
20049 8月6日 曇 良 （4札幌1） 第5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

77 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 464－121：49．1 14．6�

11 ドゥラエレーデ 牡2黒鹿54 横山 和生 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 506－ 41：49．41� 2．5�
44 イッツオンリーユー 牝2鹿 54 武 豊�G1レーシング 手塚 貴久 安平 追分ファーム 440± 01：50．25 1．8�
66 トーセントラム 牡2鹿 54 丹内 祐次島川 �哉氏 小桧山 悟 日高 有限会社 エ

スティファーム 414＋ 21：50．3� 19．9�
55 ニシノシャイニング 牡2鹿 54 勝浦 正樹西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 村上 欽哉 436－ 81：50．51� 24．2	
22 ダイヤノジャック 牝2栗 54 �島 克駿�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 458＋ 41：50．61� 96．6

89 シルトホルン 牡2黒鹿54 浜中 俊ディアレストクラブ� 新開 幸一 新冠 飛渡牧場 448＋ 21：50．7� 22．9�
33 マルモルミエール 牡2芦 54 古川 吉洋まるも組合 木原 一良 浦河 オカモトファーム 480＋ 81：51．44 202．1�
78 メモリーズオブユー 牡2青鹿54 吉田 隼人三田 昌宏氏 高橋 義忠 安平 ノーザンファーム 496－141：51．93 41．7
810 サノノビスケッツ 牡2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹佐野 信幸氏 蛯名 利弘 浦河 �川フアーム 444± 01：55．4大差 194．0�
（10頭）

売 得 金
単勝： 55，396，700円 複勝： 106，309，000円 枠連： 6，601，000円
馬連： 46，703，300円 馬単： 31，715，100円 ワイド： 47，955，800円
3連複： 79，249，400円 3連単： 143，020，000円 計： 516，950，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，460円 複 勝 � 140円 � 110円 � 110円 枠 連（1－7） 850円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 4，010円

ワ イ ド �� 340円 �� 240円 �� 130円

3 連 複 ��� 510円 3 連 単 ��� 8，260円

票 数

単勝票数 計 553967 的中 � 31887（3番人気）
複勝票数 計1063090 的中 � 55352（3番人気）� 123156（2番人気）� 745331（1番人気）
枠連票数 計 66010 的中 （1－7） 5963（3番人気）
馬連票数 計 467033 的中 �� 27322（4番人気）
馬単票数 計 317151 的中 �� 5920（12番人気）
ワイド票数 計 479558 的中 �� 27181（4番人気）�� 42882（2番人気）�� 129044（1番人気）
3連複票数 計 792494 的中 ��� 115394（1番人気）
3連単票数 計1430200 的中 ��� 12553（28番人気）

ハロンタイム 12．5―11．8―12．3―12．9―12．7―12．2―11．7―11．3―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．3―36．6―49．5―1：02．2―1：14．4―1：26．1―1：37．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．9―3F34．7
1
3
1，3，7，4，10，5，6，2，8－9
1，3（4，7）6，10（2，5）8，9

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

勝馬の
紹 介

ド ゥ ー ラ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2022．7．24 札幌4着

2020．2．8生 牝2黒鹿 母 イ シ ス 母母 アラマサスナイパー 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔発走状況〕 ドゥラエレーデ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 サノノビスケッツ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月6日まで平地競

走に出走できない。

20050 8月6日 曇 良 （4札幌1） 第5日 第2競走 ��1，700�3歳未勝利
発走10時20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

712 グローバルブラッド 牡3青鹿 56
54 △横山 琉人中村 祐子氏 藤岡 健一 新ひだか ケイアイファーム 486－101：47．3 5．2�

45 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 454－ 21：47．62 2．7�

813 エピファニアペスカ 牝3鹿 54
51 ▲鷲頭 虎太山田信太郎氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 462－ 41：48．13 5．5�

610 ア イ レ 牝3鹿 54 丸山 元気 �シルクレーシング 青木 孝文 安平 ノーザンファーム 476＋ 41：48．41� 10．5�
34 フェデフルール 牝3鹿 54 荻野 琢真 �コスモヴューファーム 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 440－ 81：48．5� 176．0	
11 モロキニムーン 牡3芦 56 吉田 隼人金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B508＋ 41：48．92� 9．8

57 クリノソプラノ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大栗本 博晴氏 伊藤 伸一 日高 木村牧場 468－ 21：49．0� 158．7�
33 レオプレシード 牡3鹿 56 丹内 祐次�レオ 小手川 準 平取 オークツリー

ファーム B512－ 21：49．1クビ 7．5�
46 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 416＋ 21：49．21 10．0

22 エティエンヌ �3芦 56
53 ▲西塚 洸二岡田 牧雄氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド 514± 01：49．3クビ 47．1�

711 メイショウヒシャ 牡3鹿 56
53 ▲大久保友雅松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 524＋ 2 〃 ハナ 226．2�

814 ブラックオパール 牝3黒鹿 54
53 ☆泉谷 楓真 �ロードホースクラブ 松下 武士 新ひだか ケイアイファーム 484－ 61：49．61� 127．3�

69 モ ー ゲ ン 牡3栗 56 古川 吉洋宮田美恵子氏 浜田多実雄 日高 タバタファーム 442＋ 41：51．210 230．6�
58 レアルタッド 牡3鹿 56 斎藤 新吉田 晴哉氏 高橋 康之 安平 追分ファーム 496± 01：51．3� 28．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 36，940，400円 複勝： 48，729，200円 枠連： 8，686，500円
馬連： 50，439，100円 馬単： 24，060，100円 ワイド： 49，921，100円
3連複： 80，692，100円 3連単： 87，969，900円 計： 387，438，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 110円 � 140円 枠 連（4－7） 790円

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 1，950円

ワ イ ド �� 390円 �� 590円 �� 260円

3 連 複 ��� 1，410円 3 連 単 ��� 7，570円

票 数

単勝票数 計 369404 的中 � 56260（2番人気）
複勝票数 計 487292 的中 � 58119（3番人気）� 153610（1番人気）� 79413（2番人気）
枠連票数 計 86865 的中 （4－7） 8453（3番人気）
馬連票数 計 504391 的中 �� 38643（4番人気）
馬単票数 計 240601 的中 �� 9217（5番人気）
ワイド票数 計 499211 的中 �� 32438（4番人気）�� 19634（6番人気）�� 53193（1番人気）
3連複票数 計 806921 的中 ��� 42859（2番人気）
3連単票数 計 879699 的中 ��� 8421（9番人気）

ハロンタイム 6．7―11．4―12．9―13．1―13．3―12．6―12．7―12．2―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．7―18．1―31．0―44．1―57．4―1：10．0―1：22．7―1：34．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

グローバルブラッド �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 Charnwood Forest デビュー 2022．4．10 阪神6着

2019．3．6生 牡3青鹿 母 ウッドランドドリーム 母母 Fantasy Girl 3戦1勝 賞金 5，200，000円
〔3走成績による出走制限〕 ブラックオパール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月6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。
（非抽選馬） 3頭 キューランブラー号・ヒーローオブチグサ号・ミラモンテ号

第１回 札幌競馬 第５日
枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気



20051 8月6日 曇 良 （4札幌1） 第5日 第3競走 ��1，200�3歳未勝利
発走10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
1：07．5
1：05．8

良
良

59 イ ラ ー レ 牝3栗 54 武 豊�ノースヒルズ 北出 成人 新冠 株式会社
ノースヒルズ 432＋ 61：09．7 3．6�

612 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 B438＋ 61：09．8クビ 7．5�
510 ミッキーチャレンジ 牡3鹿 56 藤岡 佑介野田みづき氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 498＋14 〃 クビ 4．6�
47 ウェルメイド 牝3鹿 54

52 △小林 凌大 �ロードホースクラブ 庄野 靖志 浦河 宮内牧場 420－ 2 〃 ハナ 45．4�
12 アメイジングアイル 牝3青鹿54 菱田 裕二�大樹ファーム 和田 勇介 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 402＋181：10．01 37．8	
611 セイショウスマイル 牝3鹿 54 丹内 祐次岩崎 暉男氏 本間 忍 浦河 日進牧場 480－ 6 〃 クビ 18．1

11 ミッドナイトミニー 牝3鹿 54 岩田 望来小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 438－181：10．21 31．9�
23 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 B444＋ 21：10．31 5．1�
815 ステラフィオーレ 牝3黒鹿54 浜中 俊ホシノレーシング 松永 幹夫 新冠 新冠橋本牧場 472＋ 6 〃 ハナ 41．7
24 フラッシュサンダー 牝3黒鹿 54

51 ▲西塚 洸二 �グリーンファーム奥平 雅士 千歳 社台ファーム 420＋ 41：10．72 225．2�
36 タマモペアリング 牝3鹿 54

53 ☆泉谷 楓真タマモ� 角田 晃一 新冠 対馬 正 460－ 41：10．8� 16．2�
816 ワ ン リ オ ン 牡3青鹿 56

54 △横山 琉人河村 祥史氏 牧浦 充徳 日高 川端 正博 490± 01：11．12 8．1�
48 コズミックエッグ 牡3鹿 56 斎藤 新村野 康司氏 斎藤 誠 日高 新井 昭二 462± 01：11．2クビ 21．8�
714 リゾルテッツァ 牡3栗 56 荻野 琢真 �社台レースホース角田 晃一 千歳 社台ファーム B494＋ 61：11．52 163．5�
713 タマモグリーチング 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太タマモ� 藤岡 健一 新冠 対馬 正 480－101：11．81� 267．0�
35 � リアルジョージ 牡3鹿 56 �島 克駿ゴドルフィン 宮田 敬介 愛 Pat Beirne B494－ 41：12．12 34．5�

（16頭）

売 得 金
単勝： 39，761，200円 複勝： 69，997，400円 枠連： 14，816，300円
馬連： 61，346，200円 馬単： 24，996，700円 ワイド： 67，751，200円
3連複： 107，918，200円 3連単： 98，490，000円 計： 485，077，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 140円 � 200円 � 180円 枠 連（5－6） 580円

馬 連 �� 1，570円 馬 単 �� 2，230円

ワ イ ド �� 520円 �� 370円 �� 760円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 11，730円

票 数

単勝票数 計 397612 的中 � 87300（1番人気）
複勝票数 計 699974 的中 � 152932（1番人気）� 81137（4番人気）� 94759（3番人気）
枠連票数 計 148163 的中 （5－6） 19537（2番人気）
馬連票数 計 613462 的中 �� 30207（5番人気）
馬単票数 計 249967 的中 �� 8378（5番人気）
ワイド票数 計 677512 的中 �� 32802（4番人気）�� 50450（1番人気）�� 21442（6番人気）
3連複票数 計1079182 的中 ��� 37824（2番人気）
3連単票数 計 984900 的中 ��� 6086（18番人気）

ハロンタイム 12．3―10．9―11．5―11．6―11．6―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．2―34．7―46．3―57．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F35．0
3 3，6（1，12）（5，9）（7，11，16）（2，4，10）15－（8，13）－14 4 3，6（1，12）9（7，5，11，16）（2，4，10）15－8，13－14

勝馬の
紹 介

イ ラ ー レ �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ダンスインザダーク デビュー 2021．11．7 阪神3着

2019．4．22生 牝3栗 母 ラ ベ 母母 クイーンリザーブ 13戦1勝 賞金 23，720，000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 エントリーコード号・ティーライトニング号・ヌーシャテル号・バーニーフォールズ号

20052 8月6日 晴 良 （4札幌1） 第5日 第4競走 1，700�3歳未勝利
発走11時20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

712 バンクロール 牡3鹿 56 丸山 元気�畠山牧場 田中 克典 新ひだか 畠山牧場 B452－121：47．4 6．8�
22 パフオブウインド 牡3栗 56 丹内 祐次ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 小桧山 悟 様似 清水スタッド 480＋ 81：47．61� 9．8�
711 トーホウテンリュウ 牡3栗 56 菱田 裕二東豊物産� 石坂 公一 日高 竹島 幸治 490＋ 21：47．7� 2．8�
58 デルマローレライ 牝3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂浅沼 廣幸氏 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 412－ 41：48．12� 70．8�
57 シードザブレイク 牡3鹿 56 藤岡 佑介三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド 502＋ 41：48．31� 24．2	
813 アトランティス 牡3鹿 56 横山 和生山口功一郎氏 安田 翔伍 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 498＋ 81：48．4� 4．3

45 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 486＋ 61：48．71� 60．2�
610 ウォータージーニー 牡3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真山岡 正人氏 石橋 守 浦河 本巣 敦 484－ 21：48．8� 21．4�
11 ヤマタケコーチャン 牡3黒鹿 56

54 △横山 琉人山中 和子氏 萱野 浩二 日高 船越牧場 B438＋ 81：49．33 8．8
69 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 426＋ 81：49．4クビ 323．9�
46 メ ダ ツ ヤ ツ 牡3栗 56 黛 弘人松尾 正氏 小西 一男 新ひだか 静内フジカワ牧場 440＋ 61：50．46 51．3�
814 アントウェルペン 牡3鹿 56 吉田 隼人堀 祥子氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 464－101：50．5� 7．4�
34 フレイムジョーカー 牡3鹿 56 岩田 望来 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド B480＋ 21：50．82 34．2�
33 ヒーローシャガーラ 牡3鹿 56

54 △小林 凌大中嶋 宏氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 524－ 21：51．43� 393．2�
（14頭）

売 得 金
単勝： 39，031，200円 複勝： 55，022，000円 枠連： 12，348，600円
馬連： 56，465，000円 馬単： 25，854，500円 ワイド： 59，633，400円
3連複： 92，190，700円 3連単： 99，243，300円 計： 439，788，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 220円 � 130円 枠 連（2－7） 930円

馬 連 �� 2，930円 馬 単 �� 6，720円

ワ イ ド �� 760円 �� 560円 �� 360円

3 連 複 ��� 3，010円 3 連 単 ��� 22，770円

票 数

単勝票数 計 390312 的中 � 45811（3番人気）
複勝票数 計 550220 的中 � 64538（3番人気）� 53460（4番人気）� 141928（1番人気）
枠連票数 計 123486 的中 （2－7） 10186（2番人気）
馬連票数 計 564650 的中 �� 14925（12番人気）
馬単票数 計 258545 的中 �� 2883（25番人気）
ワイド票数 計 596334 的中 �� 18879（10番人気）�� 27000（5番人気）�� 45247（2番人気）
3連複票数 計 921907 的中 ��� 22907（5番人気）
3連単票数 計 992433 的中 ��� 3159（60番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．6―42．5―55．5―1：08．3―1：21．3―1：34．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．1
1
3

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

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

勝馬の
紹 介

バンクロール �
�
父 ディーマジェスティ �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2021．10．9 阪神6着

2019．3．13生 牡3鹿 母 トパーズトウショウ 母母 シリウストウショウ 9戦1勝 賞金 8，050，000円
〔制裁〕 バンクロール号の騎手丸山元気は，最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番）
〔3走成績による出走制限〕 フレイムジョーカー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月6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 モルレー号



20053 8月6日 晴 良 （4札幌1） 第5日 第5競走 ��1，200�2歳新馬
発走12時10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
1：07．9
1：07．5

良
良

88 メイクアスナッチ 牝2黒鹿54 岩田 望来 �シルクレーシング 武市 康男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438 ―1：10．1 7．0�

66 セ フ ィ ロ 牝2栗 54 横山 和生村野 康司氏 菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 450 ― 〃 クビ 4．2�
22 テ ラ ス テ ラ 牡2鹿 54 吉田 隼人広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 480 ―1：10．63 1．7�
55 ヴェラグエリエロ 牡2芦 54 �島 克駿加藤 裕司氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 428 ―1：10．91� 10．9�
33 レイフォール 牡2青鹿54 丹内 祐次落合 幸弘氏 武藤 善則 新冠 新冠橋本牧場 464 ― 〃 � 21．9	
77 メトロフィルム 牝2黒鹿 54

52 △横山 琉人石川 秀守氏 青木 孝文 浦河 谷口牧場 432 ―1：12．07 22．4

11 コパノエルパソ 牡2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 北洋牧場 510 ―1：12．42� 97．7�
44 ストロベリーツー 牡2黒鹿 54

52 △小林 凌大ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 448 ―1：13．99 43．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 49，221，700円 複勝： 53，178，500円 枠連： 発売なし
馬連： 36，920，200円 馬単： 30，840，000円 ワイド： 29，370，700円
3連複： 49，558，400円 3連単： 128，417，000円 計： 377，506，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 700円 複 勝 � 130円 � 110円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，340円

ワ イ ド �� 270円 �� 170円 �� 150円

3 連 複 ��� 350円 3 連 単 ��� 4，300円

票 数

単勝票数 計 492217 的中 � 59279（3番人気）
複勝票数 計 531785 的中 � 44871（3番人気）� 58522（2番人気）� 343079（1番人気）
馬連票数 計 369202 的中 �� 26233（4番人気）
馬単票数 計 308400 的中 �� 9874（10番人気）
ワイド票数 計 293707 的中 �� 21790（4番人気）�� 42996（2番人気）�� 58378（1番人気）
3連複票数 計 495584 的中 ��� 103749（1番人気）
3連単票数 計1284170 的中 ��� 21617（13番人気）

ハロンタイム 12．8―11．5―11．8―11．4―11．0―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．3―36．1―47．5―58．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．8―3F34．0
3 ・（5，8）（6，2）（3，7）－（1，4） 4 ・（5，8）（6，2）－（3，7）－1，4

勝馬の
紹 介

メイクアスナッチ 
�
父 ルーラーシップ 

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．2．22生 牝2黒鹿 母 スナッチマインド 母母 ス ナ ッ チ ド 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20054 8月6日 晴 良 （4札幌1） 第5日 第6競走 2，000�3歳未勝利
発走12時40分 （芝・右）

負担重量は，馬齢重量

本 賞 3，650，000
3，650，000

円
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

36 ダノンフロイデ 牡3黒鹿56 岩田 望来�ダノックス 藤原 英昭 浦河 三嶋牧場 472＋ 22：02．4 3．6�
47 ホウオウユニコーン 牡3芦 56 横山 和生小笹 芳央氏 奥村 武 新ひだか 岡田スタツド 460＋ 2 〃 同着 11．8�
611 アクロビンジャー 牡3鹿 56 菱田 裕二 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 浦河 三嶋牧場 462＋ 42：02．5� 5．4�
12 オ オ キ ニ 牡3鹿 56 藤岡 佑介岡 浩二氏 鈴木 孝志 新冠 ハクツ牧場 444＋ 22：02．61 4．6�
35 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 484＋ 22：02．92 6．3�
59 シ ュ テ ィ ル 牡3鹿 56 �島 克駿林 正道氏 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 464＋ 82：03．1� 6．7	
815 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± 02：03．21� 302．2�
816 マイネルユヌスール 牡3青鹿 56

54 △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 474＋ 42：03．51� 32．0�
510 マイネルカグラ 牡3鹿 56

54 △小林 凌大 �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 B498＋ 22：03．6クビ 48．6

24 ケーリエール 牡3青鹿 56
55 ☆泉谷 楓真村上 憲政氏 本田 優 青森 風ノ丘ファーム 482± 0 〃 クビ 268．9�

48 キングレガリア 牡3鹿 56 浜中 俊 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 吉岡 辰弥 千歳 社台ファーム B544－ 8 〃 クビ 66．8�

11 ペ ラ ラ ス 牡3鹿 56 斎藤 新安原 浩司氏 牧田 和弥 新ひだか フジワラフアーム 462－ 32：03．7クビ 220．3�
713 トゥルーブルー 牡3黒鹿56 勝浦 正樹田頭 勇貴氏 的場 均 新冠 株式会社

安達牧場 412－ 82：03．91� 160．0�
714 ヴァンドール 牡3青鹿56 池添 謙一 
サンデーレーシング 大竹 正博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 458＋182：04．43 11．6�
612 ウインソフィー 牝3栗 54 黛 弘人�ウイン 青木 孝文 新冠 コスモヴューファーム 414－ 52：04．61� 91．3�
23 マジックゲール 牡3黒鹿 56

55 ☆秋山 稔樹
吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 470－ 6 〃 クビ 421．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 42，467，700円 複勝： 64，592，300円 枠連： 13，191，500円
馬連： 63，972，600円 馬単： 27，510，600円 ワイド： 64，929，100円
3連複： 109，366，900円 3連単： 114，586，600円 計： 500，617，300円

払戻金・
給付金

単 勝 �
�

200円
500円 複 勝 �

�
160円
310円 � 180円 枠 連（3－4） 820円

馬 連 �� 1，670円 馬 単 ��
��

1，410円
2，240円

ワ イ ド �� 670円 ��
��

430円
1，060円

3 連 複 ��� 3，120円 3 連 単 ���
���

7，820円
10，850円

票 数

単勝票数 計 424677 的中 � 94081（1番人気）� 28674（7番人気）
複勝票数 計 645923 的中 � 120423（2番人気）� 44425（6番人気）� 94431（3番人気）
枠連票数 計 131915 的中 （3－4） 12340（4番人気）
馬連票数 計 639726 的中 �� 29551（7番人気）
馬単票数 計 275106 的中 �� 7371（9番人気）�� 4545（18番人気）
ワイド票数 計 649291 的中 �� 24697（7番人気）�� 40930（3番人気）�� 14917（14番人気）
3連複票数 計1093669 的中 ��� 26223（9番人気）
3連単票数 計1145866 的中 ��� 5318（46番人気）��� 3820（73番人気）

ハロンタイム 12．7―10．7―12．4―13．4―12．8―12．1―12．0―11．9―11．8―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．4―35．8―49．2―1：02．0―1：14．1―1：26．1―1：38．0―1：49．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．3
1
3
10，12（2，8）（5，6，14）（4，15）9（1，13，16）3，11－7・（7，10）16，12（8，11）（2，6）（5，14，9，15）（4，13）1，3

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

勝馬の
紹 介

ダノンフロイデ �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 Storm Cat デビュー 2022．3．21 中京6着

2019．4．9生 牡3黒鹿 母 マイグッドネス 母母 Caressing 6戦1勝 賞金 9，150，000円
ホウオウユニコーン �

�
父 ゴールドシップ �

�
母父 ルーラーシップ デビュー 2021．9．11 中山7着

2019．6．15生 牡3芦 母 ホウオウサブリナ 母母 トラヴェシーア 8戦1勝 賞金 7，570，000円
〔3走成績による出走制限〕 ケーリエール号・マジックゲール号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月6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5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ヴァリッド号・ゲンパチソル号・ジャンヌノツルギ号・トレフォイル号・ナンヨーリリー号



20055 8月6日 晴 良 （4札幌1） 第5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 サウンドブライアン 牡4芦 57 池添 謙一増田 雄一氏 村山 明 新ひだか 聖心台牧場 486－ 2 59．4 3．1�
55 サノノヒーロー �4青 57

54 ▲土田 真翔佐野 信幸氏 尾形 和幸 日高 豊洋牧場 470－ 4 59．51 22．1�
810� トランペットシェル �5芦 57

55 △横山 琉人谷掛 龍夫氏 大江原 哲 千歳 社台ファーム 490± 0 59．6クビ 7．0�
811� ヴァンデリオン 牡5栗 57 丸山 元気 �サザンホールディング 根本 康広 米 P. Headley, Nancy

Bell & NATO 496＋ 6 59．81	 5．9�
79 デルマジゾウ 牡4芦 57 横山 和生浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 480－ 61：00．01
 46．9�
44 プリティインピンク 牝4黒鹿 55

53 △山田 敬士新木 鈴子氏 小手川 準 新ひだか 野坂牧場 430± 01：00．1	 4．2	
33 メイショウサトワ 牡4黒鹿 57

56 ☆泉谷 楓真松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 三嶋牧場 B526＋ 8 〃 クビ 34．3

67 � 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 464－ 41：00．2� 41．4�
22 カツノサンキュウ 牡4鹿 57 黛 弘人聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 482＋ 21：00．3クビ 134．3
11 フウゲツムヘン 牝3鹿 52

49 ▲西塚 洸二 �YGGホースクラブ 新開 幸一 新冠 川上牧場 434－ 41：00．72	 3．8�
66 � メイショウムート 牡4鹿 57

54 ▲大久保友雅松谷 翔太氏 佐藤 吉勝 浦河 本巣 敦 B436－ 41：01．01� 260．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 44，472，700円 複勝： 54，783，400円 枠連： 10，081，000円
馬連： 64，777，000円 馬単： 33，250，600円 ワイド： 57，426，500円
3連複： 98，893，900円 3連単： 139，639，500円 計： 503，324，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 430円 � 200円 枠 連（5－7） 3，980円

馬 連 �� 3，400円 馬 単 �� 5，200円

ワ イ ド �� 960円 �� 310円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 24，340円

票 数

単勝票数 計 444727 的中 � 111952（1番人気）
複勝票数 計 547834 的中 � 134413（1番人気）� 24078（6番人気）� 66418（5番人気）
枠連票数 計 100810 的中 （5－7） 1960（13番人気）
馬連票数 計 647770 的中 �� 14758（11番人気）
馬単票数 計 332506 的中 �� 4793（20番人気）
ワイド票数 計 574265 的中 �� 14498（12番人気）�� 54370（3番人気）�� 8373（17番人気）
3連複票数 計 988939 的中 ��� 16121（14番人気）
3連単票数 計1396395 的中 ��� 4159（83番人気）

ハロンタイム 12．8―11．0―11．7―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．8―23．8―35．5―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サウンドブライアン �
�
父 クリーンエコロジー �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2020．10．24 京都13着

2018．2．25生 牡4芦 母 ブライアンオークス 母母 グランスオークス 18戦2勝 賞金 29，150，000円
［他本会外：1戦0勝］

20056 8月6日 晴 良 （4札幌1） 第5日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時50分 （ダート・右）

牝；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
本 賞 7，700，000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

22 カラフルキューブ 牝3鹿 52 藤岡 佑介�G1レーシング 高野 友和 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462－ 41：45．6 3．9�

712 タマモタップダンス 牝3栗 52
50 △小林 凌大タマモ� 伊藤 圭三 新ひだか 前田牧場 494＋ 61：45．81� 4．7�

34 セ レ ッ ソ 牝3黒鹿52 横山 和生中村 祐子氏 長谷川浩大 新ひだか ケイアイファーム 472＋ 2 〃 クビ 3．6�
69 センタースリール 牝3鹿 52 丹内 祐次中澤 利文氏 本間 忍 日高 高山 博 462－ 21：46．22 31．2�
33 マ ヤ ロ ー ザ 牝4栗 55

53 △山田 敬士�まの 大橋 勇樹 日高 高山 博 436－ 81：46．83� 88．9	
814 ラブエスポー 牝5鹿 55

54 ☆泉谷 楓真増田 陽一氏 蛯名 利弘 新冠 新冠橋本牧場 466－ 6 〃 クビ 12．8

57 ルージュジャドール 牝4鹿 55 勝浦 正樹 �東京ホースレーシング 伊坂 重信 千歳 社台ファーム 446± 01：46．9� 90．1�
11 ウィルフルネス 牝3鹿 52 菱田 裕二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 四位 洋文 浦河 大島牧場 472＋ 21：47．11 12．6�
58 ラ ピ ド ゥ ス 牝3鹿 52 吉田 隼人�ターフ・スポート高柳 大輔 新ひだか 坂本 智広 488＋10 〃 クビ 15．9
711 ケイツーマルカ 牝4鹿 55 古川 吉洋楠本 勝美氏 鈴木 伸尋 新冠 オリエント牧場 500－101：47．84 38．2�
813 トーホウジュナール 牝4青鹿 55

53 △角田 大和東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 474± 01：48．22� 25．1�
46 プリーチトヤーン 牝3鹿 52 斎藤 新髙瀬 真尚氏 斎藤 誠 浦河 三好牧場 472－ 81：48．52 6．4�
610� ホウオウハイエスト 牝4栗 55 岩田 望来小笹 芳央氏 矢野 英一 新ひだか 岡田スタツド 524＋ 61：48．82 105．6�
45 � ソ ヨ ギ 牝5青鹿 55

53 △横山 琉人海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 476－ 21：49．33 226．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 51，432，400円 複勝： 82，200，700円 枠連： 13，847，500円
馬連： 81，351，600円 馬単： 32，184，500円 ワイド： 83，880，300円
3連複： 133，057，400円 3連単： 136，309，900円 計： 614，264，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 150円 � 140円 � 130円 枠 連（2－7） 1，140円

馬 連 �� 1，140円 馬 単 �� 2，440円

ワ イ ド �� 480円 �� 350円 �� 360円

3 連 複 ��� 1，500円 3 連 単 ��� 9，080円

票 数

単勝票数 計 514324 的中 � 104914（2番人気）
複勝票数 計 822007 的中 � 135133（3番人気）� 154084（2番人気）� 168017（1番人気）
枠連票数 計 138475 的中 （2－7） 9355（4番人気）
馬連票数 計 813516 的中 �� 55135（4番人気）
馬単票数 計 321845 的中 �� 9889（9番人気）
ワイド票数 計 838803 的中 �� 42906（5番人気）�� 61865（1番人気）�� 61404（2番人気）
3連複票数 計1330574 的中 ��� 66172（1番人気）
3連単票数 計1363099 的中 ��� 10879（15番人気）

ハロンタイム 6．6―10．9―12．1―12．8―12．8―12．6―12．7―12．3―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．5―29．6―42．4―55．2―1：07．8―1：20．5―1：32．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

カラフルキューブ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2021．7．3 福島2着

2019．2．12生 牝3鹿 母 カラフルデイズ 母母 アイヴォリーカラー 9戦2勝 賞金 21，110，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 エアーレジーナ号



20057 8月6日 晴 良 （4札幌1） 第5日 第9競走 ��1，800�
ほ く し ん

北 辰 特 別
発走14時25分 （芝・右）

3歳以上，1勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
賞 品

本 賞 10，700，000円 4，300，000円 2，700，000円 1，600，000円 1，070，000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
1：45．7
1：43．8

良
良

811 スカイフォール 牡3鹿 54 横山 和生�NICKS 昆 貢 安平 ノーザンファーム 474－ 81：48．9 2．7�
11 サルサロッサ 牝3鹿 52 �島 克駿岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか タガミファーム 452± 01：49．53� 3．9�
67 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 498－ 4 〃 アタマ 5．7�
79 コスモミローディア 牡6黒鹿57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 天間 昭一 日高 道見牧場 490＋ 4 〃 クビ 17．5�
78 ポケットシンデレラ 牝3鹿 52 黛 弘人田畑 利彦氏 青木 孝文 平取 坂東牧場 412－181：49．6� 43．3	
22 メイレンシュタイン 	4栗 57 丸山 元気 �キャロットファーム 勢司 和浩 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 01：49．7クビ 41．0

810 コスモアシュラ 牡4芦 57 菱田 裕二 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド 522＋101：49．8� 18．5�
44 ディープレイヤー 牡3黒鹿54 武 豊嶋田 一成氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 482＋141：49．9� 4．0�
66 
 アウトレイジング 牡4青鹿57 泉谷 楓真三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 422＋ 61：50．64 75．1
55 
 メイショウイナセ 	5芦 57 勝浦 正樹山口謙太郎氏 南田美知雄 浦河 三嶋牧場 424＋ 91：50．7� 43．4�
33 クロステック 牡3黒鹿54 斎藤 新 �社台レースホース大久保龍志 千歳 社台ファーム 470＋ 41：51．44 39．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 50，334，200円 複勝： 61，127，600円 枠連： 12，137，500円
馬連： 84，452，000円 馬単： 40，698，200円 ワイド： 69，045，100円
3連複： 125，771，800円 3連単： 174，040，800円 計： 617，607，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 120円 � 140円 � 140円 枠 連（1－8） 470円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 920円

ワ イ ド �� 250円 �� 310円 �� 460円

3 連 複 ��� 1，060円 3 連 単 ��� 3，510円

票 数

単勝票数 計 503342 的中 � 144579（1番人気）
複勝票数 計 611276 的中 � 160285（1番人気）� 99776（3番人気）� 101307（2番人気）
枠連票数 計 121375 的中 （1－8） 19874（1番人気）
馬連票数 計 844520 的中 �� 116903（2番人気）
馬単票数 計 406982 的中 �� 33012（1番人気）
ワイド票数 計 690451 的中 �� 74319（2番人気）�� 58119（3番人気）�� 34759（5番人気）
3連複票数 計1257718 的中 ��� 88716（2番人気）
3連単票数 計1740408 的中 ��� 35881（3番人気）

ハロンタイム 12．5―12．1―12．5―12．3―12．2―12．2―12．0―11．5―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．6―37．1―49．4―1：01．6―1：13．8―1：25．8―1：37．3

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

スカイフォール �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2021．8．22 札幌1着

2019．3．18生 牡3鹿 母 ギ ー ニ ョ 母母 フェアリードール 6戦2勝 賞金 21，709，000円
※アウトレイジング号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20058 8月6日 晴 良 （4札幌1） 第5日 第10競走 ��1，700�
そ う え ん

桑 園 特 別
発走15時00分 （ダート・右）
3歳以上，2勝クラス，R3．8．7以降R4．7．31まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

46 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 478＋ 41：45．6 2．9�
610 シンヨモギネス 牡4鹿 55 丹内 祐次岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B482＋ 21：45．81� 5．7�
814� コスモセイリュウ 牡5鹿 54 斎藤 新 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 米 Janet Quillen 496－ 41：46．11� 13．7�
45 モ ズ マ ゾ ク 牡4青 56 武 豊 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 B486± 01：46．2	 7．4�
33 マイネルレンカ 牡8黒鹿53 泉谷 楓真 �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± 01：46．62	 86．1	
58 ストラテジーマップ 
5鹿 54 横山 和生 �社台レースホース菊沢 隆徳 千歳 社台ファーム 474＋ 21：46．7	 6．9

711 リズムオブザナイト 牡4鹿 54 岩田 望来吉田 照哉氏 田中 剛 千歳 社台ファーム B486± 01：46．8	 23．9�
22 キ ゾ ク 牡4栗 54 池添 謙一西村 憲人氏 池添 兼雄 新ひだか 田中 裕之 490－ 4 〃 アタマ 15．7�
712� アメリカンエール 牡4芦 55 菱田 裕二 �吉澤ホールディングス 戸田 博文 米 Gainesway Thor-

oughbreds Ltd. B504± 01：46．9クビ 12．3
34 デルマラピスラズリ 牡5鹿 54 勝浦 正樹浅沼 廣幸氏 小野 次郎 日高 ファニーヒルファーム 518－ 21：47．11	 112．0�
813� ロードオブザチェコ 牡4栗 53 柴山 雄一谷脇智恵子氏 石栗 龍彦 新ひだか 織田 正敏 502＋ 41：47．41	 40．3�
11 クールファイブ 牡4鹿 54 原田 和真大塚 亮一氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 488± 01：47．51 77．0�
57 サヴァビアン 牡4栗 54 丸山 元気岡田 牧雄氏 羽月 友彦 新ひだか 岡田スタツド 430± 01：48．88 13．3�
69 ロンドンデリーエア 牡5栗 55 藤岡 佑介 �グリーンファーム武 英智 千歳 社台ファーム B470＋ 21：49．12 14．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 66，848，800円 複勝： 93，520，200円 枠連： 30，313，700円
馬連： 129，936，700円 馬単： 53，144，400円 ワイド： 118，027，200円
3連複： 230，822，100円 3連単： 231，557，200円 計： 954，170，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 150円 � 200円 � 330円 枠 連（4－6） 520円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 1，520円

ワ イ ド �� 440円 �� 1，070円 �� 900円

3 連 複 ��� 3，810円 3 連 単 ��� 13，720円

票 数

単勝票数 計 668488 的中 � 180574（1番人気）
複勝票数 計 935202 的中 � 203035（1番人気）� 116614（3番人気）� 57653（7番人気）
枠連票数 計 303137 的中 （4－6） 44979（1番人気）
馬連票数 計1299367 的中 �� 94499（2番人気）
馬単票数 計 531444 的中 �� 26196（2番人気）
ワイド票数 計1180272 的中 �� 73091（2番人気）�� 27173（13番人気）�� 32555（9番人気）
3連複票数 計2308221 的中 ��� 45432（5番人気）
3連単票数 計2315572 的中 ��� 12229（17番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．6―17．5―29．1―41．8―54．9―1：08．0―1：20．8―1：32．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．7―3F37．6
1
3

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

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

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 10戦3勝 賞金 33，264，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 サヴァビアン号の調教師羽月友彦は，下見所で騎手騎乗時に同馬の頭絡が外れたことについて過怠金10，000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 アースライザー号・グレースルビー号・サハラヴァンクール号・メイショウナリヒラ号



20059 8月6日 晴 良 （4札幌1） 第5日 第11競走 ��
��2，600�札幌日経オープン（Ｌ）

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，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金1，600万円超過馬は超過額1，200万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

日本経済新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 26，000，000円 10，000，000円 6，500，000円 3，900，000円 2，600，000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
2：37．6
2：35．1

良
良

22 ハーツイストワール 牡6黒鹿56 武 豊嶋田 賢氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 474－ 62：41．5 3．3�
11 ゴールドギア 牡7黒鹿57 横山 和生有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 B482± 0 〃 クビ 13．9�
810 ボ ス ジ ラ 牡6芦 57 藤岡 佑介金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B504－ 62：41．71 4．4�
33 テ ン カ ハ ル 牡4栗 56 浜中 俊ライオンレースホース� 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 504＋16 〃 クビ 7．1�
66 ディバインフォース 牡6鹿 58 池添 謙一吉田 晴哉氏 寺島 良 安平 追分ファーム 466＋ 42：41．8	 6．3�
77 アドマイヤアルバ 
7鹿 56 原田 和真近藤 旬子氏 堀内 岳志 安平 ノーザンファーム 474± 02：42．0	 40．5	
89 マンオブスピリット 
5鹿 56 菱田 裕二ホシノレーシング 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 アタマ 25．5

44 ベスビアナイト 
5鹿 56 岩田 望来 �サンデーレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 490－102：42．1� 5．9�
55 サトノラディウス 
6鹿 56 川島 信二 �サトミホースカンパニー 新谷 功一 千歳 社台ファーム 486± 02：42．63 55．8
78 タイセイモンストル 牡5鹿 56 吉田 隼人田中 成奉氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム B486＋ 62：42．7	 9．4�

（10頭）

売 得 金
単勝： 105，417，100円 複勝： 130，888，800円 枠連： 33，603，100円
馬連： 260，452，900円 馬単： 98，127，100円 ワイド： 177，205，500円
3連複： 406，703，700円 3連単： 555，092，700円 計： 1，767，490，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 330円 � 160円 枠 連（1－2） 2，880円

馬 連 �� 2，570円 馬 単 �� 3，820円

ワ イ ド �� 790円 �� 330円 �� 1，070円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 20，480円

票 数

単勝票数 計1054171 的中 � 251578（1番人気）
複勝票数 計1308888 的中 � 260784（1番人気）� 78045（7番人気）� 237871（2番人気）
枠連票数 計 336031 的中 （1－2） 9023（13番人気）
馬連票数 計2604529 的中 �� 78375（12番人気）
馬単票数 計 981271 的中 �� 19246（17番人気）
ワイド票数 計1772055 的中 �� 54493（11番人気）�� 154565（1番人気）�� 39602（16番人気）
3連複票数 計4067037 的中 ��� 82263（15番人気）
3連単票数 計5550927 的中 ��� 19649（81番人気）

ハロンタイム 13．4―12．1―11．9―12．2―12．6―13．1―13．5―13．1―12．5―11．7―11．8―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．4―25．5―37．4―49．6―1：02．2―1：15．3―1：28．8―1：41．9―1：54．4―2：06．1―2：17．9―2：29．6

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハーツイストワール �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 キャプテンスティーヴ デビュー 2019．4．28 東京2着

2016．2．18生 牡6黒鹿 母 レ ツ ィ ー ナ 母母 タニウインドタイム 16戦5勝 賞金 111，872，000円

20060 8月6日 晴 良 （4札幌1） 第5日 第12競走 ��1，500�3歳以上1勝クラス
発走16時15分 （芝・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，700，000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

22 � エ ー プ ラ ス 牝4青鹿55 斎藤 新馬目 卓氏 池上 昌和 浦河 辻 牧場 482－ 61：29．3 61．2�
46 ヴェントボニート 牝5鹿 55 池添 謙一名古屋友豊� 池添 学 新冠 オリエント牧場 428－ 2 〃 クビ 2．7�
58 モンタナアゲート 牡3黒鹿54 岩田 望来吉田 勝己氏 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 552＋ 6 〃 ハナ 3．3�
69 サザンステート 牡3黒鹿54 浜中 俊窪田 芳郎氏 松永 幹夫 平取 坂東牧場 468＋ 41：29．4クビ 21．3�
33 レディズビーク 牝3青鹿 52

50 △角田 大和青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 456＋20 〃 クビ 6．0�
814 フ ラ リ オ ナ 牝4青鹿55 藤岡 佑介大冨 智弘氏 平田 修 千歳 社台ファーム 418± 01：29．71� 38．4	
711 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 B482＋ 41：29．91� 17．0�
813 ビヨンドザタイム 牡3栗 54 吉田 隼人�レッドマジック金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 442－ 6 〃 クビ 34．2�
11 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 448＋ 61：30．11� 45．0
610 ジャンドゥーヤ 牝4青 55

54 ☆秋山 稔樹 �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 B448－101：30．31� 76．9�

34 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 420－ 4 〃 ハナ 5．2�
45 � キャットリング 牝4青鹿55 古川 吉洋榊原 浩一氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 420－ 41：30．72� 220．6�
712 ガルブグリーン 牝3黒鹿 52

50 △横山 琉人斎藤 光政氏 相沢 郁 日高 本間牧場 444＋ 21：31．23 190．8�
57 ヴィクトリオン 
4鹿 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 日高 日高大洋牧場 502－ 41：31．94 70．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 90，769，700円 複勝： 101，551，000円 枠連： 29，653，300円
馬連： 150，938，400円 馬単： 67，475，000円 ワイド： 127，379，000円
3連複： 244，933，400円 3連単： 308，313，400円 計： 1，121，013，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 6，120円 複 勝 � 1，270円 � 130円 � 130円 枠 連（2－4） 13，020円

馬 連 �� 10，290円 馬 単 �� 28，130円

ワ イ ド �� 2，520円 �� 2，980円 �� 240円

3 連 複 ��� 6，530円 3 連 単 ��� 82，720円

票 数

単勝票数 計 907697 的中 � 11860（10番人気）
複勝票数 計1015510 的中 � 11790（12番人気）� 241394（1番人気）� 234906（2番人気）
枠連票数 計 296533 的中 （2－4） 1765（23番人気）
馬連票数 計1509384 的中 �� 11365（24番人気）
馬単票数 計 674750 的中 �� 1799（58番人気）
ワイド票数 計1273790 的中 �� 11447（26番人気）�� 9614（29番人気）�� 169716（1番人気）
3連複票数 計2449334 的中 ��� 28119（21番人気）
3連単票数 計3083134 的中 ��� 2702（228番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―18．2―30．1―42．2―54．3―1：06．0―1：17．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．1―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

�エ ー プ ラ ス �
�
父 キ ズ ナ �

�
母父 アドマイヤコジーン

2018．4．10生 牝4青鹿 母 アドマイヤスペース 母母 アドマイヤキセキ 5戦1勝 賞金 7，700，000円
初出走 JRA

※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 サンレブンワース号
（非抽選馬） 2頭 アウトレイジング号・アニージョ号



（4札幌1）第5日 8月6日（土曜日） 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 152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

204，990，000円
9，940，000円
26，820，000円
1，170，000円
25，810，000円
68，729，000円
4，180，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
672，093，800円
921，900，100円
185，280，000円
1，087，755，000円
489，856，800円
952，524，900円
1，759，158，000円
2，216，680，300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 8，285，248，900円

総入場人員 7，826名 （有料入場人員 7，637名）
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