
24013 8月14日 曇 稍重 （4札幌2） 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

57 キ ガ ン 牝2栗 54
52 △小林 凌大鈴木 康弘氏 小島 茂之 新ひだか タイヘイ牧場 466－ 61：10．5 3．9�

812 ブルジュドバイ 牝2青鹿54 岩田 康誠野村 茂雄氏 森 秀行 安平 ノーザンファーム 452± 01：10．92� 3．1�
33 フォルテース 牡2黒鹿 54

52 △角田 大和岩﨑 僖澄氏 高橋 亮 新冠 松木 加代 444＋101：11．0� 44．6�
56 フューチャーアゲン 牝2栗 54

52 △横山 琉人浅川 皓司氏 加藤 和宏 浦河 松栄牧場 454－ 61：11．31� 205．9�
68 パクパクデスワ 牝2黒鹿54 斎藤 新大田 恭充氏 高橋 康之 新冠 中山 高鹿康 418± 01：12．04 42．5�
69 ビービータンバム 牡2鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太�坂東牧場 千田 輝彦 平取 坂東牧場 432－ 4 〃 ハナ 216．9	
813 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 428＋101：12．21� 3．2

45 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± 01：12．3クビ 138．7�
710 コズミックコール 牝2鹿 54 菱田 裕二ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 428＋ 41：12．4� 15．6
22 チャイボーグ 牝2黒鹿54 勝浦 正樹田頭 勇貴氏 的場 均 新ひだか 藤原牧場 458－ 61：12．5� 275．9�
11 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 434＋ 81：12．81� 9．0�
711 ダンツターセル 牡2鹿 54 丸山 元気山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 矢野牧場 476－ 21：12．9� 12．1�
44 ブルーシャトー 牡2青鹿 54

52 △山田 敬士 �サザンホールディング 根本 康広 日高 門別 敏朗 492－ 21：13．32� 254．4�
（13頭）

売 得 金
単勝： 30，484，300円 複勝： 42，080，000円 枠連： 9，729，700円
馬連： 45，426，900円 馬単： 23，355，700円 ワイド： 41，462，000円
3連複： 70，943，000円 3連単： 88，789，300円 計： 352，270，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 130円 � 130円 � 540円 枠 連（5－8） 310円

馬 連 �� 590円 馬 単 �� 1，270円

ワ イ ド �� 300円 �� 1，810円 �� 1，610円

3 連 複 ��� 5，790円 3 連 単 ��� 20，020円

票 数

単勝票数 計 304843 的中 � 64762（3番人気）
複勝票数 計 420800 的中 � 97434（2番人気）� 103917（1番人気）� 11923（7番人気）
枠連票数 計 97297 的中 （5－8） 24184（1番人気）
馬連票数 計 454269 的中 �� 59540（3番人気）
馬単票数 計 233557 的中 �� 13703（6番人気）
ワイド票数 計 414620 的中 �� 41738（3番人気）�� 5383（17番人気）�� 6065（16番人気）
3連複票数 計 709430 的中 ��� 9176（18番人気）
3連単票数 計 887893 的中 ��� 3215（72番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．6―12．1―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―45．5―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．9―3F36．6
3 3－13，12，6（1，5）7，8（4，2，10）＝（11，9） 4 3－（13，12）6，7－（1，5）8（2，10）－4－9－11
市場取引馬

勝馬の
紹 介

キ ガ ン �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Sea The Stars デビュー 2022．7．31 新潟3着

2020．1．30生 牝2栗 母 プリンセスオブザスターズ 母母 Wadud 2戦1勝 賞金 7，000，000円

24014 8月14日 曇 稍重 （4札幌2） 第2日 第2競走 2，400�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
2：32．1
2：28．6

重
不良

79 ウインアラジン 牡3栗 56
54 △角田 大和�ウイン 寺島 良 新ひだか 桜井牧場 474－ 62：36．6 4．9�

710 エーデルフォルム 牡3鹿 56 浜中 俊吉田 照哉氏 堀 宣行 千歳 社台ファーム 484－102：38．5大差 3．0�
68 ケリーズノベル �3鹿 56 横山 武史 �シルクレーシング 武井 亮 安平 ノーザンファーム B508－ 2 〃 クビ 3．3�
56 タイタンステップス 牡3鹿 56 �島 克駿 �社台レースホース尾関 知人 千歳 社台ファーム B542± 02：38．71� 12．3�
22 セイウンフィーバー 牡3芦 56

53 ▲土田 真翔西山 茂行氏 尾形 和幸 新冠 中山 高鹿康 442＋ 82：38．8クビ 43．6	
67 ガンガディン 牡3黒鹿56 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 472＋ 62：39．86 15．1

55 ス ク ナ 牡3鹿 56 原田 和真鈴木 康弘氏 堀内 岳志 新ひだか 上野 正恵 462＋122：39．9クビ 31．7�
33 ジャスティンマリブ 牡3黒鹿56 横山 和生三木 正浩氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 B510＋102：40．21� 61．7�
44 アルバハール 牡3栗 56

53 ▲鷲頭 虎太ゴドルフィン 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 532＋142：40．3� 11．2

11 ロイエンタール 牡3青鹿56 岩田 康誠山口 裕介氏 吉岡 辰弥 新冠 つつみ牧場 510＋ 22：40．51� 42．2�
812 ソレジャートポスト 牡3栗 56 斎藤 新吉田 千津氏 高柳 大輔 千歳 社台ファーム 462＋ 22：41．77 26．0�
811 ゲンパチソル 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂平野 武志氏 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 460＋ 82：41．91� 19．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 29，542，700円 複勝： 37，316，600円 枠連： 9，185，200円
馬連： 45，403，700円 馬単： 20，318，400円 ワイド： 43，529，300円
3連複： 74，648，000円 3連単： 79，658，700円 計： 339，602，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 490円 複 勝 � 150円 � 130円 � 120円 枠 連（7－7） 970円

馬 連 �� 830円 馬 単 �� 1，810円

ワ イ ド �� 340円 �� 310円 �� 190円

3 連 複 ��� 730円 3 連 単 ��� 4，590円

票 数

単勝票数 計 295427 的中 � 47457（3番人気）
複勝票数 計 373166 的中 � 57617（3番人気）� 79540（2番人気）� 82996（1番人気）
枠連票数 計 91852 的中 （7－7） 7314（3番人気）
馬連票数 計 454037 的中 �� 42200（3番人気）
馬単票数 計 203184 的中 �� 8416（6番人気）
ワイド票数 計 435293 的中 �� 29806（3番人気）�� 33229（2番人気）�� 67426（1番人気）
3連複票数 計 746480 的中 ��� 75682（1番人気）
3連単票数 計 796587 的中 ��� 12572（6番人気）

ハロンタイム 13．2―12．9―13．6―13．1―12．5―12．8―14．0―12．8―12．4―12．7―13．0―13．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．2―26．1―39．7―52．8―1：05．3―1：18．1―1：32．1―1：44．9―1：57．3―2：10．0―2：23．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→�→」 上り4F51．7―3F39．3
1
�

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ウインアラジン �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2022．3．26 阪神6着

2019．3．29生 牡3栗 母 シュウザンアイ 母母 シンシンフェミニン 7戦1勝 賞金 8，060，000円
〔制裁〕 スクナ号の騎手原田和真は，2コーナーでの御法（前の馬に接触した）について戒告。（被害馬：9番）
※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 インペラートル号・チアフルモーション号・デルマアメミット号

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２回 札幌競馬 第２日



24015 8月14日 曇 稍重 （4札幌2） 第2日 第3競走 1，700�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
1：40．9
1：40．9

重
重

69 タイセイフェイバー 牡3青鹿56 丹内 祐次田中 成奉氏 浜田多実雄 日高 ナカノファーム 520－ 81：47．2 10．5�
610 マ ヨ ン 牡3黒鹿56 横山 武史古賀 慎一氏 武井 亮 浦河 赤田牧場 B474＋ 21：48．05 2．6�
814 ロードマグマ 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹 �ロードホースクラブ 菊川 正達 新冠 森永 聡 462－ 4 〃 アタマ 7．5�
33 ニューレトロ 牡3鹿 56 菱田 裕二�明栄商事 武藤 善則 新ひだか 静内フジカワ牧場 450± 01：48．1� 41．0�
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 448＋ 21：48．31� 160．8�
813 スリードゥラメンテ 牡3青鹿 56

55 ☆泉谷 楓真永井商事� 南井 克巳 むかわ 市川牧場 B460－ 21：48．72 14．6	
46 インブリウム 牡3栗 56 池添 謙一 
社台レースホース鹿戸 雄一 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B442－ 21：49．12� 26．1�
22 ヒシアラカン 牡3栗 56 浜中 俊阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 470＋ 41：49．3� 6．5�
712 プラチナジェット 牝3青 54 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 日高 奥山 博 458＋ 41：49．51 11．4
45 シャムトラダイコウ 牝3芦 54

52 △小林 凌大西村 静子氏 中野 栄治 新ひだか 真歌田中牧場 482＋121：49．6� 164．9�
11 キューランブラー 牝3鹿 54

52 △角田 大和ディアレストクラブ� 牧田 和弥 浦河 高岸 順一 430－ 41：49．7� 117．2�
58 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 B498－ 21：49．8� 6．4�
57 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 434－ 41：50．97 51．1�
34 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 B452＋ 21：51．0� 12．4�

（14頭）

売 得 金
単勝： 32，088，400円 複勝： 42，775，000円 枠連： 8，015，100円
馬連： 43，581，700円 馬単： 20，079，500円 ワイド： 46，262，100円
3連複： 76，476，100円 3連単： 76，141，200円 計： 345，419，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，050円 複 勝 � 220円 � 130円 � 220円 枠 連（6－6） 1，270円

馬 連 �� 1，280円 馬 単 �� 2，980円

ワ イ ド �� 470円 �� 1，370円 �� 490円

3 連 複 ��� 3，610円 3 連 単 ��� 20，090円

票 数

単勝票数 計 320884 的中 � 24314（5番人気）
複勝票数 計 427750 的中 � 41794（5番人気）� 112052（1番人気）� 43354（4番人気）
枠連票数 計 80151 的中 （6－6） 4875（5番人気）
馬連票数 計 435817 的中 �� 26258（3番人気）
馬単票数 計 200795 的中 �� 5038（9番人気）
ワイド票数 計 462621 的中 �� 26414（3番人気）�� 8028（18番人気）�� 25209（4番人気）
3連複票数 計 764761 的中 ��� 15884（9番人気）
3連単票数 計 761412 的中 ��� 2747（52番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．4―12．7―12．6―12．5―12．7―13．0―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．5―43．2―55．8―1：08．3―1：21．0―1：34．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．4―3F38．9
1
3
1，9，12（4，6，10）7，3，8，11（2，5）13－14・（1，9）12，8（10，14）（4，6）（3，7）（13，2，11）－5

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

勝馬の
紹 介

タイセイフェイバー �
�
父 メイショウボーラー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2021．7．31 新潟11着

2019．2．19生 牡3青鹿 母 ベネフィット 母母 ルークラティブ 7戦1勝 賞金 9，020，000円
〔制裁〕 インブリウム号の騎手池添謙一は，4コーナー手前で外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：7番）
※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） 3頭 ヴィオレントアズル号・ニシノカケハシ号・ホウオウブリッツ号
（非抽選馬） 3頭 エコロジェネラス号・チェルスフィールド号・ディスコ号

24016 8月14日 曇 稍重 （4札幌2） 第2日 第4競走 ��1，500�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
1：27．3
1：27．3

良
良

46 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 466＋ 61：28．5 3．7�
814 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 418＋ 41：29．88 4．1�
711 シャノワール 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 小手川 準 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 21：29．9� 5．6�
57 シ ウ ン 牝3黒鹿54 松田 大作 �Gリビエール・

レーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 464＋ 81：30．0クビ 137．5�
33 ホートンプレインズ 牝3栗 54

52 △横山 琉人 �キャロットファーム 平田 修 安平 ノーザンファーム 426± 01：30．1� 4．8	
45 ティーライトニング 牡3鹿 56 吉田 隼人天白 裕之氏 辻 哲英 新ひだか 飛野牧場 460＋121：30．31� 10．5

22 ロータスペトル 牡3鹿 56 �島 克駿 �キャロットファーム 加藤 征弘 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 470＋ 21：30．72� 12．0�
712 スペースシャワー 牝3芦 54

52 △小林 凌大日下部勝德氏 小島 茂之 新冠 有限会社 大
作ステーブル 440± 01：31．55 15．4�

58 フォルトゥナ 牡3青鹿56 斎藤 新山本三津子氏 中野 栄治 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 466－ 21：32．13� 160．5

610 カルネドボヤージュ 牡3鹿 56
54 △角田 大和 �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 508－ 41：32．52� 126．4�
34 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 B450＋ 41：32．71� 36．1�
11 マイティキッチョウ 牝3黒鹿 54

52 △山田 敬士谷岡 正次氏 谷 潔 新ひだか 城地牧場 456＋281：34．6大差 328．3�
813 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 B438＋101：38．6大差 14．1�

（13頭）
69 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 32，094，500円 複勝： 46，907，900円 枠連： 9，193，100円
馬連： 46，107，400円 馬単： 18，808，300円 ワイド： 43，643，300円
3連複： 70，242，700円 3連単： 77，408，900円 計： 344，406，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 160円 � 160円 � 150円 枠 連（4－8） 570円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 370円 �� 450円 �� 300円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 7，030円

票 数

単勝票数 差引計 320945（返還計 973） 的中 � 68125（1番人気）
複勝票数 差引計 469079（返還計 1417） 的中 � 76980（3番人気）� 76974（4番人気）� 79683（2番人気）
枠連票数 差引計 91931（返還計 8 ） 的中 （4－8） 12443（2番人気）
馬連票数 差引計 461074（返還計 4815） 的中 �� 32086（3番人気）
馬単票数 差引計 188083（返還計 1709） 的中 �� 7427（4番人気）
ワイド票数 差引計 436433（返還計 3966） 的中 �� 30067（3番人気）�� 23773（6番人気）�� 38794（2番人気）
3連複票数 差引計 702427（返還計 14818） 的中 ��� 31208（4番人気）
3連単票数 差引計 774089（返還計 14875） 的中 ��� 7977（5番人気）

ハロンタイム 6．7―11．1―11．3―11．5―11．5―11．8―11．8―12．8

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．7―17．8―29．1―40．6―52．1―1：03．9―1：15．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F47．9―3F36．4

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

勝馬の
紹 介

ケ デ シ ュ �
�
父 リオンディーズ �

�
母父 ディープインパクト デビュー 2021．10．16 東京2着

2019．3．7生 牝3黒鹿 母 テーオーヴィーナス 母母 シルクチャプター 8戦1勝 賞金 11，110，000円
〔出走取消〕 パンドーロ号は，疾病〔左前肢フレグモーネ〕のため出走取消。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アナベル号・ポリッシュキッス号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月14日

まで平地競走に出走できない。
マイティキッチョウ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年10月14日まで平地
競走に出走できない。

〔3走成績による出走制限〕 フォルトゥナ号・カルネドボヤージュ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月14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） 1頭 ルージュエピス号
（非抽選馬） 5頭 シャウビンダー号・ショウナンラブリー号・ソリルーナ号・タレントゥーサ号・ヤマニンフェリクス号



24017 8月14日 曇 稍重 （4札幌2） 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

810 アスクメークシェア 牡2鹿 54 吉田 隼人廣崎 利洋氏 藤原 英昭 平取 株式会社
ASK STUD 484 ―1：53．3 4．2�

33 エンライトメント 牡2鹿 54 斎藤 新�ミルファーム 斎藤 誠 浦河 ミルファーム 464 ― 〃 アタマ 3．7�
66 ヴェルデシチー 牡2青鹿54 藤岡 佑介 �友駿ホースクラブ 佐々木晶三 新冠 新冠橋本牧場 442 ―1：53．51� 4．4�
55 シャドウソニック 牡2鹿 54 菱田 裕二飯塚 知一氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 490 ― 〃 ハナ 8．8�
67 ハ ン マ 牝2栗 54 横山 和生�NICKS 昆 貢 浦河 辻 牧場 486 ―1：53．92 21．4	
22 モズハタラキモノ 牡2黒鹿54 横山 武史 �キャピタル・システム 田中 克典 苫小牧 アスラン 448 ―1：54．22 9．3

11 ミルトプライム 牡2鹿 54

52 △角田 大和永山 勝敏氏 杉山 晴紀 新冠 オリエント牧場 468 ― 〃 アタマ 54．5�
811 サンデーヒーロー 牡2鹿 54 丹内 祐次山田 裕仁氏 中村 直也 浦河 バンブー牧場 452 ―1：54．41� 35．0�
78 フェリシエンヌ 牝2芦 54 松田 大作河野 孝明氏 小林 真也 浦河 桑田牧場 414 ― 〃 ハナ 137．7
44 コモドアーズ 牡2芦 54 �島 克駿安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 518 ―1：54．5� 7．6�
79 フィーバーヒュー 牝2黒鹿54 丸山 元気�ORTEGA 大江原 哲 日高 藤本 直弘 438 ―2：03．3大差 123．6�

（11頭）

売 得 金
単勝： 38，461，700円 複勝： 36，822，400円 枠連： 6，466，800円
馬連： 43，304，400円 馬単： 21，835，000円 ワイド： 36，317，300円
3連複： 60，503，900円 3連単： 74，751，500円 計： 318，463，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 420円 複 勝 � 140円 � 120円 � 140円 枠 連（3－8） 730円

馬 連 �� 720円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 290円 �� 270円 �� 280円

3 連 複 ��� 900円 3 連 単 ��� 4，250円

票 数

単勝票数 計 384617 的中 � 75615（2番人気）
複勝票数 計 368224 的中 � 64894（3番人気）� 83262（1番人気）� 65034（2番人気）
枠連票数 計 64668 的中 （3－8） 6860（2番人気）
馬連票数 計 433044 的中 �� 46609（1番人気）
馬単票数 計 218350 的中 �� 12432（1番人気）
ワイド票数 計 363173 的中 �� 31403（3番人気）�� 33921（1番人気）�� 32841（2番人気）
3連複票数 計 605039 的中 ��� 50312（1番人気）
3連単票数 計 747515 的中 ��� 12745（1番人気）

ハロンタイム 12．8―12．1―12．9―13．2―12．9―12．6―12．3―12．2―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―24．9―37．8―51．0―1：03．9―1：16．5―1：28．8―1：41．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．4―3F36．8
1
3
・（1，8）（6，11）10（5，7）2，4（3，9）
1（6，8，7）（10，11，2）（4，3）5＝9

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

勝馬の
紹 介

アスクメークシェア �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．4．2生 牡2鹿 母 ディープインアスク 母母 マーズプリンセス 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フィーバーヒュー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月14日まで平地競

走に出走できない。
※フェリシエンヌ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

24018 8月14日 曇 稍重 （4札幌2） 第2日 第6競走 ��
��1，700�3歳以上1勝クラス

発走12時45分 （ダート・右）
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

33 コスモルーテウス 牡3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 田中 博康 新冠 ビッグレッドファーム 458－ 41：46．7 6．6�
22 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 504＋ 2 〃 クビ 160．9�
46 オーマイオーマイ 牡5鹿 57 池添 謙一�キーファーズ 小崎 憲 千歳 社台ファーム 480－ 61：46．8	 10．4�
69 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 474＋ 61：47．33 3．2�
58 エアーレジーナ 牝4鹿 55 川島 信二遠藤 良一氏 和田 雄二 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 496－ 41：47．61� 21．4	
57 � キャンディドライヴ 牡3鹿 54 横山 和生長谷川祐司氏 黒岩 陽一 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

490－ 21：47．81 3．5

712� キミコソシャチョウ 牡3芦 54 松田 大作 �ミキハウスHKサービス 森 秀行 米 Profoal Part-

ners8，LLC 488－ 81：47．9	 22．0�
711 ジェイエルブリッジ 牡4芦 57

55 △小林 凌大橋元 幸人氏 小西 一男 日高 ナカノファーム 480± 01：48．11� 220．3�
813 ク ル ル 牡3鹿 54

51 ▲西塚 洸二�ORTEGA 大江原 哲 新ひだか
有限会社 三石
軽種馬共同育成
センター 482－ 61：48．52	 14．6

11 ア ニ ー ジ ョ 牡3栗 54 斎藤 新 �ローレルレーシング 畠山 吉宏 浦河 グランデファーム 522－ 41：48．71� 105．5�
34 � ワンダフルヘヴン 牝3青鹿52 菱田 裕二�レッドマジック久保田貴士 米

Kenneth L.
Ramsey & Sarah
K. Ramsey

B496＋101：49．97 4．8�
610 カツノサンキュウ 牡4鹿 57

55 △横山 琉人聖心台牧場� 萱野 浩二 新ひだか 聖心台牧場 482± 01：50．64 253．7�
814 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 480－ 41：50．92 131．6�
45 アスターナランハ 牡4黒鹿 57

55 △角田 大和加藤 久枝氏 南井 克巳 浦河 高村牧場 B458－ 61：52．610 51．6�
（14頭）

売 得 金
単勝： 44，159，600円 複勝： 46，564，600円 枠連： 8，004，700円
馬連： 49，068，700円 馬単： 22，465，300円 ワイド： 49，138，600円
3連複： 77，092，500円 3連単： 91，654，200円 計： 388，148，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 290円 � 2，080円 � 300円 枠 連（2－3） 12，090円

馬 連 �� 34，690円 馬 単 �� 28，900円

ワ イ ド �� 8，160円 �� 1，130円 �� 7，610円

3 連 複 ��� 67，230円 3 連 単 ��� 353，450円

票 数

単勝票数 計 441596 的中 � 53171（4番人気）
複勝票数 計 465646 的中 � 46116（4番人気）� 4933（12番人気）� 43869（5番人気）
枠連票数 計 80047 的中 （2－3） 513（20番人気）
馬連票数 計 490687 的中 �� 1096（50番人気）
馬単票数 計 224653 的中 �� 583（65番人気）
ワイド票数 計 491386 的中 �� 1523（48番人気）�� 11664（13番人気）�� 1633（45番人気）
3連複票数 計 770925 的中 ��� 860（131番人気）
3連単票数 計 916542 的中 ��� 188（675番人気）

ハロンタイム 6．9―11．4―11．7―12．3―12．5―12．3―12．8―13．3―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．3―30．0―42．3―54．8―1：07．1―1：19．9―1：33．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．9―3F39．6
1
3

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

勝馬の
紹 介

コスモルーテウス �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2021．7．25 函館3着

2019．5．9生 牡3栗 母 ミルルーテウス 母母 ミルレーサー 7戦2勝 賞金 16，600，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アスターナランハ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月14日まで平地競

走に出走できない。



24019 8月14日 曇 稍重 （4札幌2） 第2日 第7競走 1，500�3歳以上1勝クラス
発走13時15分 （芝・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
1：27．3
1：27．3

良
良

33 ルージュエクレール 牝3鹿 52 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± 01：30．4 1．4�
710 チャオバンビーナ 牝3鹿 52

49 ▲鷲頭 虎太吉田 千津氏 茶木 太樹 千歳 社台ファーム 418－ 2 〃 アタマ 17．7�
79 ユキノエリザベス 牝3黒鹿52 池添 謙一井上 基之氏 竹内 正洋 新ひだか 服部 牧場 462＋121：30．5� 35．5�
56 オーソレミオ 牝3青鹿52 横山 和生�タイヘイ牧場 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 452＋ 41：30．71 3．6�

811 ララサンスフル 牝4黒鹿55 菱田 裕二フジイ興産� 大竹 正博 新ひだか グランド牧場 492－ 6 〃 クビ 15．7�
（法942）

22 ピースキーパー 牝3栗 52 藤岡 佑介 �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 444＋ 81：30．8� 54．3	

67 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 472＋ 41：30．9クビ 47．1


44 � サイモンベラーノ 牝5栗 55 丸山 元気澤田 昭紀氏 根本 康広 浦河 高昭牧場 490＋ 6 〃 クビ 29．8�
68 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 470＋ 41：31．0クビ 121．3�
11 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 422＋ 61：31．1� 21．0�
812 ナ チ ュ ラ ル 牝3鹿 52

50 △横山 琉人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 佐々木晶三 新冠 協和牧場 406＋ 21：32．37 139．6�

55 パワポケビー 牝3栗 52
49 ▲西塚 洸二柳原 達也氏 中野 栄治 日高 佐々木 康治 484＋ 21：32．72� 136．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 31，098，300円 複勝： 102，273，800円 枠連： 7，587，100円
馬連： 35，981，700円 馬単： 26，163，700円 ワイド： 37，185，700円
3連複： 58，323，000円 3連単： 116，631，100円 計： 415，244，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 140円 複 勝 � 110円 � 260円 � 450円 枠 連（3－7） 840円

馬 連 �� 1，180円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 510円 �� 860円 �� 4，810円

3 連 複 ��� 7，510円 3 連 単 ��� 15，740円

票 数

単勝票数 計 310983 的中 � 170944（1番人気）
複勝票数 計1022738 的中 � 801350（1番人気）� 25978（3番人気）� 12907（7番人気）
枠連票数 計 75871 的中 （3－7） 6949（3番人気）
馬連票数 計 359817 的中 �� 23533（3番人気）
馬単票数 計 261637 的中 �� 15075（5番人気）
ワイド票数 計 371857 的中 �� 19830（4番人気）�� 11169（9番人気）�� 1847（32番人気）
3連複票数 計 583230 的中 ��� 5820（21番人気）
3連単票数 計1166311 的中 ��� 5372（49番人気）

ハロンタイム 6．6―11．1―11．6―12．1―12．4―12．4―12．1―12．1

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―17．7―29．3―41．4―53．8―1：06．2―1：18．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．6

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

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 6戦2勝 賞金 22，000，000円
〔発走状況〕 パワポケビー号は，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〕 パワポケビー号は，発走調教再審査。
※ナチュラル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

24020 8月14日 曇 稍重 （4札幌2） 第2日 第8競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時45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

45 リアルシング 牡5黒鹿57 池添 謙一 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 544－ 21：46．1 2．9�

812 フームスムート 牡5黒鹿57 丹内 祐次ディアレストクラブ� 水野 貴広 浦河 ディアレスト
クラブ B532＋ 2 〃 クビ 9．9�

56 アスクビックスター 牡3鹿 54 横山 武史廣崎利洋HD� 矢作 芳人 新ひだか 飛野牧場 478－ 21：46．2� 3．2�
33 スマートセプター 牡3鹿 54 吉田 隼人大川 徹氏 須貝 尚介 新ひだか 静内山田牧場 502－ 21：46．62� 23．1�
11 シルバーブレッド 牡3鹿 54 菱田 裕二犬塚悠治郎氏 石坂 公一 新ひだか 佐藤 鉄也 430± 0 〃 クビ 42．1�
57 チュウワジョーダン �5黒鹿57 伊藤 工真中西 忍氏 林 徹 日高 若林 順一 B448＋ 41：46．7クビ 14．5	
813 ハイラブハンター 牡4鹿 57 古川 吉洋服部 新平氏 谷 潔 浦河 �川フアーム 494＋ 81：47．44 7．5

711 シャインフォール 牡3鹿 54 横山 和生皆川 博文氏 小野 次郎 日高 大江牧場 476＋ 21：47．82� 18．7�
44 サトノスライヴ 牡5黒鹿 57

56 ☆泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム B508± 01：48．65 9．1�
710� 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 B438＋ 21：49．02� 306．0
69 ネオヒューズ 牡4栗 57 丸山 元気西田 俊二氏 小西 一男 新ひだか 小河 豊水 520＋ 6 〃 クビ 58．4�
22 リ ヴ ウ ェ ル 牡4黒鹿 57

56 ☆秋山 稔樹ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 深山 雅史 浦河 市正牧場 488± 01：49．53 20．0�

68 � 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 502＋ 61：50．24 199．4�

（13頭）

売 得 金
単勝： 30，834，700円 複勝： 42，182，600円 枠連： 9，938，700円
馬連： 47，859，000円 馬単： 20，518，200円 ワイド： 47，131，400円
3連複： 74，969，200円 3連単： 85，872，700円 計： 359，306，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 220円 � 150円 枠 連（4－8） 420円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 2，110円

ワ イ ド �� 400円 �� 240円 �� 590円

3 連 複 ��� 1，480円 3 連 単 ��� 8，410円

票 数

単勝票数 計 308347 的中 � 83364（1番人気）
複勝票数 計 421826 的中 � 111477（1番人気）� 37202（5番人気）� 70030（2番人気）
枠連票数 計 99387 的中 （4－8） 18243（2番人気）
馬連票数 計 478590 的中 �� 27891（4番人気）
馬単票数 計 205182 的中 �� 7277（5番人気）
ワイド票数 計 471314 的中 �� 28926（4番人気）�� 56984（1番人気）�� 18428（7番人気）
3連複票数 計 749692 的中 ��� 37842（3番人気）
3連単票数 計 858727 的中 ��� 7401（16番人気）

ハロンタイム 6．9―11．3―12．0―12．5―12．5―12．5―12．6―12．6―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．2―30．2―42．7―55．2―1：07．7―1：20．3―1：32．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リアルシング �
�
父 リアルインパクト �

�
母父 アジュディケーティング デビュー 2019．11．9 京都9着

2017．4．5生 牡5黒鹿 母 ベルモントピノコ 母母 スターリーナイト 28戦2勝 賞金 41，490，000円
〔制裁〕 サトノスライヴ号の調教師南井克巳は，装鞍所集合時刻に遅れたことについて戒告。

シルバーブレッド号の騎手菱田裕二は，最後の直線コースで外側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：13
番）



24021 8月14日 曇 稍重 （4札幌2） 第2日 第9競走 ��1，800�
い し か り

石 狩 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 287，000円 82，000円 41，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．8

良
良

22 サンストックトン 牡3栗 54 横山 武史 �加藤ステーブル 鹿戸 雄一 日高 株式会社 加
藤ステーブル 460± 01：50．0 1．5�

77 スペシャルトーク �4青鹿57 勝浦 正樹ホースアディクト杉浦 宏昭 新ひだか 見上牧場 448＋ 41：50．74 101．2�
89 フ ォ レ ス タ 牝4鹿 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 嘉藤 貴行 新冠 長浜 秀昭 426＋141：50．9� 12．2�
33 マカンマカン 牡3青鹿54 浜中 俊金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 464－ 2 〃 クビ 3．7�
55 � アルファウェーブ �5栗 57 丸山 元気吉田 勝己氏 辻 哲英 愛 Athassel House

Stud Ltd B528－ 61：51．0	 14．9	
11 
 リ チ ュ ア ル �3黒鹿54 吉田 隼人長谷川祐司氏 田中 克典 新ひだか 矢野牧場 508＋ 61：51．1	 20．1

44 オメガデラックス �5黒鹿57 横山 和生原 �子氏 安田 翔伍 千歳 社台ファーム 432－ 61：51．2クビ 8．1�
88 
 ソ ヨ ギ 牝5青鹿55 斎藤 新海谷 幸司氏 粕谷 昌央 日高 春木ファーム 478＋ 21：51．83	 145．0�
66 サイモンルグラン 牡5鹿 57 秋山 稔樹澤田 昭紀氏 勢司 和浩 日高 中前牧場 502＋ 61：52．75 160．7

（9頭）

売 得 金
単勝： 33，839，700円 複勝： 73，875，000円 枠連： 6，236，000円
馬連： 37，735，500円 馬単： 25，076，900円 ワイド： 30，393，800円
3連複： 54，737，700円 3連単： 130，867，000円 計： 392，761，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 850円 � 210円 枠 連（2－7） 6，240円

馬 連 �� 6，110円 馬 単 �� 7，580円

ワ イ ド �� 1，490円 �� 340円 �� 5，200円

3 連 複 ��� 11，210円 3 連 単 ��� 40，390円

票 数

単勝票数 計 338397 的中 � 172354（1番人気）
複勝票数 計 738750 的中 � 550813（1番人気）� 5277（7番人気）� 29565（4番人気）
枠連票数 計 62360 的中 （2－7） 774（15番人気）
馬連票数 計 377355 的中 �� 4783（14番人気）
馬単票数 計 250769 的中 �� 2479（21番人気）
ワイド票数 計 303938 的中 �� 4943（14番人気）�� 26139（4番人気）�� 1369（22番人気）
3連複票数 計 547377 的中 ��� 3662（24番人気）
3連単票数 計1308670 的中 ��� 2349（93番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．9―37．5―49．7―1：01．7―1：13．7―1：25．8―1：37．9

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

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

勝馬の
紹 介

サンストックトン �
�
父 ワールドエース �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2021．8．15 札幌2着

2019．3．12生 牡3栗 母 シ ナ ル 母母 イブキスタイリスト 8戦2勝 賞金 27，886，000円
※出走取消馬 スマートワン号（疾病〔左前肢跛行〕のため）

24022 8月14日 曇 稍重 （4札幌2） 第2日 第10競走 ��
��2，000�

も い わ や ま

藻 岩 山 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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

11 ドゥラドーレス 牡3鹿 54 横山 武史吉田 勝己氏 宮田 敬介 安平 ノーザンファーム 494－ 42：02．4 1．5�
57 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 B446－ 22：02．82	 15．9�
44 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 B436＋ 6 〃 アタマ 43．4�
33 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 452－ 62：02．9クビ 10．2�
68 ナックイルシーブ 牡4芦 57 勝浦 正樹小松 欣也氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B500－182：03．11 51．8�
45 ヤマニンゼスト 牡3鹿 54 鷲頭 虎太土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 506＋ 2 〃 クビ 8．3	
22 マイネルエニグマ 牡4栗 57 丹内 祐次 
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 468＋ 82：03．2クビ 6．0�
812 ウインチェレステ 牡4鹿 57 吉田 隼人
ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム B512＋ 6 〃 クビ 22．5�
813 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 482＋ 82：03．3クビ 140．3�
711 オータムヒロイン 牝4鹿 55 古川 吉洋ゴドルフィン �島 一歩 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472＋ 82：03．51
 52．8�
56 インペリアルフィズ 牡8栗 57 菱田 裕二 �社台レースホース和田 勇介 千歳 社台ファーム B470－102：03．6� 183．2�
710 ウインミニヨン 牝4栗 55 横山 和生
ウイン 長谷川浩大 新冠 コスモヴューファーム 424＋ 4 〃 クビ 23．1�
69 リーブルミノル 牡4栗 57 丸山 元気吉岡 實氏 本田 優 洞�湖 レイクヴィラファーム 482＋ 22：04．34 120．5�

（13頭）

売 得 金
単勝： 51，733，900円 複勝： 93，821，400円 枠連： 12，882，300円
馬連： 79，252，700円 馬単： 41，472，400円 ワイド： 73，303，700円
3連複： 132，941，500円 3連単： 211，872，500円 計： 697，280，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 270円 � 690円 枠 連（1－5） 1，490円

馬 連 �� 1，520円 馬 単 �� 1，870円

ワ イ ド �� 490円 �� 1，200円 �� 4，990円

3 連 複 ��� 12，120円 3 連 単 ��� 36，440円

票 数

単勝票数 計 517339 的中 � 263485（1番人気）
複勝票数 計 938214 的中 � 521290（1番人気）� 48898（5番人気）� 15290（9番人気）
枠連票数 計 128823 的中 （1－5） 6675（6番人気）
馬連票数 計 792527 的中 �� 40266（4番人気）
馬単票数 計 414724 的中 �� 16598（6番人気）
ワイド票数 計 733037 的中 �� 41187（4番人気）�� 15424（13番人気）�� 3534（37番人気）
3連複票数 計1329415 的中 ��� 8220（37番人気）
3連単票数 計2118725 的中 ��� 4215（112番人気）

ハロンタイム 12．9―11．2―12．2―12．9―12．7―12．5―12．3―11．8―11．8―12．1

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．1―36．3―49．2―1：01．9―1：14．4―1：26．7―1：38．5―1：50．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．0―3F35．7
1
3
12－4－（8，3）－13（2，7）（1，11）－9－6－5，10
12（4，3）（8，2，13）（1，7）（9，11）（6，5）－10

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

勝馬の
紹 介

ドゥラドーレス �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 ハービンジャー デビュー 2021．11．7 東京1着

2019．2．23生 牡3鹿 母 ロ カ 母母 ランズエッジ 5戦3勝 賞金 46，769，000円



24023 8月14日 晴 稍重 （4札幌2） 第2日 第11競走 ��
��1，200�U H B 賞

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，R3．8．14以降R4．8．7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

北海道文化放送賞（1着）
賞 品

本 賞 23，000，000円 9，200，000円 5，800，000円 3，500，000円 2，300，000円
付 加 賞 420，000円 120，000円 60，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

815 ロードマックス 牡4鹿 55 �島 克駿 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 新ひだか ケイアイファーム 442－ 61：09．2 6．7�
714 アスタールビー 牝6鹿 53 古川 吉洋加藤 久枝氏 南井 克巳 新ひだか 平野牧場 468＋ 6 〃 ハナ 8．3�
510 サヴォワールエメ 牝6栗 53 松田 大作平井 裕氏 辻野 泰之 千歳 社台ファーム 462－ 61：09．4� 25．5�
36 	 ミニオンペール 牝6鹿 52 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± 01：09．5� 15．8�
48 ケープコッド 牝5黒鹿53 池添 謙一ゴドルフィン 高柳 瑞樹 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B488± 0 〃 クビ 5．5�
35 マイネルジェロディ 牡4青鹿55 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 472＋ 4 〃 ハナ 5．2	
713 マイネルアルケミー 牡6栗 54 丸山 元気 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 中野 栄治 浦河 村下 清志 476－ 41：09．6クビ 38．6

47 ビップウインク 牝5青 52 菱田 裕二鈴木 邦英氏 清水 久詞 安平 ノーザンファーム 516－ 4 〃 アタマ 30．1�
816 シーズンズギフト 牝5青鹿52 吉田 隼人 �キャロットファーム 黒岩 陽一 安平 ノーザンファーム 496＋ 21：09．7� 25．0
612
 ヴィズサクセス 牡5鹿 54 岩田 康誠嶋田 賢氏 奥村 武 愛 Airlie Stud 482＋ 41：09．8クビ 5．7�
23 タイセイアベニール 牡7鹿 56 横山 武史田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 松本 信行 B482－ 8 〃 クビ 10．2�
12 リ ン ゴ ア メ 牝4黒鹿53 泉谷 楓真 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 460＋101：09．9クビ 11．3�
11 アドマイヤジャスタ 牡6鹿 55 斎藤 新近藤 旬子氏 石坂 公一 安平 ノーザンファーム B518＋ 8 〃 アタマ 76．9�
59 アルピニズム 牡5鹿 55 勝浦 正樹吉田 照哉氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 494－ 61：10．0� 52．7�
24 コロラトゥーレ 牝8鹿 51 角田 大和廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 460－161：10．1� 121．7�
611 ショウナンアニメ 牡5鹿 54 横山 琉人�湘南 吉村 圭司 安平 ノーザンファーム 500± 01：10．2� 133．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 76，315，200円 複勝： 98，863，300円 枠連： 39，596，100円
馬連： 230，305，100円 馬単： 79，052，800円 ワイド： 162，022，800円
3連複： 403，814，500円 3連単： 425，024，800円 計： 1，514，994，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 280円 � 300円 � 610円 枠 連（7－8） 2，030円

馬 連 �� 3，760円 馬 単 �� 6，700円

ワ イ ド �� 1，410円 �� 2，820円 �� 3，160円

3 連 複 ��� 29，610円 3 連 単 ��� 145，690円

票 数

単勝票数 計 763152 的中 � 90934（4番人気）
複勝票数 計 988633 的中 � 97815（4番人気）� 88780（5番人気）� 37759（9番人気）
枠連票数 計 395961 的中 （7－8） 15066（12番人気）
馬連票数 計2303051 的中 �� 47346（15番人気）
馬単票数 計 790528 的中 �� 8837（28番人気）
ワイド票数 計1620228 的中 �� 30156（16番人気）�� 14703（34番人気）�� 13068（37番人気）
3連複票数 計4038145 的中 ��� 10226（99番人気）
3連単票数 計4250248 的中 ��� 2115（465番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．2―11．5―11．4―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．8―45．3―56．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ロードマックス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Dubawi デビュー 2020．6．28 東京1着

2018．3．23生 牡4鹿 母 パーフェクトトリビュート 母母 Perfect Spirit 12戦3勝 賞金 74，826，000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 アンコールプリュ号

24024 8月14日 晴 稍重 （4札幌2） 第2日 第12競走 ��1，000�3歳以上2勝クラス
発走16時05分 （ダート・右）

負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 11，100，000円 4，400，000円 2，800，000円 1，700，000円 1，110，000円� コースレコード

中央レコード
57．5
56．8

良
重

67 ム ジ ッ ク 牝4栗 55
53 △角田 大和�三嶋牧場 高橋 亮 浦河 三嶋牧場 B488＋ 4 59．2 3．5�

44 ミユキアイラブユー 牡3鹿 54
51 ▲鷲頭 虎太長井 純一氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 564－ 4 59．3� 5．1�

79 スイートカルデア 牝4鹿 55 横山 武史�吉田牧場 菊川 正達 安平 吉田牧場 478－ 4 59．51� 3．9�
33 カネコメシスター 牝3栗 52 斎藤 新髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 ラツキー牧場 484± 0 59．6クビ 7．0�
710 ポ メ ラ ー ト 牝3黒鹿 52

50 △横山 琉人合同会社雅苑興業 茶木 太樹 新冠 津田牧場 496＋16 59．7� 12．4�
22 フェイマスダンディ 牡4鹿 57 菱田 裕二堀江 貞幸氏 深山 雅史 新ひだか 白井 吉美 464－ 4 59．8クビ 18．5	
55 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 486＋ 2 59．9� 32．6�
811 ショウナンアストラ 牡4黒鹿57 吉田 隼人国本 哲秀氏 西田雄一郎 むかわ 上水牧場 484＋ 61：00．0� 50．3�
68 	 グ レ タ 牝3芦 52

51 ☆泉谷 楓真大脇 佑樹氏 清水 英克 浦河 ヒダカフアーム 458＋ 8 〃 アタマ 19．7
11 ルーチェデラヴィタ 牝5鹿 55

52 ▲大久保友雅安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 広富牧場 452－101：00．42� 55．8�
56 
 メサテソーロ 牝5青鹿 55

52 ▲西塚 洸二了德寺健二ホール
ディングス
 栗田 徹 米 Clearsky

Farms B526± 01：00．5クビ 27．9�
812 ニ シ ノ ア ナ 牝3鹿 52

51 ☆秋山 稔樹西山 茂行氏 相沢 郁 浦河 杵臼牧場 B462＋ 21：01．13� 10．9�
（12頭）

売 得 金
単勝： 73，108，200円 複勝： 84，428，200円 枠連： 21，754，200円
馬連： 124，994，500円 馬単： 50，396，700円 ワイド： 107，644，700円
3連複： 196，622，900円 3連単： 221，546，600円 計： 880，496，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 140円 � 170円 � 170円 枠 連（4－6） 850円

馬 連 �� 970円 馬 単 �� 1，910円

ワ イ ド �� 370円 �� 380円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，940円 3 連 単 ��� 8，040円

票 数

単勝票数 計 731082 的中 � 162832（1番人気）
複勝票数 計 844282 的中 � 185051（1番人気）� 119956（3番人気）� 120812（2番人気）
枠連票数 計 217542 的中 （4－6） 19764（2番人気）
馬連票数 計1249945 的中 �� 99585（1番人気）
馬単票数 計 503967 的中 �� 19761（1番人気）
ワイド票数 計1076447 的中 �� 75300（1番人気）�� 73280（2番人気）�� 56355（4番人気）
3連複票数 計1966229 的中 ��� 75900（1番人気）
3連単票数 計2215466 的中 ��� 19958（1番人気）

ハロンタイム 12．2―10．6―11．6―11．8―13．0

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．8―34．4―46．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．0―3F36．4
3 ・（5，7）（10，12）－（1，8）－（6，11）9（2，4）3 4 ・（5，7）10－（8，12）（1，11，4）（6，9，3）2

勝馬の
紹 介

ム ジ ッ ク �
�
父 アイルハヴアナザー �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2020．11．21 阪神7着

2018．3．25生 牝4栗 母 ウォータームージカ 母母 カパルアベイ 15戦3勝 賞金 45，060，000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 アルナージ号・ウキウキホリデー号・ダンスウィズジョイ号・マイステージ号

３レース目



（4札幌2）第2日 8月14日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重

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

211，000，000円
7，330，000円
26，470，000円
1，440，000円
26，920，000円
67，246，000円
4，180，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
503，761，200円
747，910，800円
148，589，000円
829，021，300円
369，542，900円
718，034，700円
1，351，315，000円
1，680，218，500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 6，348，393，400円

総入場人員 9，399名 （有料入場人員 9，155名）
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