計 406815 的中 �� 10791（9番人気）�� 58806（1番人気）�� 17851（5番人気）
3連複票数 計 636035 的中 ��� 30530（2番人気）
3連単票数 計 875826 的中 ��� 4309（30番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．8―24．6―37．5―50．5―1：03．3―1：15．8―1：27．8―1：40．1―1：52．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

タフトテソーロ �
�
父 マツリダゴッホ �

�
母父 Galileo デビュー 2021．10．3 中山9着

2019．2．24生 牡3鹿 母 ブラジリアンビューティ 母母 Braziliz 11戦1勝 賞金 7，020，000円
〔騎手変更〕 ストロングフォース号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため小林凌大に変更。
※ミスピュアハート号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



20019 7月24日 曇 良 （4札幌1） 第2日 第7競走 1，700�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
1：40．9
1：40．9

重
重

67 アシタガアルサ 牡4栗 57 吉田 隼人千葉 正人氏 小笠 倫弘 新ひだか 飛野牧場 B466＋ 61：46．8 19．6�
811 ジ ル バ ー ン 牡3鹿 54 武 豊 �社台レースホース武 英智 千歳 社台ファーム 428＋ 81：46．9クビ 13．7�
44 パーティーベル 牡3鹿 54 横山 和生原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456＋ 4 〃 ハナ 7．7�
11 パワーブローキング 牡3鹿 54 丹内 祐次ゴドルフィン 栗田 徹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 520＋ 21：47．85 3．7�
710 フェズカズマ 牡3栗 54 岩田 康誠合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482＋ 4 〃 クビ 7．5�
79 アスクビックスター 牡3鹿 54

50 ★古川 奈穂廣崎利洋HD	 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 480＋121：48．0� 3．2

22 ウインバリオス 牡3鹿 54 �島 克駿	ウイン 加用 正 新冠 コスモヴューファーム 452－ 21：48．21 21．0�
55 � ポ ン フ ー 牡4黒鹿57 黛 弘人杉浦 和也氏 浅野洋一郎 浦河 ディアレスト

クラブ 496－ 41：49．26 351．5�
56 サンレブンワース 牡3鹿 54 浜中 俊 	加藤ステーブル 長谷川浩大 日高 株式会社

ケイズ 494－ 41：49．3クビ 149．9
812 シャインフォール 牡3鹿 54

52 △角田 大和皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 474± 01：49．83 6．2�
68 ヴィクトリオン �4鹿 57 原田 和真菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 506＋101：50．33 35．4�
33 エヴィダンシア 牡3鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B484－ 81：50．83 20．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，703，500円 複勝： 50，552，400円 枠連： 11，293，500円
馬連： 57，445，400円 馬単： 22，718，100円 ワイド： 55，209，700円
3連複： 75，481，700円 3連単： 91，046，100円 計： 405，450，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，960円 複 勝 � 410円 � 400円 � 290円 枠 連（6－8） 2，490円

馬 連 �� 11，480円 馬 単 �� 26，330円

ワ イ ド �� 2，550円 �� 1，610円 �� 1，460円

3 連 複 ��� 18，740円 3 連 単 ��� 152，090円

票 数

単勝票数 計 417035 的中 � 16960（7番人気）
複勝票数 計 505524 的中 � 31280（7番人気）� 32569（6番人気）� 47784（5番人気）
枠連票数 計 112935 的中 （6－8） 3506（12番人気）
馬連票数 計 574454 的中 �� 3875（35番人気）
馬単票数 計 227181 的中 �� 647（75番人気）
ワイド票数 計 552097 的中 �� 5505（32番人気）�� 8856（23番人気）�� 9853（20番人気）
3連複票数 計 754817 的中 ��� 3020（71番人気）
3連単票数 計 910461 的中 ��� 434（496番人気）

ハロンタイム 6．8―11．3―12．0―12．2―12．2―12．4―12．7―13．1―14．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．1―42．3―54．5―1：06．9―1：19．6―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アシタガアルサ �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2020．12．20 中山6着

2018．5．6生 牡4栗 母 スウィフトレディー 母母 エマーズロッカ 13戦2勝 賞金 18，300，000円
〔騎手変更〕 ヴィクトリオン号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため原田和真に変更。

20020 7月24日 曇 良 （4札幌1） 第2日 第8競走 ��1，800�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
1：45．7
1：43．8

良
良

33 ヤマニンゼスト 牡3鹿 54
51 ▲鷲頭 虎太土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 504＋141：50．3 3．8�

66 プリペアード 牝4鹿 55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 418－101：50．72� 13．1�

22 エクラノーブル 牝3青 52 �島 克駿 �社台レースホース中村 直也 千歳 社台ファーム 424－ 61：50．91� 5．1�
55 ミ ン ト 牝3栗 52 荻野 琢真石川 達絵氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 484－141：51．0	 5．7�
11 ユキノプリンセス 牝3青鹿 52

50 △角田 大和井上 基之氏 南井 克巳 新ひだか 服部 牧場 470＋ 21：51．1クビ 6．1	
89 スパークオブライフ 牝6黒鹿 55

52 ▲小林 凌大西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 428＋ 41：51．2� 45．1

78 
 ゾ ロ 牡6栗 57

55 △山田 敬士北山 敏�氏 小手川 準 浦河 ヒダカフアーム 476－ 61：51．41� 95．7�
44 グランスラムアスク 牝3鹿 52

49 ★古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 454＋ 6 〃 ハナ 3．2
77 � ショベルヘッド �4鹿 57 藤岡 佑介長谷川祐司氏 古賀 慎明 米 Siena

Farms LLC 466－ 61：51．5� 25．6�
810 セプテンベル 牝3鹿 52

49 ▲大久保友雅大冨 智弘氏 武井 亮 新ひだか 上村 清志 426＋ 21：51．6	 138．7�
（10頭）

売 得 金
単勝： 34，335，100円 複勝： 39，641，700円 枠連： 7，250，100円
馬連： 40，740，600円 馬単： 20，504，400円 ワイド： 37，175，200円
3連複： 56，275，300円 3連単： 86，239，600円 計： 322，162，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 380円 複 勝 � 180円 � 280円 � 210円 枠 連（3－6） 2，170円

馬 連 �� 2，190円 馬 単 �� 3，540円

ワ イ ド �� 720円 �� 650円 �� 980円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 26，410円

票 数

単勝票数 計 343351 的中 � 70533（2番人気）
複勝票数 計 396417 的中 � 65584（2番人気）� 32918（6番人気）� 47817（5番人気）
枠連票数 計 72501 的中 （3－6） 2582（11番人気）
馬連票数 計 407406 的中 �� 14377（12番人気）
馬単票数 計 205044 的中 �� 4336（20番人気）
ワイド票数 計 371752 的中 �� 13255（12番人気）�� 14992（11番人気）�� 9471（14番人気）
3連複票数 計 562753 的中 ��� 10066（17番人気）
3連単票数 計 862396 的中 ��� 2367（107番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．4―37．1―49．7―1：02．2―1：14．1―1：26．3―1：38．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヤマニンゼスト �
�
父 シンボリクリスエス �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．16 阪神9着

2019．4．16生 牡3鹿 母 ヤマニンバステト 母母 マ ダ ニ ナ 6戦2勝 賞金 14，200，000円



20021 7月24日 曇 良 （4札幌1） 第2日 第9競走 ��
��2，000�H T B 賞

発走14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

北海道テレビ放送賞（1着）
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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

11 マジカルステージ 牝4鹿 55 吉田 隼人大和屋 暁氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：02．4 7．0�
713 マイネルエニグマ 牡4栗 57 泉谷 楓真 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 82：02．5� 17．3�
22 スズカノロッソ 	7鹿 57 丹内 祐次永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 480－ 42：02．6クビ 9．0�
610 ジャスティンスカイ 牡3鹿 54 横山 武史三木 正浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 520－ 82：02．81
 3．6�
34 メイショウラナキラ 牡3鹿 54 池添 謙一松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 村下 明博 458＋20 〃 アタマ 4．3�
712 スワヤンブナート 	3青鹿54 武 豊吉田 勝己氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 518＋182：02．9� 6．5	
59 ローゼライト 牝4鹿 55 斎藤 新中村 忠彦氏 清水 久詞 新ひだか 土居牧場 B430－ 6 〃 ハナ 49．8

23 グレースオブナイル 牝5鹿 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 446－ 2 〃 ハナ 153．7�
611 エルディアブロ 牡4黒鹿57 �島 克駿 �社台レースホース佐々木晶三 千歳 社台ファーム B448＋ 4 〃 クビ 7．8
815 フラワリングナイト 牝5青鹿55 菱田 裕二�レッドマジック金成 貴史 安平 ノーザンファーム 438＋ 22：03．1� 54．3�
58 ヒューマンコメディ 牝5黒鹿55 横山 和生野村 茂雄氏 水野 貴広 むかわ 上水牧場 492± 02：03．2� 19．9�
35 メタルスパーク 	5芦 57 柴山 雄一ディアレストクラブ� 菊川 正達 新ひだか 岡田スタツド B496＋ 6 〃 クビ 85．6�
47 ジャミールフエルテ 	6鹿 57 古川 吉洋吉田 勝己氏 大久保龍志 安平 ノーザンファーム 454± 02：03．3� 64．5�
46 トーセンヴァンノ 牡3黒鹿54 原田 和真島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 474－ 42：03．51
 107．4�
814 ポールトゥウィン 牡5鹿 57 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 田中 克典 浦河 三嶋牧場 520± 02：04．77 49．0�
（15頭）

売 得 金
単勝： 53，135，000円 複勝： 75，140，800円 枠連： 13，767，300円
馬連： 93，013，000円 馬単： 31，719，900円 ワイド： 74，651，800円
3連複： 140，142，000円 3連単： 149，209，400円 計： 630，779，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 250円 � 480円 � 230円 枠 連（1－7） 1，890円

馬 連 �� 5，560円 馬 単 �� 7，830円

ワ イ ド �� 1，580円 �� 780円 �� 2，070円

3 連 複 ��� 11，370円 3 連 単 ��� 60，400円

票 数

単勝票数 計 531350 的中 � 60295（4番人気）
複勝票数 計 751408 的中 � 81970（5番人気）� 35663（8番人気）� 93524（4番人気）
枠連票数 計 137673 的中 （1－7） 5631（10番人気）
馬連票数 計 930130 的中 �� 12960（22番人気）
馬単票数 計 317199 的中 �� 3035（34番人気）
ワイド票数 計 746518 的中 �� 12004（21番人気）�� 25696（8番人気）�� 9070（25番人気）
3連複票数 計1401420 的中 ��� 9242（38番人気）
3連単票数 計1492094 的中 ��� 1791（200番人気）

ハロンタイム 13．0―11．4―12．2―12．7―12．5―12．2―11．8―11．7―12．0―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．0―24．4―36．6―49．3―1：01．8―1：14．0―1：25．8―1：37．5―1：49．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マジカルステージ �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2020．6．14 阪神3着

2018．2．4生 牝4鹿 母 オ ツ ウ 母母 デライトポイント 10戦3勝 賞金 41，380，000円
〔騎手変更〕 ジャミールフエルテ号の騎手松田大作は，病気のため古川吉洋に変更。

マイネルエニグマ号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため泉谷楓真に変更。

20022 7月24日 曇 良 （4札幌1） 第2日 第10競走 1，200�
し れ と こ

知 床 特 別
発走14時50分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

55 カルネアサーダ 牝3芦 52 �島 克駿吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 456－ 41：09．2 5．6�
33 ラ キ エ ー タ 牝3鹿 52 武 豊 �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 412± 01：09．41� 3．7�
77 セリノーフォス 牝3鹿 52 吉田 隼人 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 456－ 41：09．5� 5．6�
44 ミモザイエロー 牝6栗 55 大久保友雅青芝商事� 戸田 博文 新ひだか 前谷 武志 466－ 61：09．71� 64．3�
22 ヤマニンプティパ 牝5鹿 55 柴山 雄一土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 448＋121：09．9� 21．2	
88 ステラダイヤ 牝4鹿 55 横山 武史 Viridian Keiba Club 高柳 瑞樹 日高 田端牧場 B498＋ 81：10．11� 6．2

89 ロフティーピーク 牝5鹿 55 浜中 俊 �サンデーレーシング 武 幸四郎 安平 追分ファーム 482± 0 〃 ハナ 41．4�
11 � モ テ モ テ 牝6鹿 55 角田 大和�イクタ 南井 克巳 新冠 村本牧場 472＋ 4 〃 アタマ 86．5�
66 メイショウエニシア 牝4青鹿55 藤岡 佑介松本 好氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 452＋ 21：10．73� 2．6�

（9頭）

売 得 金
単勝： 48，165，600円 複勝： 49，974，300円 枠連： 8，937，000円
馬連： 62，612，000円 馬単： 31，145，000円 ワイド： 49，220，900円
3連複： 87，409，800円 3連単： 148，324，900円 計： 485，789，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 170円 � 150円 � 160円 枠 連（3－5） 880円

馬 連 �� 960円 馬 単 �� 2，030円

ワ イ ド �� 360円 �� 420円 �� 390円

3 連 複 ��� 1，360円 3 連 単 ��� 8，050円

票 数

単勝票数 計 481656 的中 � 68800（3番人気）
複勝票数 計 499743 的中 � 73386（4番人気）� 90144（2番人気）� 78859（3番人気）
枠連票数 計 89370 的中 （3－5） 7854（6番人気）
馬連票数 計 626120 的中 �� 50445（5番人気）
馬単票数 計 311450 的中 �� 11457（13番人気）
ワイド票数 計 492209 的中 �� 35005（5番人気）�� 29557（8番人気）�� 32189（6番人気）
3連複票数 計 874098 的中 ��� 48060（6番人気）
3連単票数 計1483249 的中 ��� 13343（35番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―10．7―11．6―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．3―44．9―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

カルネアサーダ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2021．6．26 札幌2着

2019．2．27生 牝3芦 母 ハラペーニョペパー 母母 レッドチリペッパー 10戦3勝 賞金 39，684，000円



20023 7月24日 曇 良 （4札幌1） 第2日 第11競走 ��1，700�
だいせつ

報知杯大雪ハンデキャップ
発走15時25分 （ダート・右）
3歳以上，3勝クラス，R3．7．24以降R4．7．17まで1回以上出走馬，除未出走馬および未
勝利馬；負担重量は，ハンデキャップ

報知新聞社賞（1着）
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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

77 � ブラッティーキッド 牡4栗 55 水口 優也山上 和良氏 中尾 秀正 新ひだか 高橋フアーム B500± 01：45．3 3．0�
78 オレンジペコ 牝5栗 51 古川 吉洋今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 B482＋ 21：45．72� 19．8�
810 リキサントライ 牡4栗 55 池添 謙一 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 488－121：45．8クビ 10．3�
22 ス ペ ロ デ ア 牝5栗 52 黛 弘人 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 伊藤 圭三 新冠 長浜 秀昭 476＋101：45．9� 18．7�
55 サトノロイヤル 牡4鹿 56 浜中 俊 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 浦河 高昭牧場 B508＋ 6 〃 クビ 4．3	
33 ステイブルアスク 牝4栗 53 古川 奈穂廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 藤原牧場 440＋101：46．01 3．5

66 タイセイシェダル 牡4栗 55 吉田 隼人田中 成奉氏 高橋 義忠 浦河 大島牧場 452－ 21：46．1クビ 7．4�
89 ペイシャクェーサー 牝4鹿 52 角田 大和北所 直人氏 蛯名 利弘 平取 赤石牧場 486＋161：46．73� 46．7�
11 ショウリノカンパイ 牝4鹿 52 �島 克駿平井 裕氏 村田 一誠 日高 川端 正博 472－ 8 〃 クビ 20．0
44 ノクターンノーツ 牝5鹿 51 荻野 琢真飯田 正剛氏 田中 克典 新ひだか 千代田牧場 516－ 41：49．4大差 154．5�

（10頭）

売 得 金
単勝： 89，553，100円 複勝： 84，964，200円 枠連： 27，557，700円
馬連： 177，566，000円 馬単： 75，912，200円 ワイド： 119，510，100円
3連複： 274，221，900円 3連単： 409，835，500円 計： 1，259，120，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 160円 � 430円 � 280円 枠 連（7－7） 4，000円

馬 連 �� 3，750円 馬 単 �� 6，370円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 740円 �� 1，820円

3 連 複 ��� 9，290円 3 連 単 ��� 51，160円

票 数

単勝票数 計 895531 的中 � 234191（1番人気）
複勝票数 計 849642 的中 � 176848（1番人気）� 41908（7番人気）� 73085（5番人気）
枠連票数 計 275577 的中 （7－7） 5328（17番人気）
馬連票数 計1775660 的中 �� 36622（16番人気）
馬単票数 計 759122 的中 �� 8936（25番人気）
ワイド票数 計1195101 的中 �� 26610（13番人気）�� 43032（8番人気）�� 16350（22番人気）
3連複票数 計2742219 的中 ��� 22126（38番人気）
3連単票数 計4098355 的中 ��� 5807（171番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．2―42．8―55．3―1：07．2―1：19．3―1：31．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F38．1
1
3
・（2，8）9，5，4（6，7）10－1－3・（2，8）（9，5）（6，7）（4，10）1－3

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

勝馬の
紹 介

�ブラッティーキッド �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 タヤスツヨシ

2018．5．3生 牡4栗 母 デザートレジーナ 母母 レジュイール 14戦3勝 賞金 51，795，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 ショウリノカンパイ号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため�島克駿に変更。

20024 7月24日 晴 良 （4札幌1） 第2日 第12競走 ��
��1，500�3歳以上1勝クラス

発走16時05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
1：27．3
1：27．3

良
良

811 セッタレダスト 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 浦河 北光牧場 492＋ 41：29．2 6．6�
67 モチベーション 牝3鹿 52

49 ▲横山 琉人石川 秀守氏 清水 英克 新ひだか 水丸牧場 434± 01：29．83� 3．2�
810 ヒルノショパン 牡3栗 54 古川 吉洋�ヒルノ 昆 貢 浦河 辻 牧場 B446－101：29．9� 5．7�
44 	 レッドルピナス 牝5鹿 55 吉田 隼人 �東京ホースレーシング 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 436＋101：30．0クビ 7．3�
55 ユヌエトワール 牝5黒鹿 55

53 △角田 大和 �社台レースホース小手川 準 千歳 社台ファーム 416－14 〃 � 21．2	
66 フ ラ リ オ ナ 牝4青鹿55 菱田 裕二大冨 智弘氏 平田 修 千歳 社台ファーム 418－ 41：30．1クビ 17．1

33 コアレスロング 牝4黒鹿55 原田 和真小林 昌志氏 小野 次郎 平取 雅 牧場 466－ 6 〃 クビ 130．9�
11 レシャバール 牡4鹿 57

56 ☆泉谷 楓真�G1レーシング 池江 泰寿 安平 追分ファーム B494＋ 6 〃 アタマ 24．8�
78 
 レイヴンズコー 牡3黒鹿54 横山 和生ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Godolphin 494－ 61：30．52� 3．7
79 キトゥンズマーチ 牝4鹿 55 �島 克駿 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 日高 いとう牧場 468－ 61：30．6� 20．6�
22 ジャンドゥーヤ 牝4青 55 荻野 琢真 �グリーンファーム小林 真也 栃木 恵比寿興業株式

会社那須野牧場 458＋201：30．7� 80．7�
（11頭）

売 得 金
単勝： 70，615，900円 複勝： 78，437，700円 枠連： 20，666，000円
馬連： 111，313，600円 馬単： 50，454，600円 ワイド： 92，153，900円
3連複： 169，979，800円 3連単： 236，539，300円 計： 830，160，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 190円 � 150円 � 180円 枠 連（6－8） 440円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 2，260円

ワ イ ド �� 380円 �� 680円 �� 410円

3 連 複 ��� 1，910円 3 連 単 ��� 12，120円

票 数

単勝票数 計 706159 的中 � 85069（4番人気）
複勝票数 計 784377 的中 � 97895（4番人気）� 157326（1番人気）� 110244（3番人気）
枠連票数 計 206660 的中 （6－8） 36271（2番人気）
馬連票数 計1113136 的中 �� 88571（2番人気）
馬単票数 計 504546 的中 �� 16684（7番人気）
ワイド票数 計 921539 的中 �� 64500（2番人気）�� 32800（9番人気）�� 57959（4番人気）
3連複票数 計1699798 的中 ��� 66678（3番人気）
3連単票数 計2365393 的中 ��� 14143（30番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―18．1―29．4―41．9―53．9―1：05．8―1：17．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．3―3F35．3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

セッタレダスト �
�
父 トゥザグローリー �

�
母父 ラストタイクーン デビュー 2021．9．5 新潟6着

2019．5．10生 牡3黒鹿 母 ラストアウィン 母母 シャルムマイヤー 10戦2勝 賞金 14，800，000円
〔騎手変更〕 フラリオナ号の騎手松田大作は，病気のため菱田裕二に変更。

３レース目



（4札幌1）第2日 7月24日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 142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

199，370，000円
5，620，000円
27，990，000円
1，090，000円
24，940，000円
63，579，000円
3，905，000円
1，363，200円

勝馬投票券売得金
561，906，300円
677，086，400円
136，617，600円
809，457，800円
375，828，000円
686，454，300円
1，219，046，700円
1，675，963，400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 6，142，360，500円

総入場人員 10，840名 （有料入場人員 10，594名）
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