
24001 8月13日 晴 稍重 （4札幌2） 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

68 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 454＋ 41：51．0 7．8�

55 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 482－ 41：51．31� 3．7�
33 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 490－101：51．4クビ 3．4�
22 セクシーコマンドー 牡2鹿 54 丸山 元気山口 裕介氏 鈴木慎太郎 新冠 ヒカル牧場 452＋ 21：51．82� 62．0�
67 ア オ ラ キ 牡2白 54 池添 謙一石井 輝昭氏 田村 康仁 浦河 ディアレスト

クラブ 444± 01：51．9� 8．7	
811 ヒ ラ リ 牝2青鹿54 武 豊藤田 晋氏 武 幸四郎 千歳 社台ファーム 456－ 81：52．0� 3．8

812 シゲルノヴァ 牝2鹿 54 菱田 裕二森中 蕃氏 谷 潔 日高 シンボリ牧場 450＋ 41：52．42� 25．6�
79 テーオーレーズン 牝2鹿 54 古川 吉洋小笹 公也氏 宮 徹 新ひだか タガミファーム 420－ 21：52．61 129．2�
11 ゴ ン ド ワ ナ 牡2青鹿 54

52 △小林 凌大岡田 牧雄氏 小島 茂之 新ひだか 岡田スタツド 476－ 4 〃 クビ 20．6
56 キングオブザナイル 牡2鹿 54

52 △角田 大和 Him Rock Racing
ホールディングス� 畑端 省吾 浦河 �川 啓一 484＋ 41：53．45 101．2�

710 ハナサキポプラ 牝2鹿 54
51 ▲西塚 洸二石川 秀守氏 杉山 佳明 新ひだか 水丸牧場 444＋ 41：53．71� 251．2�

44 ザスターオブチグサ 牡2黒鹿54 黛 弘人芳賀 克也氏 中野 栄治 新ひだか 千代田牧場 434＋ 21：56．3大差 166．7�
（12頭）

売 得 金
単勝： 38，383，800円 複勝： 50，411，100円 枠連： 8，161，900円
馬連： 48，554，200円 馬単： 23，868，100円 ワイド： 45，543，500円
3連複： 76，004，000円 3連単： 92，408，100円 計： 383，334，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 780円 複 勝 � 190円 � 120円 � 160円 枠 連（5－6） 660円

馬 連 �� 1，090円 馬 単 �� 2，620円

ワ イ ド �� 400円 �� 560円 �� 240円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 10，110円

票 数

単勝票数 計 383838 的中 � 41034（4番人気）
複勝票数 計 504111 的中 � 58065（4番人気）� 128376（1番人気）� 78133（3番人気）
枠連票数 計 81619 的中 （5－6） 9525（4番人気）
馬連票数 計 485542 的中 �� 34351（5番人気）
馬単票数 計 238681 的中 �� 6831（11番人気）
ワイド票数 計 455435 的中 �� 27894（4番人気）�� 18574（8番人気）�� 55335（2番人気）
3連複票数 計 760040 的中 ��� 38864（5番人気）
3連単票数 計 924081 的中 ��� 6625（36番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．4―36．9―50．0―1：02．6―1：14．7―1：26．7―1：38．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

トーセンウォルト �
�
父 トーセンレーヴ �

�
母父 Tiger Hill デビュー 2022．7．17 函館6着

2020．3．20生 牡2鹿 母 ペンネドゥピー 母母 Turpitude 3戦1勝 賞金 7，300，000円
〔制裁〕 キングオブザナイル号の騎手角田大和は，2コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：11番・12番）
〔その他〕 ザスターオブチグサ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。

24002 8月13日 晴 重 （4札幌2） 第1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

34 イモータルフェイム 牝3鹿 54 武 豊�G1レーシング 鹿戸 雄一 安平 追分ファーム 466＋121：46．9 5．1�
57 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 436＋ 61：47．43� 25．8�
22 ウォーターアイアイ 牝3鹿 54 古川 吉洋山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 B432＋ 21：47．5� 121．3�
69 サクラジェンヌ 牝3栗 54 丹内 祐次吉田 智氏 和田 勇介 新ひだか 前谷 武志 474＋141：47．71� 20．8�
45 エ ギ ー ユ 牝3栗 54 斎藤 新 �社台レースホース長谷川浩大 千歳 社台ファーム 468－ 61：48．12� 72．9	
58 ルクスディオン 牝3栗 54

52 △横山 琉人�ルクス 吉村 圭司 新ひだか 静内山田牧場 444＋ 61：48．63 7．0

813 ウェルシュゴールド 牝3栗 54 勝浦 正樹 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 粕谷 昌央 日高 出口牧場 B474± 0 〃 アタマ 94．2�
610 コルティーナ 牝3黒鹿54 �島 克駿 �キャロットファーム 橋口 慎介 安平 ノーザンファーム 488－ 2 〃 クビ 11．1�
711 ワーキングスタイル 牝3栗 54 菱田 裕二 �社台レースホース田中 博康 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B430－ 81：48．7クビ 7．5
814 オースピシャス 牝3鹿 54 武藤 雅 �京都ホースレーシング 伊坂 重信 新冠 イワミ牧場 448－ 2 〃 クビ 17．3�
33 マックロイド 牝3栗 54

52 △小林 凌大芳賀 滿男氏 上原 博之 新ひだか フジワラフアーム 468± 01：48．8� 22．4�
11 ウ ォ ー ク ル 牝3栗 54

51 ▲鷲頭 虎太門野 重雄氏 大和田 成 日高 奥山 博 418＋ 41：49．33 20．5�
712 シゲルハナミザケ 牝3栗 54

52 △角田 大和森中 蕃氏 鈴木 孝志 安平 ノーザンファーム 462－ 2 〃 アタマ 19．6�
46 アンジュレイ 牝3鹿 54 横山 武史竹下 浩一氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 470－ 21：51．5大差 2．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，891，900円 複勝： 53，961，700円 枠連： 9，346，700円
馬連： 48，160，800円 馬単： 20，956，100円 ワイド： 55，237，500円
3連複： 79，125，300円 3連単： 75，327，900円 計： 375，007，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 510円 複 勝 � 190円 � 540円 � 2，560円 枠 連（3－5） 990円

馬 連 �� 5，160円 馬 単 �� 9，070円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 9，290円 �� 25，740円

3 連 複 ��� 145，450円 3 連 単 ��� 436，900円

票 数

単勝票数 計 328919 的中 � 50621（2番人気）
複勝票数 計 539617 的中 � 98751（2番人気）� 23716（9番人気）� 4427（13番人気）
枠連票数 計 93467 的中 （3－5） 7250（3番人気）
馬連票数 計 481608 的中 �� 7231（22番人気）
馬単票数 計 209561 的中 �� 1731（35番人気）
ワイド票数 計 552375 的中 �� 7861（23番人気）�� 1521（65番人気）�� 546（86番人気）
3連複票数 計 791253 的中 ��� 408（237番人気）
3連単票数 計 753279 的中 ��� 125（1020番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―12．3―12．0―11．9―12．8―12．9―13．4―13．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．2―30．5―42．5―54．4―1：07．2―1：20．1―1：33．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

イモータルフェイム �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．6．20 東京11着

2019．4．3生 牝3鹿 母 フォーエバーモア 母母 エターナルビート 5戦1勝 賞金 8，600，000円

第２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



24003 8月13日 晴 重 （4札幌2） 第1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

710 グラサージュ 牝3黒鹿54 武 豊保坂 和孝氏 林 徹 日高 下河辺牧場 516± 0 59．4 3．0�
56 ミ ル ニ ュ イ 牝3芦 54 藤岡 佑介小林 昌子氏 茶木 太樹 新冠 村上 欽哉 528＋ 2 〃 ハナ 4．8�
22 パレフォーコン 牡3鹿 56 横山 武史 H.F Association �島 一歩 新冠 ハクレイファーム 450＋ 2 59．61� 6．4�
44 グランパドゥシャ 牝3鹿 54

52 △小林 凌大 �キャロットファーム 小西 一男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 436± 0 59．92 18．1�

11 スローテキーラ 牝3青鹿54 古川 吉洋吉田 千津氏 西田雄一郎 千歳 社台ファーム 460± 01：00．0� 101．1�
811 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 B454－ 21：00．31� 50．8	
68 タ イ コ ネ ン 牝3栗 54

51 ▲西塚 洸二布武起会 水野 貴広 日高 木村牧場 456＋ 6 〃 クビ 86．0

67 オーシンプラス 牡3黒鹿 56

55 ☆泉谷 楓真大田 慎治氏 宮 徹 新ひだか 松本牧場 460－ 81：00．4� 40．0�
33 オーブラック 牡3青鹿56 丹内 祐次加藤 徹氏 青木 孝文 新ひだか 本桐牧場 B502＋ 21：00．71� 3．2�
55 レッドブレンナー 牡3鹿 56 斎藤 新 東京ホースレーシング 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 476＋ 41：01．01� 14．3�
79 シェリーココ 牝3芦 54

51 ▲鷲頭 虎太小林竜太郎氏 佐々木晶三 新冠 須崎牧場 438＋ 21：01．1� 30．5�
812 テ ス テ ッ ソ 牡3鹿 56 黛 弘人�ミルファーム 伊藤 大士 浦河 ミルファーム B426－ 61：01．31� 31．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，148，200円 複勝： 38，888，300円 枠連： 7，060，100円
馬連： 41，157，300円 馬単： 20，462，600円 ワイド： 42，775，900円
3連複： 63，149，500円 3連単： 78，801，300円 計： 324，443，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 120円 � 170円 � 180円 枠 連（5－7） 570円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，570円

ワ イ ド �� 350円 �� 410円 �� 630円

3 連 複 ��� 1，450円 3 連 単 ��� 5，910円

票 数

単勝票数 計 321482 的中 � 83617（1番人気）
複勝票数 計 388883 的中 � 105802（1番人気）� 53150（3番人気）� 48217（4番人気）
枠連票数 計 70601 的中 （5－7） 9592（2番人気）
馬連票数 計 411573 的中 �� 35990（2番人気）
馬単票数 計 204626 的中 �� 9755（4番人気）
ワイド票数 計 427759 的中 �� 33047（2番人気）�� 26658（4番人気）�� 16287（6番人気）
3連複票数 計 631495 的中 ��� 32451（3番人気）
3連単票数 計 788013 的中 ��� 9657（11番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．5―11．9―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．2―34．7―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

グラサージュ �
�
父 ストロングリターン �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2021．10．2 中山11着

2019．4．7生 牝3黒鹿 母 ペイザージュ 母母 ネ ガ ノ 11戦1勝 賞金 13，310，000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。
（非当選馬） 1頭 カルーナブルガリス号
（非抽選馬） 4頭 キャプテンローレル号・デュードメール号・マインフリューゲル号・メイショウカンギク号

24004 8月13日 晴 重 （4札幌2） 第1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

711 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 518＋ 21：46．2 3．5�
610 ベ ニ ッ シ モ 牡3鹿 56 丸山 元気 �ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 日高 シンボリ牧場 472＋ 61：46．62� 4．0�
22 ロルバーンスカイ 牡3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ� 新開 幸一 浦河 ディアレスト

クラブ B448＋ 41：47．23� 12．7�
814 エスティメート 牡3栗 56 黛 弘人�ミルファーム 加藤 和宏 浦河 猿橋 義昭 462± 0 〃 アタマ 83．3�
58 アグネスリュウ 牡3栗 56 松田 大作渡辺公美子氏 宮本 博 浦河 高昭牧場 538＋ 8 〃 ハナ 14．7	
57 キョウエイディーズ 牝3鹿 54 斎藤 新田中 晴夫氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 434＋ 21：47．3クビ 6．8

11 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 488－ 81：47．61� 3．8�
813 シュガービート 牡3黒鹿56 菱田 裕二 �キャロットファーム 池上 昌和 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440－101：48．02� 65．2�
712 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 434＋ 41：48．31� 32．1
69 リュウノイチモンジ 牡3栗 56

54 △小林 凌大二口 雅一氏 牧田 和弥 新ひだか サカイファーム B478± 01：48．51� 266．5�
46 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 406＋ 41：48．81� 12．7�
34 ベルウッドメルシー 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真鈴木 照雄氏 辻 哲英 浦河 市川フアーム 502－101：49．43� 106．2�
45 ピューリファイ 牡3青鹿56 武藤 雅�G1レーシング 西田雄一郎 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470－ 61：50．14 68．9�
33 アフォガート 牡3芦 56

52 ★古川 奈穂豊井 義次氏 浅野洋一郎 浦河 エムエム、ヤ
マダファーム 464－ 81：51．9大差 181．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 40，186，800円 複勝： 53，575，000円 枠連： 8，317，800円
馬連： 49，898，700円 馬単： 21，626，900円 ワイド： 51，914，100円
3連複： 87，823，900円 3連単： 88，098，000円 計： 401，441，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 160円 � 250円 枠 連（6－7） 680円

馬 連 �� 640円 馬 単 �� 1，350円

ワ イ ド �� 310円 �� 490円 �� 600円

3 連 複 ��� 1，590円 3 連 単 ��� 6，150円

票 数

単勝票数 計 401868 的中 � 89978（1番人気）
複勝票数 計 535750 的中 � 121594（1番人気）� 89550（3番人気）� 42115（5番人気）
枠連票数 計 83178 的中 （6－7） 9405（2番人気）
馬連票数 計 498987 的中 �� 59874（2番人気）
馬単票数 計 216269 的中 �� 11975（4番人気）
ワイド票数 計 519141 的中 �� 46118（2番人気）�� 26395（4番人気）�� 21004（7番人気）
3連複票数 計 878239 的中 ��� 41346（3番人気）
3連単票数 計 880980 的中 ��� 10370（7番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．8―43．9―56．6―1：09．0―1：21．0―1：33．2

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジョーカーブラウン �
�
父 ケープブランコ �

�
母父 Shamardal デビュー 2021．8．8 函館7着

2019．2．19生 牡3鹿 母 スウィートクレメンタイン 母母 Heavenly Whisper 12戦1勝 賞金 16，310，000円
〔発走状況〕 シュガービート号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。
〔調教再審査〕 シュガービート号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アフォガート号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月13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 エターナルプライド号



24005 8月13日 曇 良 （4札幌2） 第1日 第5競走 1，500�2歳新馬
発走12時15分 （芝・右）

牝；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

45 アースビート 牝2鹿 54
52 △小林 凌大�大樹ファーム 伊藤 圭三 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ 442 ―1：31．1 8．0�
34 シャルラハロート 牝2栗 54 武 豊吉田 照哉氏 上村 洋行 千歳 社台ファーム 442 ― 〃 アタマ 2．8�
11 フ ラ ミ ニ ア 牝2栗 54 横山 武史 �シルクレーシング 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 468 ―1：31．2� 4．5�
33 メーテルコート 牝2鹿 54 斎藤 新�ヤナガワ牧場 加用 正 日高 ヤナガワ牧場 464 ―1：31．3� 18．8�
610 モルフェブーケ 牝2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹並河賢一郎氏 本間 忍 新ひだか 平野牧場 452 ―1：31．72� 100．0�
814 マヴォロンテ 牝2鹿 54 松田 大作�桑田牧場 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 468 ― 〃 ハナ 16．7	
712 ブルーペクトライト 牝2鹿 54 池添 謙一 �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 466 ―1：31．8アタマ 6．3

813 バロットボックス 牝2黒鹿54 菱田 裕二ゴドルフィン 宮田 敬介 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 452 ― 〃 クビ 15．1�
57 コスモフーレイ 牝2黒鹿54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 五十嵐忠男 むかわ 市川牧場 430 ―1：31．9クビ 43．3�
69 ピュアゴールド 牝2栗 54 �島 克駿宮﨑 吉二氏 小崎 憲 千歳 社台ファーム 420 ― 〃 クビ 54．6
711 ハッピーミーク 牝2芦 54 吉田 隼人山口功一郎氏 尾関 知人 新冠 ハシモトフアーム 418 ―1：32．64 10．8�
46 ツキミズヒカリ 牝2栗 54

52 △角田 大和 KRジャパン 小野 次郎 浦河 桑田フアーム 420 ―1：33．13 150．1�
22 ヴィートディエース 牝2栗 54

53 ☆泉谷 楓真�住宅データ 小島 茂之 新ひだか 静内山田牧場 420 ―1：33．63 137．1�
58 アポロシュシュ 牝2栗 54 武藤 雅アポロサラブレッドクラブ 武藤 善則 日高 三輪 幸子 464 ―1：36．5大差 171．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 42，462，300円 複勝： 42，777，900円 枠連： 10，843，200円
馬連： 45，174，400円 馬単： 22，499，100円 ワイド： 43，147，600円
3連複： 65，148，500円 3連単： 71，644，400円 計： 343，697，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 800円 複 勝 � 190円 � 120円 � 170円 枠 連（3－4） 1，280円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 3，050円

ワ イ ド �� 410円 �� 680円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，850円 3 連 単 ��� 12，760円

票 数

単勝票数 計 424623 的中 � 44466（4番人気）
複勝票数 計 427779 的中 � 48544（4番人気）� 114387（1番人気）� 59008（3番人気）
枠連票数 計 108432 的中 （3－4） 6523（6番人気）
馬連票数 計 451744 的中 �� 31383（3番人気）
馬単票数 計 224991 的中 �� 5521（9番人気）
ワイド票数 計 431476 的中 �� 26243（3番人気）�� 14674（6番人気）�� 44258（1番人気）
3連複票数 計 651485 的中 ��� 26275（3番人気）
3連単票数 計 716444 的中 ��� 4070（27番人気）

ハロンタイム 6．7―11．5―12．2―12．3―11．9―12．0―11．8―12．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―18．2―30．4―42．7―54．6―1：06．6―1：18．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．4―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

アースビート �
�
父 サトノクラウン �

�
母父 ファスリエフ 初出走

2020．3．19生 牝2鹿 母 タイキマロン 母母 マロノヴィーナス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 マヴォロンテ号の騎手松田大作は，決勝線手前で外側に斜行したことについて過怠金50，000円。（被害馬：7番・9番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アポロシュシュ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月13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6頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 6頭 ウインエーデル号・オールスイート号・コウセイエミオト号・トーセンサマンサ号・フェリシエンヌ号・

ランフリーバンクス号

24006 8月13日 曇 良 （4札幌2） 第1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

816 クレバーテースト �3栗 56 菱田 裕二 �シルクレーシング 武 幸四郎 浦河 アイオイファーム 442－ 22：03．6 27．1�
713� アルバスドラコ 牡3鹿 56 吉田 隼人ゴドルフィン 堀 宣行 愛 Fortmill

Farm 472－ 62：03．7� 5．1�
714 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 488＋ 82：03．8� 8．1�
510 マイトシップ 牡3鹿 56 池添 謙一�出口牧場 橋田 満 日高 出口牧場 410± 02：03．9� 25．6�
23 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 434＋ 8 〃 アタマ 6．0	
12 ヴァンデスト 牝3鹿 54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松山 将樹 新冠 ビッグレッドファーム 398－ 22：04．0クビ 8．5

612 ア レ ナ リ ア 牝3青鹿 54

52 △山田 敬士 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 424＋ 42：04．21	 143．3�

815 ユ イ 牝3鹿 54
51 ▲大久保友雅佐藤 理氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 448＋10 〃 クビ 28．7�

24 テ ィ グ ル 牡3鹿 56 
島 克駿加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 472＋142：04．41	 4．7
11 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± 02：04．71� 19．4�
48 ヴェンチュラスカイ �3鹿 56 武藤 雅西見 徹也氏 小島 茂之 新冠 村上 欽哉 B462－16 〃 ハナ 40．0�
35 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 430± 0 〃 クビ 8．8�
59 ロードアライアンス 牡3青鹿 56

54 △角田 大和 �ロードホースクラブ 野中 賢二 新ひだか ケイアイファーム B432＋ 42：04．9� 14．8�
611 ジャンヌノツルギ 牝3鹿 54 藤岡 佑介岡 浩二氏 小笠 倫弘 新冠 上井農場 454＋ 82：05．43 23．9�
36 トレフォイル 牝3黒鹿 54

52 △横山 琉人前田 清二氏 深山 雅史 新ひだか 今 牧場 462± 02：05．82� 61．1�
47 ジャグアーロ 牡3青鹿 56

52 ★古川 奈穂 �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 438－ 22：05．9� 127．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 31，154，200円 複勝： 44，250，100円 枠連： 11，273，800円
馬連： 42，669，400円 馬単： 17，014，700円 ワイド： 49，528，800円
3連複： 70，660，000円 3連単： 72，469，000円 計： 339，020，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，710円 複 勝 � 920円 � 220円 � 230円 枠 連（7－8） 3，750円

馬 連 �� 13，250円 馬 単 �� 23，670円

ワ イ ド �� 3，840円 �� 8，180円 �� 860円

3 連 複 ��� 51，450円 3 連 単 ��� 303，690円

票 数

単勝票数 計 311542 的中 � 9167（11番人気）
複勝票数 計 442501 的中 � 10116（12番人気）� 58675（2番人気）� 54648（3番人気）
枠連票数 計 112738 的中 （7－8） 2327（15番人気）
馬連票数 計 426694 的中 �� 2495（48番人気）
馬単票数 計 170147 的中 �� 539（90番人気）
ワイド票数 計 495288 的中 �� 3256（48番人気）�� 1513（72番人気）�� 15606（6番人気）
3連複票数 計 706600 的中 ��� 1030（164番人気）
3連単票数 計 724690 的中 ��� 173（972番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．4―37．0―49．8―1：02．7―1：14．6―1：26．7―1：38．8―1：51．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．9
1
3
11，15（1，16）5（2，13）6（12，14）（4，9）（7，10）－3－8・（11，16）（15，13，7）（5，9）14（1，2，4）－10（12，3）6，8

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

勝馬の
紹 介

クレバーテースト �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2021．12．25 阪神14着

2019．3．16生 �3栗 母 クレバースプリント 母母 スギノプリンセス 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔発走状況〕 ジャグアーロ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 ジャグアーロ号の騎手古川奈穂は，1コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：10番）
〔3走成績による出走制限〕 ヴェンチュラスカイ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月13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） 4頭 ジュンバレット号・ナンヨーリリー号・ビロングゴールド号・ブルボンティアラ号



24007 8月13日 曇 稍重 （4札幌2） 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

22 � クローリスノキセキ 牝4鹿 55 横山 武史嶋田 賢氏 西田雄一郎 新ひだか 岡田牧場 448＋ 2 59．1 4．8�
55 キリシマタウン 牡3栗 54

52 △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± 0 59．52� 2．9�
79 � ベストチャーム 牝6鹿 55

53 △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 436＋10 59．71� 17．2�
78 サンランシング 牝4青鹿 55

53 △小林 凌大 �加藤ステーブル 新開 幸一 日高 株式会社
ケイズ B478＋ 6 〃 アタマ 8．1�

810 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 472＋ 8 59．8アタマ 7．9�
66 ヤマイチエスポ 牝3鹿 52 古川 吉洋森 和久氏 中尾 秀正 新冠 須崎牧場 470－ 2 59．9� 14．3	
67 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 B518－ 81：00．11� 14．8

11 サンマルカーラ 牝3黒鹿 52

50 △山田 敬士相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 ヴェルサイユ
ファーム株式会社 476－ 21：00．63 203．1�

33 カグラマツリウタ 牝3鹿 52 浜中 俊�高橋ファーム 角田 晃一 日高 シンボリ牧場 460－ 61：01．66 4．6
811 インゴットバード 牡4鹿 57 �島 克駿小島 吉彦氏 牧田 和弥 新ひだか グローリーファーム B486－ 61：01．7� 25．2�
44 � サクラトップメジャ 牝4栗 55 井上 敏樹�トップフェロウ武市 康男 新ひだか タイヘイ牧場 432－ 81：01．91� 251．0�

（11頭）

売 得 金
単勝： 31，010，400円 複勝： 38，120，300円 枠連： 6，392，800円
馬連： 40，480，400円 馬単： 17，176，100円 ワイド： 39，066，700円
3連複： 55，682，300円 3連単： 69，905，200円 計： 297，834，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 160円 � 140円 � 340円 枠 連（2－5） 1，110円

馬 連 �� 1，060円 馬 単 �� 2，080円

ワ イ ド �� 390円 �� 880円 �� 710円

3 連 複 ��� 3，400円 3 連 単 ��� 13，710円

票 数

単勝票数 計 310104 的中 � 51640（3番人気）
複勝票数 計 381203 的中 � 67634（2番人気）� 84744（1番人気）� 20898（8番人気）
枠連票数 計 63928 的中 （2－5） 4454（6番人気）
馬連票数 計 404804 的中 �� 29569（4番人気）
馬単票数 計 171761 的中 �� 6193（6番人気）
ワイド票数 計 390667 的中 �� 27481（3番人気）�� 10790（15番人気）�� 13720（8番人気）
3連複票数 計 556823 的中 ��� 12282（10番人気）
3連単票数 計 699052 的中 ��� 3694（36番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．6―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．2―34．8―46．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�クローリスノキセキ �
�
父 キンシャサノキセキ �

�
母父 フォーティナイナー （2戦0勝 賞金 6，500，000円）

2018．4．3生 牝4鹿 母 レディクローリス 母母 シンコウラブリイ 11戦1勝 賞金 15，604，000円
地方デビュー 2020．7．9 門別

24008 8月13日 曇 良 （4札幌2） 第1日 第8競走 ��2，600�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
2：37．6
2：35．1

良
良

811 ジ ェ ン ヌ 牝3鹿 52 吉田 隼人エムズレーシング 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 420－ 42：42．2 5．6�
22 エンドウノハナ 牡3栗 54 菱田 裕二瀬谷 �雄氏 四位 洋文 浦河 ディアレスト

クラブ 456＋ 42：42．51� 8．7�
66 � スカイテラス 牡5黒鹿57 �島 克駿 �スピードファーム和田正一郎 新冠 スピードフアーム B498＋ 82：43．03 5．1�
78 アイスジェイド 牡5鹿 57 斎藤 新 �キャロットファーム 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 482－ 62：43．32 33．2�
11 キ ン ト リ ヒ 牡3芦 54 横山 武史 	Gリビエール・

レーシング 矢野 英一 浦河 ディアレスト
クラブ 466＋102：43．4クビ 3．7


810 マイネルメサイア 牡3芦 54 丹内 祐次 	サラブレッドクラブ
・ラフィアン 手塚 貴久 新冠 ビッグレッドファーム 460－ 82：43．93� 4．3�

55 ヒルノロワール 牡3鹿 54 古川 吉洋	ヒルノ 北出 成人 新ひだか サカイファーム 488＋ 62：44．21	 40．6�
44 ビヨンドザリミット 牝3鹿 52

50 △角田 大和フィールドレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム 458－ 82：44．41 24．0
67 ギ ン ノ サ ジ 牝4青鹿55 武藤 雅 	サラブレッドクラブ

・ラフィアン 松永 康利 新冠 ビッグレッドファーム 482－ 2 〃 クビ 19．6�
79 マンインザミラー 牡4鹿 57 武 豊	キーファーズ 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500＋ 22：45．67 16．2�
33 ミッキーセレスタ 牡4黒鹿57 浜中 俊野田みづき氏 国枝 栄 安平 ノーザンファーム 528＋ 82：49．5大差 16．5�

（11頭）

売 得 金
単勝： 34，707，700円 複勝： 43，504，500円 枠連： 7，925，900円
馬連： 46，683，400円 馬単： 19，213，700円 ワイド： 46，021，700円
3連複： 72，225，600円 3連単： 82，563，400円 計： 352，845，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 560円 複 勝 � 230円 � 260円 � 190円 枠 連（2－8） 1，390円

馬 連 �� 1，920円 馬 単 �� 3，910円

ワ イ ド �� 810円 �� 640円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，260円 3 連 単 ��� 15，100円

票 数

単勝票数 計 347077 的中 � 49480（4番人気）
複勝票数 計 435045 的中 � 49068（4番人気）� 39977（5番人気）� 66236（3番人気）
枠連票数 計 79259 的中 （2－8） 4389（5番人気）
馬連票数 計 466834 的中 �� 18785（7番人気）
馬単票数 計 192137 的中 �� 3681（13番人気）
ワイド票数 計 460217 的中 �� 14465（9番人気）�� 18745（6番人気）�� 14600（8番人気）
3連複票数 計 722256 的中 ��� 16598（7番人気）
3連単票数 計 825634 的中 ��� 3963（25番人気）

ハロンタイム 13．2―11．7―11．5―11．9―12．9―13．8―13．7―13．0―12．1―11．9―12．2―11．9―12．4

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�
13．2―24．9―36．4―48．3―1：01．2―1：15．0―1：28．7―1：41．7―1：53．8―2：05．7―2：17．9―2：29．8

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジ ェ ン ヌ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Myboycharlie デビュー 2021．9．20 中京11着

2019．2．11生 牝3鹿 母 ユーロシャーリーン 母母 Eurolink Artemis 9戦2勝 賞金 14，720，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ミッキーセレスタ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月13日まで平地競

走に出走できない。



24009 8月13日 曇 良 （4札幌2） 第1日 第9競走 ��
��1，800�コ ス モ ス 賞

発走14時15分 （芝・右）
2歳；負担重量は，日本馬：馬齢重量，収得賞金800万円毎1�増，�：馬齢重量，重賞
競走1着馬1�増

賞 品
本 賞 16，000，000円 6，400，000円 4，000，000円 2，400，000円 1，600，000円
付 加 賞 196，000円 56，000円 28，000円 � コースレコード

中央レコード
1：48．2
1：44．5

良
良

89 モ リ ア ー ナ 牝2鹿 54 武藤 雅高橋 文男氏 武藤 善則 安平 ノーザンファーム 462＋ 21：50．0 2．3�
44 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± 01：50．32 6．5�
11 ウ ェ イ ビ ー 牝2黒鹿54 	島 克駿 �フジワラ・ファーム 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 514＋ 2 〃 クビ 4．2�
55 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 440＋ 41：51．04 7．0�
22 シンゼンイズモ 牡2鹿 54 浜中 俊原 司郎氏 荒川 義之 千歳 社台ファーム 494＋ 61：51．21
 14．2	
88 � タイガーチャージ 牡2鹿 54 落合 玄太定蛇 邦宏氏 田中 淳司 新冠 ヒカル牧場 482＋ 81：51．83
 61．2


（北海道） （北海道）

33 マイネルズーメン 牡2青鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 和田 勇介 新冠 シンカンファーム 406＋ 21：52．33 7．7�

66 � フォーカスオンミー 牡2鹿 54 服部 茂史�木村牧場 田中 淳司 むかわ 新井牧場 462＋ 61：53．36 76．1�
（北海道） （北海道）

77 � グロリアヴェルデ 牡2鹿 54 菱田 裕二坂田 栄一氏 佐久間雅貴 新ひだか 静内フアーム 494－ 61：53．4クビ 127．3
（北海道）

（9頭）

売 得 金
単勝： 57，123，100円 複勝： 50，597，100円 枠連： 6，743，600円
馬連： 56，126，700円 馬単： 29，895，400円 ワイド： 46，744，100円
3連複： 80，179，500円 3連単： 144，845，100円 計： 472，254，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 140円 � 120円 枠 連（4－8） 830円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，200円

ワ イ ド �� 300円 �� 200円 �� 310円

3 連 複 ��� 830円 3 連 単 ��� 3，260円

票 数

単勝票数 計 571231 的中 � 203392（1番人気）
複勝票数 計 505971 的中 � 146982（1番人気）� 74640（3番人気）� 100256（2番人気）
枠連票数 計 67436 的中 （4－8） 6227（4番人気）
馬連票数 計 561267 的中 �� 54019（3番人気）
馬単票数 計 298954 的中 �� 18538（4番人気）
ワイド票数 計 467441 的中 �� 37696（3番人気）�� 65044（1番人気）�� 35416（4番人気）
3連複票数 計 801795 的中 ��� 72102（2番人気）
3連単票数 計1448451 的中 ��� 32138（5番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―24．7―36．8―49．4―1：01．8―1：13．8―1：25．7―1：37．4

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

モ リ ア ー ナ �
�
父 エピファネイア �

�
母父 ダイワメジャー デビュー 2022．6．5 東京1着

2020．3．2生 牝2鹿 母 ガルデルスリール 母母 バ シ マ ー 2戦2勝 賞金 23，196，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。

24010 8月13日 曇 良 （4札幌2） 第1日 第10競走 ��
��1，500�

ひ つ じ が お か

羊 ヶ 丘 特 別
発走14時50分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 308，000円 88，000円 44，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．3
1：27．3

良
良

33 グレイトオーサー �5栗 57 藤岡 佑介 �キャロットファーム 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 494－201：29．8 12．5�
712 ココリホウオウ 牡4鹿 57 横山 和生美﨑光二郎氏 古賀 慎明 新ひだか 高橋フアーム 466－ 6 〃 クビ 5．5�
11 イズンシーラブリー 牝4鹿 55 横山 武史諸江 幸祐氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 424± 01：30．12 3．5�
57 シティレインボー 牡4栗 57 池添 謙一深見 富朗氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 472－ 81：30．31 4．7�
34 ペドラフォルカ 牝4鹿 55 古川 吉洋下河辺隆行氏 上村 洋行 日高 下河辺牧場 462± 0 〃 クビ 23．7�
22 ワ ザ モ ノ 牡4鹿 57 黛 弘人 	ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 尾関 知人 新ひだか 岡田スタツド 502＋ 6 〃 アタマ 12．6

45 プ レ ト リ ア �7鹿 57 丹内 祐次多田 賢司氏 中川 公成 浦河 大北牧場 466－ 21：30．51	 43．6�
814 サトノルーチェ 牝4鹿 55 武 豊 	サトミホースカンパニー 吉村 圭司 千歳 社台ファーム 412－141：30．6
 16．8�
813 アバンチュリエ 牡3栗 54 �島 克駿 DMMドリームクラブ	 大竹 正博 安平 ノーザンファーム 474± 0 〃 ハナ 4．3
58 デルマカンノン 牝4鹿 55 秋山 稔樹浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 450－ 41：30．81	 34．9�
711 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± 01：30．9クビ 47．5�
610� ハッピーホンコン 牡4栗 57 落合 玄太会田 裕一氏 田中 淳司 浦河 ディアレスト

クラブ 456＋ 21：31．11
 155．4�
（北海道） （北海道）

69 ジ ャ ガ ー ド 牡4芦 57 川島 信二栗坂 崇氏 和田 雄二 新ひだか 岡田スタツド 424－ 2 〃 ハナ 215．6�
46 シベリアンタイガー �11鹿 57 横山 琉人岡田 牧雄氏 加藤 和宏 新ひだか 増本 良孝 470－121：31．31	 265．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 50，682，400円 複勝： 73，477，400円 枠連： 14，766，100円
馬連： 88，404，000円 馬単： 33，859，600円 ワイド： 81，681，700円
3連複： 143，459，700円 3連単： 153，140，800円 計： 639，471，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 330円 � 180円 � 150円 枠 連（3－7） 2，490円

馬 連 �� 3，250円 馬 単 �� 6，980円

ワ イ ド �� 1，220円 �� 830円 �� 410円

3 連 複 ��� 3，580円 3 連 単 ��� 31，400円

票 数

単勝票数 計 506824 的中 � 32375（5番人気）
複勝票数 計 734774 的中 � 44745（6番人気）� 111350（4番人気）� 145703（1番人気）
枠連票数 計 147661 的中 （3－7） 4585（13番人気）
馬連票数 計 884040 的中 �� 21060（13番人気）
馬単票数 計 338596 的中 �� 3635（31番人気）
ワイド票数 計 816817 的中 �� 16236（17番人気）�� 24483（10番人気）�� 54546（1番人気）
3連複票数 計1434597 的中 ��� 30052（9番人気）
3連単票数 計1531408 的中 ��� 3535（114番人気）

ハロンタイム 6．8―11．6―12．0―12．2―12．2―12．0―11．3―11．7

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．4―30．4―42．6―54．8―1：06．8―1：18．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．2―3F35．0

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

勝馬の
紹 介

グレイトオーサー �
�
父 ノヴェリスト �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2020．4．25 東京1着

2017．3．7生 �5栗 母 ディアデラノビア 母母 ポトリザリス 14戦3勝 賞金 45，326，000円
〔発走状況〕 アバンチュリエ号は，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〕 アバンチュリエ号は，発走調教再審査。
※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 ピースマインド号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



24011 8月13日 雨 稍重 （4札幌2） 第1日 第11競走 ��
��1，700�T V h 賞

発走15時25分 （ダート・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

テレビ北海道賞（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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

711 オセアダイナスティ 牡4栗 57 横山 武史 XIAOジャパン 加藤 征弘 新冠 村田牧場 520＋ 21：44．8 8．7�
610 マイネルクロンヌ 牡5鹿 57 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 浦河 小島牧場 512＋ 61：45．01� 3．0�
22 ペイシャキュウ 牝6鹿 55 武 豊北所 直人氏 蛯名 利弘 新冠 隆栄牧場 446＋ 41：45．31� 5．6�
58 クインズバジル 牝4鹿 55 浜中 俊 �ケイアイスタリオン 梅田 智之 新冠 ハシモトフアーム 468－ 21：45．72� 37．2�
45 モズピンポン 牡5栗 57 斎藤 新 �キャピタル・システム 矢作 芳人 新ひだか 上村 清志 534＋ 81：45．81 52．2�
813 キタノリューオー 牡4鹿 57 丸山 元気北所 直人氏 萱野 浩二 新ひだか 見上牧場 476＋ 81：45．9� 9．3	
57 アベックフォルス 牡5鹿 57 横山 和生田中 義明氏 加藤士津八 浦河 笠松牧場 484＋ 21：46．0クビ 17．7

46 ドゥラモンド 牡4黒鹿57 吉田 隼人 �シルクレーシング 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 494＋ 2 〃 クビ 6．0�
33 リキサントライ 牡4栗 57 池添 謙一 �ハイパワー商事 池添 兼雄 新冠 大栄牧場 500＋121：46．1クビ 9．6
11 エ グ レ ム ニ 牡5鹿 57 	島 克駿吉田 照哉氏 加用 正 千歳 社台ファーム 498± 01：46．2� 37．3�
69 オレンジペコ 牝5栗 55 古川 吉洋今村 明浩氏 武 英智 浦河 大島牧場 B484＋ 21：46．41 16．5�
814 ホッコーライデン 牡8黒鹿57 勝浦 正樹北幸商事� 松永 康利 日高 川端 正博 B534＋ 61：47．25 44．3�
34 ナイントゥファイブ 牝5黒鹿55 松田 大作黒川 暁子氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 468－ 41：48．810 61．9�
712 エクレルシー 牡4黒鹿57 藤岡 佑介�ノースヒルズ 栗田 徹 浦河 高野牧場 B508＋ 41：49．43� 48．0�

（14頭）

売 得 金
単勝： 89，348，400円 複勝： 126，594，000円 枠連： 37，765，600円
馬連： 220，721，100円 馬単： 77，735，000円 ワイド： 171，459，600円
3連複： 382，761，100円 3連単： 393，840，800円 計： 1，500，225，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 870円 複 勝 � 230円 � 150円 � 180円 枠 連（6－7） 1，000円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，580円

ワ イ ド �� 620円 �� 830円 �� 500円

3 連 複 ��� 2，920円 3 連 単 ��� 17，530円

票 数

単勝票数 計 893484 的中 � 81834（4番人気）
複勝票数 計1265940 的中 � 118960（5番人気）� 256972（1番人気）� 183761（3番人気）
枠連票数 計 377656 的中 （6－7） 29009（2番人気）
馬連票数 計2207211 的中 �� 116731（3番人気）
馬単票数 計 777350 的中 �� 16260（8番人気）
ワイド票数 計1714596 的中 �� 71243（3番人気）�� 50961（8番人気）�� 90254（2番人気）
3連複票数 計3827611 的中 ��� 98308（4番人気）
3連単票数 計3938408 的中 ��� 16281（28番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．1―30．9―43．6―56．0―1：08．2―1：20．3―1：32．1

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

オセアダイナスティ �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 メジロライアン デビュー 2020．10．18 東京7着

2018．3．12生 牡4栗 母 ラヴァーズレーン 母母 モ ガ ミ ヒ メ 12戦4勝 賞金 55，349，000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 サトノロイヤル号・ショウリノカンパイ号・ステイブルアスク号・タイセイシェダル号・ペイシャクェーサー号

24012 8月13日 晴 稍重 （4札幌2） 第1日 第12競走 ��
��1，200�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
1：07．5
1：05．8

良
良

815 バンデルオーラ 牡3鹿 54 浜中 俊 �社台レースホース牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 470－141：10．2 3．6�
714� スーリールダンジュ 牝3黒鹿52 藤岡 佑介ゴドルフィン 中内田充正 英 Crimbourne

Bloodstock Ltd 478± 01：10．41	 5．5�
35 ヒルノローザンヌ 牝3黒鹿52 
島 克駿�ヒルノ 西村 真幸 新冠 新冠橋本牧場 B484＋ 41：10．5クビ 6．0�
612 グランチェイサー �5黒鹿57 黛 弘人落合 幸弘氏 矢野 英一 新冠 村上 欽哉 448± 0 〃 アタマ 74．5�
11 ラ ピ カ ズ マ 牡4黒鹿57 菱田 裕二合同会社雅苑興業 高橋 文雅 安平 ノーザンファーム B502＋ 4 〃 クビ 10．2	
47 � グランアプロウソ 牡3黒鹿54 武 豊前田 幸治氏 松永 幹夫 米 North Hills

Co. Limited 500＋101：10．81� 6．3

510 グレイトミッション 牝4栗 55

53 △角田 大和 XIAOジャパン 菊川 正達 新ひだか 矢野牧場 B466＋ 2 〃 クビ 19．8�
24  ホウオウエンジェル 牝5鹿 55 丹内 祐次小笹 芳央氏 加藤 和宏 新ひだか 岡田スタツド 464－ 41：10．9クビ 33．0�
36 � レイヴンズコー 牡3黒鹿54 吉田 隼人ゴドルフィン 大竹 正博 愛 Godolphin 494± 01：11．0� 7．4
59 ノックトゥワイス �4栗 57 古川 吉洋飯塚 知一氏 大竹 正博 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 492－ 4 〃 ハナ 42．1�
48 � ハウファアイルゴー 牝3栗 52 落合 玄太古谷 剛彦氏 田中 淳司 新ひだか 岡田スタツド 450＋ 61：11．21 226．6�

（北海道） （北海道）

611 スマイルアップ 牝3芦 52 斎藤 新馬目 卓氏 萱野 浩二 浦河 辻 牧場 430± 0 〃 クビ 27．2�
23 トーホウジュナール 牝4青鹿 55

52 ▲鷲頭 虎太東豊物産� 高橋 亮 日高 竹島 幸治 480＋ 61：11．4� 62．0�
816 デイトンウェイ 牡4栗 57

55 △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 508＋ 2 〃 クビ 43．9�
713 ハクサンパール 牝3鹿 52

50 △横山 琉人河﨑 五市氏 新開 幸一 浦河 
川 啓一 450＋221：11．5クビ 31．1�
12 � ヒ ト ヨ ギ リ 牝4鹿 55

54 ☆泉谷 楓真森田 藤治氏 橋田 満 英 Floors
Farming B458－ 41：11．82 91．0�

（16頭）

売 得 金
単勝： 65，977，400円 複勝： 91，110，500円 枠連： 24，820，100円
馬連： 113，860，900円 馬単： 41，633，800円 ワイド： 109，080，300円
3連複： 189，837，400円 3連単： 195，878，000円 計： 832，198，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 150円 � 180円 � 190円 枠 連（7－8） 760円

馬 連 �� 920円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 360円 �� 550円 �� 630円

3 連 複 ��� 2，450円 3 連 単 ��� 9，390円

票 数

単勝票数 計 659774 的中 � 144531（1番人気）
複勝票数 計 911105 的中 � 175150（1番人気）� 129114（2番人気）� 114845（4番人気）
枠連票数 計 248201 的中 （7－8） 25008（2番人気）
馬連票数 計1138609 的中 �� 94886（1番人気）
馬単票数 計 416338 的中 �� 18555（1番人気）
ワイド票数 計1090803 的中 �� 83622（1番人気）�� 49315（3番人気）�� 42111（5番人気）
3連複票数 計1898374 的中 ��� 57978（2番人気）
3連単票数 計1958780 的中 ��� 15113（3番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．4―12．0―11．9―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．1―46．1―58．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F36．1
3 ・（1，2）6，4（11，8，12）（3，9）（5，15）（13，10，14）－（16，7） 4 1（4，2，6）（12，9）（11，8，5）（10，15）（3，14）（13，7）16

勝馬の
紹 介

バンデルオーラ �
�
父 トーセンラー �

�
母父 サクラバクシンオー デビュー 2022．1．16 中山2着

2019．4．26生 牡3鹿 母 マチカネハヤテ 母母 ベ ル セ ゾ ン 6戦2勝 賞金 18，600，000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 ナチュラル号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。



（4札幌2）第1日 8月13日（土曜日） 晴一時曇一時雨 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重一時良
重後稍重

競走回数 12回 出走頭数 157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

201，060，000円
24，760，000円
1，150，000円
25，360，000円
68，595，000円
4，317，500円
1，507，200円

勝馬投票券売得金
546，076，600円
707，267，900円
153，417，600円
841，891，300円
345，941，100円
782，201，500円
1，366，056，800円
1，518，922，000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 6，261，774，800円

総入場人員 8，387名 （有料入場人員 8，159名）
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