
24025 8月20日 曇 稍重 （4札幌2） 第3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

33 ビキニボーイ 牡2鹿 54 浜中 俊小林 祥晃氏 梅田 智之 新ひだか 谷岡牧場 478－ 21：54．3 4．5�
11 ブラックヴァール 牝2黒鹿54 丹内 祐次石井 輝昭氏 菊川 正達 浦河 高昭牧場 446－ 61：54．62 19．6�
77 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 460－ 41：54．7� 2．8�
44 ナチュラルリバー 牡2鹿 54 藤岡 佑介吉田 晴哉氏 武 英智 安平 追分ファーム 470－10 〃 クビ 9．9�
55 フェネストラ 牝2黒鹿54 横山 和生杉山 忠国氏 清水 久詞 新ひだか 明治牧場 418－ 41：54．8クビ 2．5�
22 コモドアーズ 牡2芦 54 柴山 雄一安原 浩司氏 西村 真幸 新ひだか フジワラフアーム 512－ 61：55．12 82．4	
89 ジャンマギアーナ 牡2黒鹿 54

52 △角田 大和加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社
ノースヒルズ B476± 01：55．63 46．2


810 ディアマイサン 牡2鹿 54 �島 克駿吉田 晴哉氏 松下 武士 安平 追分ファーム 518＋ 21：55．81� 35．0�
66 ケイグンノイッカク 牝2鹿 54 吉田 隼人野崎 宗信氏 青木 孝文 新ひだか 山際 智 448± 01：57．510 66．6�
78 ヴァークスティ 牡2鹿 54

52 △横山 琉人本間 茂氏 相沢 郁 新ひだか チャンピオンズファーム B458＋ 21：58．56 209．3
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，419，300円 複勝： 54，773，300円 枠連： 6，086，600円
馬連： 38，315，300円 馬単： 22，041，100円 ワイド： 40，286，200円
3連複： 68，724，900円 3連単： 110，855，300円 計： 371，502，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 410円 � 140円 枠 連（1－3） 3，570円

馬 連 �� 3，150円 馬 単 �� 5，010円

ワ イ ド �� 840円 �� 290円 �� 950円

3 連 複 ��� 3，390円 3 連 単 ��� 18，870円

票 数

単勝票数 計 304193 的中 � 56584（3番人気）
複勝票数 計 547733 的中 � 83493（3番人気）� 25099（5番人気）� 123669（2番人気）
枠連票数 計 60866 的中 （1－3） 1321（11番人気）
馬連票数 計 383153 的中 �� 9406（8番人気）
馬単票数 計 220411 的中 �� 3296（16番人気）
ワイド票数 計 402862 的中 �� 11486（8番人気）�� 40038（3番人気）�� 10018（9番人気）
3連複票数 計 687249 的中 ��� 15181（9番人気）
3連単票数 計1108553 的中 ��� 4257（53番人気）

ハロンタイム 12．8―12．5―13．4―13．5―13．2―12．6―12．3―12．0―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．8―25．3―38．7―52．2―1：05．4―1：18．0―1：30．3―1：42．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ビキニボーイ �
�
父 ビーチパトロール �

�
母父 ハーツクライ デビュー 2022．8．7 札幌3着

2020．4．7生 牡2鹿 母 エバーアンドエバー 母母 サクラフォーエバー 2戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴァークスティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月20日まで平地競走

に出走できない。

24026 8月20日 曇 稍重 （4札幌2） 第3日 第2競走 1，700�2歳未勝利
発走10時25分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：44．9
1：44．8

稍重
不良

67 ドゥラエレーデ 牡2黒鹿54 池添 謙一 �スリーエイチレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 508＋ 21：46．6 1．5�
44 シゲルカミカゼ 牡2黒鹿54 吉田 隼人森中 蕃氏 松山 将樹 日高 広富牧場 492＋ 21：46．7� 4．6�
812 セイウンミライズ 牡2黒鹿54 丸山 元気西山 茂行氏 奥平 雅士 様似 猿倉牧場 454－ 21：48．8大差 20．6�
68 ビッグヒップ 牝2黒鹿54 菱田 裕二フィールドレーシング 四位 洋文 安平 ノーザンファーム 438＋ 61：48．9クビ 15．5�
710 ハットグットゲット 牡2青鹿54 丹内 祐次小林 善一氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 510－ 41：49．21� 22．9�
55 キスオンザビーチ 牝2黒鹿54 �島 克駿吉田 千津氏 中村 直也 新ひだか 前田ファーム 468－ 21：49．94 6．6	
33 サ グ ア ロ 牡2栗 54

52 △横山 琉人飯田 貴大氏 高野 友和 新ひだか 千代田牧場 520＋ 41：50．32� 89．7

56 クリノヒーロー 牡2栗 54

52 △角田 大和栗本 博晴氏 谷 潔 新ひだか 折手牧場 462－ 21：50．4クビ 57．9�
11 ユキノソックス 牝2栗 54

51 ▲大久保友雅重野 心平氏 宮本 博 日高 浜本牧場 446＋ 41：50．5� 298．8�
79 シャイナライ 牝2鹿 54 黛 弘人ミルファーム 宗像 義忠 新ひだか 田中 裕之 430± 01：51．13� 156．1�
811 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 506－ 41：51．2クビ 104．8�
22 リアルマーヴェル 牡2芦 54 原田 和真小林 博雄氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 470－ 81：52．68 358．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 41，606，300円 複勝： 106，738，800円 枠連： 9，254，000円
馬連： 44，355，300円 馬単： 28，572，300円 ワイド： 45，158，600円
3連複： 71，994，500円 3連単： 110，566，500円 計： 458，246，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 130円 � 220円 枠 連（4－6） 270円

馬 連 �� 310円 馬 単 �� 480円

ワ イ ド �� 200円 �� 470円 �� 490円

3 連 複 ��� 840円 3 連 単 ��� 2，210円

票 数

単勝票数 計 416063 的中 � 214890（1番人気）
複勝票数 計1067388 的中 � 722079（1番人気）� 97532（2番人気）� 37951（4番人気）
枠連票数 計 92540 的中 （4－6） 26031（1番人気）
馬連票数 計 443553 的中 �� 110440（1番人気）
馬単票数 計 285723 的中 �� 44410（1番人気）
ワイド票数 計 451586 的中 �� 68160（2番人気）�� 22195（6番人気）�� 21077（9番人気）
3連複票数 計 719945 的中 ��� 63949（3番人気）
3連単票数 計1105665 的中 ��� 36146（4番人気）

ハロンタイム 6．9―11．0―12．1―12．9―13．2―12．7―12．7―12．5―12．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―17．9―30．0―42．9―56．1―1：08．8―1：21．5―1：34．0

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドゥラエレーデ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 オルフェーヴル デビュー 2022．6．26 阪神5着

2020．1．29生 牡2黒鹿 母 マ ル ケ ッ サ 母母 マ ル ペ ン サ 3戦1勝 賞金 8，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 リアルマーヴェル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月20日まで平地

競走に出走できない。

第２回 札幌競馬 第３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



24027 8月20日 曇 稍重 （4札幌2） 第3日 第3競走 1，700�3歳未勝利
発走10時55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

22 エターナルプライド 牝3黒鹿 54
52 △小林 凌大伊東 純一氏 田島 俊明 日高 ヤナガワ牧場 B462－ 81：47．1 9．8�

57 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 464＋ 21：47．2� 5．8�

58 ジューンポンポン 牝3栗 54 �島 克駿吉川 潤氏 和田 勇介 浦河 高昭牧場 472＋ 61：47．73 2．2�
11 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 406－ 6 〃 アタマ 18．9�
34 ベアビリーブ 牝3青 54

52 △角田 大和熊木 浩氏 杉浦 宏昭 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 476＋101：47．8クビ 142．6�

610 テーオーシャンス 牝3鹿 54 菱田 裕二小笹 公也氏 吉岡 辰弥 日高 ヤナガワ牧場 420＋ 2 〃 クビ 70．7�
814 ルージュブラゾン 牝3黒鹿54 C．ルメール 	東京ホースレーシング 小島 茂之 千歳 社台ファーム B462＋ 2 〃 クビ 9．4

813 リンクスアイ 牝3栗 54 丸山 元気目谷 一幸氏 土田 稔 日高 山田 政宏 482＋ 21：47．9アタマ 176．1�
712 ベガスバケーション 牝3黒鹿54 丹内 祐次 �社台レースホース矢野 英一 千歳 社台ファーム 440＋ 41：48．43 8．6
46 ニシノカケハシ 牝3芦 54

52 △山田 敬士西山 茂行氏 松山 将樹 日高 沖田牧場 470＋181：48．5クビ 196．0�
69 ミュステーリオン 牝3栗 54 横山 武史 �ビッグレッドファーム 伊坂 重信 新冠 ビッグレッドファーム B468＋12 〃 クビ 5．8�
45 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 446＋ 61：48．7� 52．6�
711 タイセイホリデー 牝3栗 54 黛 弘人田中 成奉氏 森田 直行 安平 ノーザンファーム 440＋ 61：49．23 75．0�
33 チムドンドン 牝3鹿 54

52 △横山 琉人瀬谷 �雄氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 434＋ 21：49．3� 53．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，850，600円 複勝： 44，261，700円 枠連： 8，402，200円
馬連： 39，634，900円 馬単： 18，285，300円 ワイド： 42，384，500円
3連複： 63，358，200円 3連単： 70，550，500円 計： 316，727，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 210円 � 140円 � 110円 枠 連（2－5） 620円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 3，650円

ワ イ ド �� 560円 �� 390円 �� 210円

3 連 複 ��� 1，190円 3 連 単 ��� 10，060円

票 数

単勝票数 計 298506 的中 � 24272（6番人気）
複勝票数 計 442617 的中 � 36229（5番人気）� 71591（2番人気）� 156122（1番人気）
枠連票数 計 84022 的中 （2－5） 10416（3番人気）
馬連票数 計 396349 的中 �� 18970（6番人気）
馬単票数 計 182853 的中 �� 3756（12番人気）
ワイド票数 計 423845 的中 �� 16966（6番人気）�� 26219（4番人気）�� 60261（1番人気）
3連複票数 計 633582 的中 ��� 39898（1番人気）
3連単票数 計 705505 的中 ��� 5083（22番人気）

ハロンタイム 6．8―10．6―11．8―12．6―12．8―12．8―13．1―13．4―13．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．4―29．2―41．8―54．6―1：07．4―1：20．5―1：33．9

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

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

勝馬の
紹 介

エターナルプライド �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2021．11．27 東京6着

2019．2．2生 牝3黒鹿 母 エターナルロマンス 母母 シルクフェニックス 12戦1勝 賞金 12，740，000円
〔騎手変更〕 ベアビリーブ号の騎手勝浦正樹は，負傷のため角田大和に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ニシノカケハシ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月20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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 クリノヴィーナス号・チアフルモーション号

24028 8月20日 曇 稍重 （4札幌2） 第3日 第4競走 ��1，200�3歳未勝利
発走11時25分 （芝・右）

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

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

23 � バーニーフォールズ 牝3鹿 54 横山 武史ゴドルフィン 加藤 征弘 愛 Tom & Ger-
aldine Molan 444－ 21：10．0 7．7�

47 シナモンロール 牝3栗 54 黛 弘人�ミルファーム 南田美知雄 新ひだか 山田牧場 B430＋161：10．63� 40．5�
815 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 500＋ 21：10．91� 3．7�
611 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 486＋10 〃 アタマ 40．2�
816 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 B448＋101：11．11� 4．7	
36 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 394－ 8 〃 ハナ 7．9

612 ナ ー サ ッ ク 牡3鹿 56 浜中 俊谷掛 龍夫氏 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム 428－ 2 〃 ハナ 43．6�
714 ハニーチャイル 牝3鹿 54

52 △横山 琉人 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 466－141：11．2クビ 18．0�

59 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± 0 〃 ハナ 9．3

12 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 440＋10 〃 ハナ 5．9�
11 ヌーシャテル 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 森田 直行 浦河 ヒダカフアーム 410＋ 61：11．73 164．5�

24 ザ ン ゲ ツ 牡3鹿 56 C．ルメール 中辻 明氏 大久保龍志 浦河 バンブー牧場 484± 01：11．91� 13．8�
713� エントリーコード 牝3鹿 54

52 △角田 大和合同会社小林英一
ホールディングス 吉岡 辰弥 米 Winches-

ter Farm 424＋12 〃 ハナ 369．1�
510 ソ リ ル ー ナ 牝3鹿 54 丹内 祐次 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 千田 輝彦 新ひだか 岡田スタツド 452＋121：12．1� 208．6�
48 ヤマニンフェリクス 牡3栗 56

53 ▲西塚 洸二土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 446＋ 2 〃 ハナ 55．4�
35 デルマエルフ 牝3栗 54 斎藤 新浅沼 廣幸氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 458－ 81：14．3大差 124．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 33，779，400円 複勝： 50，743，700円 枠連： 12，037，900円
馬連： 50，279，100円 馬単： 18，904，200円 ワイド： 51，182，100円
3連複： 83，537，500円 3連単： 76，045，200円 計： 376，509，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 770円 複 勝 � 260円 � 810円 � 160円 枠 連（2－4） 5，960円

馬 連 �� 13，980円 馬 単 �� 24，440円

ワ イ ド �� 4，530円 �� 820円 �� 3，020円

3 連 複 ��� 27，830円 3 連 単 ��� 145，850円

票 数

単勝票数 計 337794 的中 � 34920（4番人気）
複勝票数 計 507437 的中 � 47881（5番人気）� 12290（10番人気）� 106351（1番人気）
枠連票数 計 120379 的中 （2－4） 1565（17番人気）
馬連票数 計 502791 的中 �� 2787（36番人気）
馬単票数 計 189042 的中 �� 580（72番人気）
ワイド票数 計 511821 的中 �� 2825（43番人気）�� 16900（9番人気）�� 4280（31番人気）
3連複票数 計 835375 的中 ��� 2251（82番人気）
3連単票数 計 760452 的中 ��� 378（447番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．2―11．7―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―22．9―34．1―45．8―57．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．1―3F35．9
3 3，4（5，7）（2，14）（13，15）（1，8，12，16）11（10，9）6 4 3－（4，7）－（14，15）（2，16）5（13，12，9）（1，8，11）（10，6）

勝馬の
紹 介

�バーニーフォールズ �
�
父 Bated Breath �

�
母父 Sadler’s Wells デビュー 2021．10．17 新潟5着

2019．2．19生 牝3鹿 母 Line Ahead 母母 Alignment 6戦1勝 賞金 8，490，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマエルフ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月20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〕 ソリルーナ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月20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2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 タレントゥーサ号・プラティナマリア号



24029 8月20日 曇 稍重 （4札幌2） 第3日 第5競走 1，500�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
1：29．1
1：29．1

良
良

56 ドルチェモア 牡2鹿 54 横山 和生 �スリーエイチレーシング 須貝 尚介 日高 下河辺牧場 480 ―1：32．2 3．9�
68 ランフリーバンクス 牝2鹿 54 浜中 俊藤田 晋氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 418 ―1：32．73 7．0�
79 ミルトクレイモー 牡2鹿 54 丹内 祐次永山 勝敏氏 中村 直也 浦河 大北牧場 500 ―1：32．91� 9．1�
22 ゴーマックス 牡2栗 54 �島 克駿大野 照旺氏 武 幸四郎 安平 ノーザンファーム 492 ― 〃 アタマ 16．0�
55 ピュアグルーヴ 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �シルクレーシング 藤岡 健一 安平 ノーザンファーム 464 ―1：33．53� 4．1	
811 ボーダーパトロール 牡2鹿 54 吉田 隼人ゴドルフィン 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 512 ―1：33．71� 49．1

11 ヴォンヌヴォー 牝2鹿 54 菱田 裕二平川 浩之氏 菊川 正達 浦河 谷口牧場 450 ―1：33．8� 16．7�
33 ウインエタンセル 牡2黒鹿 54

53 ☆秋山 稔樹�ウイン 高木 登 新冠 コスモヴューファーム B464 ― 〃 クビ 83．9�
67 オールスイート 牝2鹿 54

52 △横山 琉人落合 幸弘氏 田中 剛 新冠 小泉牧場 438 ―1：34．54 99．5
812 エコロジョイアー 牡2鹿 54 C．ルメール 原村 正紀氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 492 ―1：34．6� 4．0�
710 コウセイエミオト 牝2鹿 54 黛 弘人杉安浩一郎氏 中野 栄治 日高 株式会社

幾千世牧場 400 ―1：35．02 235．0�
44 ウインエーデル 牝2黒鹿 54

52 △角田 大和�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 434 ― （競走中止） 44．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 45，750，300円 複勝： 46，557，400円 枠連： 8，859，900円
馬連： 46，644，700円 馬単： 22，326，200円 ワイド： 44，513，800円
3連複： 65，878，100円 3連単： 75，764，200円 計： 356，294，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 140円 � 190円 � 190円 枠 連（5－6） 620円

馬 連 �� 1，490円 馬 単 �� 2，530円

ワ イ ド �� 570円 �� 480円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 4，180円 3 連 単 ��� 18，030円

票 数

単勝票数 計 457503 的中 � 96873（1番人気）
複勝票数 計 465574 的中 � 96569（1番人気）� 59133（4番人気）� 56821（5番人気）
枠連票数 計 88599 的中 （5－6） 11025（2番人気）
馬連票数 計 466447 的中 �� 24224（7番人気）
馬単票数 計 223262 的中 �� 6606（11番人気）
ワイド票数 計 445138 的中 �� 20331（7番人気）�� 24508（5番人気）�� 9949（15番人気）
3連複票数 計 658781 的中 ��� 11820（15番人気）
3連単票数 計 757642 的中 ��� 3046（60番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―18．6―31．0―44．0―56．6―1：09．0―1：20．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F48．2―3F35．6

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

勝馬の
紹 介

ドルチェモア �
�
父 ルーラーシップ �

�
母父 ディープインパクト 初出走

2020．2．21生 牡2鹿 母 ア ユ サ ン 母母 バイザキャット 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔競走中止〕 ウインエーデル号は，競走中に疾病〔左前肢跛行〕を発症したため向正面で競走中止。

24030 8月20日 曇 稍重 （4札幌2） 第3日 第6競走 1，700�3歳未勝利
発走12時45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 タマモベローナ 牝3鹿 54
51 ▲大久保友雅タマモ� 高橋 亮 新冠 小泉牧場 472－ 41：46．7 39．3�

45 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 448－ 21：47．02 10．2�
11 カフジペンタゴン 牡3鹿 56 横山 和生加藤 守氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 448－ 41：47．1� 3．5�
46 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 500－ 21：47．42 3．7�
22 シ ャ ン ダ ス 牡3栗 56 丹内 祐次西村 憲人氏 杉浦 宏昭 浦河 オカモトファーム 472＋ 41：47．82� 4．7�
57 デ ィ ス コ 牝3鹿 54

50 ★古川 奈穂 �吉澤ホールディングス 音無 秀孝 日高 荒井ファーム 484＋121：47．9� 17．2	
58 ベヴィアーモ 牡3黒鹿56 斎藤 新 
サンデーレーシング 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 458－ 61：48．0� 152．7�
69 エコロジェネラス 牡3鹿 56 武 豊原村 正紀氏 手塚 貴久 日高 下河辺牧場 510＋ 61：48．1クビ 12．0�
33 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 B516＋ 81：48．2� 40．7
712 インペラートル 牡3鹿 56 原田 和真藤沼 利夫氏 金成 貴史 登別 青藍牧場 B504＋ 21：48．3� 8．2�
813 イーサンカレラ 牡3鹿 56 柴山 雄一国本 勇氏 萱野 浩二 新冠 高瀬牧場 454＋ 61：48．62 26．4�
34 サトノドルチェ 牡3鹿 56

55 ☆泉谷 楓真 �サトミホースカンパニー 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム B472± 01：49．02 58．4�
711 ロードシャマール 牡3栗 56

54 △横山 琉人 �ロードホースクラブ 新開 幸一 日高 有限会社グッド
ラック・ファーム 490－ 21：49．74 126．7�

814 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 B406± 01：53．2大差 119．3�
（14頭）

売 得 金
単勝： 29，327，300円 複勝： 40，631，000円 枠連： 7，599，000円
馬連： 40，839，600円 馬単： 18，148，500円 ワイド： 42，647，800円
3連複： 64，587，400円 3連単： 71，274，100円 計： 315，054，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 3，930円 複 勝 � 1，300円 � 340円 � 190円 枠 連（4－6） 1，560円

馬 連 �� 33，210円 馬 単 �� 54，440円

ワ イ ド �� 8，300円 �� 3，470円 �� 810円

3 連 複 ��� 44，930円 3 連 単 ��� 293，600円

票 数

単勝票数 計 293273 的中 � 5969（9番人気）
複勝票数 計 406310 的中 � 6537（11番人気）� 29854（6番人気）� 70089（3番人気）
枠連票数 計 75990 的中 （4－6） 3755（5番人気）
馬連票数 計 408396 的中 �� 953（55番人気）
馬単票数 計 181485 的中 �� 250（101番人気）
ワイド票数 計 426478 的中 �� 1280（54番人気）�� 3101（32番人気）�� 14344（7番人気）
3連複票数 計 645874 的中 ��� 1078（109番人気）
3連単票数 計 712741 的中 ��� 176（641番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―18．0―30．0―42．7―55．5―1：08．3―1：20．9―1：33．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

タマモベローナ �
�
父 マジェスティックウォリアー �

�
母父 ワイルドラッシュ デビュー 2021．6．19 札幌3着

2019．2．18生 牝3鹿 母 タ マ モ リ ド 母母 ムーランルージュ 7戦1勝 賞金 8，550，000円
〔制裁〕 アカノストロング号の調教師松下武士は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

サトノドルチェ号の騎手泉谷楓真は，4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）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヴィオレントアズル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月20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〕 サトノドルチェ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月20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。
（非当選馬） 3頭 クリノソプラノ号・フラッシュサンダー号・マイネルカグラ号



24031 8月20日 曇 稍重 （4札幌2） 第3日 第7競走 2，000�3歳未勝利
発走13時15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

59 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 442－ 22：04．7 5．3�
713 トーセンシエロ 牝3鹿 54 横山 和生島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 422－ 82：05．44 3．2�
714 レプリューム 牝3鹿 54 �島 克駿 DMMドリームクラブ� 池添 学 安平 ノーザンファーム 450＋12 〃 クビ 39．0�
35 スコールユニバンス 牝3鹿 54 C．ルメール 亀井 哲也氏 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 454＋102：05．61 3．2�
12 メイショウホーコン 牡3芦 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 468－202：06．13 36．8	
815 ラ エ ー ル 牝3鹿 54

52 △横山 琉人青山 洋一氏 平田 修 日高 白井牧場 410＋ 22：06．31� 21．4

23 ショウナンラブリー 牝3鹿 54 丸山 元気�湘南 稲垣 幸雄 新ひだか 静内フアーム 414＋ 2 〃 アタマ 125．7�
816 ホウオウカグヤ 牝3黒鹿54 横山 武史小笹 芳央氏 池上 昌和 新ひだか 岡田スタツド 420＋ 42：06．4クビ 53．4
47 ソングフォーマーヤ 牝3鹿 54 武 豊嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 山際牧場 454－ 6 〃 クビ 19．5�
36 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± 02：06．5クビ 7．5�
24 ナンヨーリリー 牝3栗 54

53 ☆泉谷 楓真中村 德也氏 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 414＋ 4 〃 ハナ 254．2�
11 ゴッドスイートビー 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二中西 憲治氏 飯田 祐史 新ひだか 前田ファーム 404－ 62：06．6� 56．0�
612 ブルボンティアラ 牝3鹿 54 斎藤 新 �ビッグレッドファーム 伊藤 伸一 日高 原田ファーム 426＋142：07．23� 99．4�
510 ハイエストコード 牡3黒鹿 56

53 ▲鷲頭 虎太�G1レーシング 吉村 圭司 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム 484＋12 〃 ハナ 221．6�

611 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 486＋ 22：07．83� 10．1�

48 ビロングゴールド 牝3鹿 54 浜中 俊 �丸幸小林牧場 松永 康利 浦河 丸幸小林牧場 454＋ 82：08．11� 124．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 33，116，200円 複勝： 47，888，800円 枠連： 10，728，700円
馬連： 44，074，100円 馬単： 18，145，400円 ワイド： 46，821，100円
3連複： 70，611，300円 3連単： 70，963，100円 計： 342，348，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 200円 � 150円 � 910円 枠 連（5－7） 1，270円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 2，780円

ワ イ ド �� 550円 �� 4，140円 �� 2，870円

3 連 複 ��� 16，870円 3 連 単 ��� 96，700円

票 数

単勝票数 計 331162 的中 � 49202（3番人気）
複勝票数 計 478888 的中 � 63276（3番人気）� 111609（1番人気）� 9460（10番人気）
枠連票数 計 107287 的中 （5－7） 6536（6番人気）
馬連票数 計 440741 的中 �� 32829（3番人気）
馬単票数 計 181454 的中 �� 4890（9番人気）
ワイド票数 計 468211 的中 �� 23569（5番人気）�� 2780（32番人気）�� 4042（27番人気）
3連複票数 計 706113 的中 ��� 3138（53番人気）
3連単票数 計 709631 的中 ��� 532（279番人気）

ハロンタイム 12．9―11．5―13．0―13．3―13．0―12．7―12．3―12．0―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．9―24．4―37．4―50．7―1：03．7―1：16．4―1：28．7―1：40．7―1：52．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F36．0
1
3
9，14，3（4，13）（2，5，15）（7，12，16）（6，11，8）1－10
9（14，8，11）（3，4，6）13（2，5，15，16）（7，12）1－10

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

JRA育成馬
勝馬の
紹 介

オ オ キ ニ �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2021．6．26 阪神5着

2019．3．2生 牡3鹿 母 ポ ポ チ ャ ン 母母 ア ト ラ ク ト 12戦1勝 賞金 10，560，000円
〔騎手変更〕 ビロングゴールド号の騎手勝浦正樹は，負傷のため浜中俊に変更。
〔3走成績による出走制限〕 ナンヨーリリー号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月20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。
（非当選馬） 1頭 ホーリーウェル号
（非抽選馬） 2頭 ウインシュプリーム号・レアルタッド号

24032 8月20日 曇 稍重 （4札幌2） 第3日 第8競走 1，000�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
57．5
56．8

良
重

811 ファンタジックラン 牝3黒鹿 52
50 △角田 大和 �社台レースホース飯田 祐史 千歳 社台ファーム 456＋ 2 59．5 4．5�

79 ユスティニアン 牡4鹿 57 黛 弘人岡田 牧雄氏 新谷 功一 新ひだか 岡田スタツド 436＋14 〃 ハナ 3．1�
55 メイショウフンケイ 牡4栗 57 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 512＋ 2 59．71� 13．6�
56 � 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 434－ 2 〃 クビ 12．3�
33 コウソクカレン 牝4鹿 55

52 ▲大久保友雅野﨑 昭夫氏 中舘 英二 安平 ノーザンファーム B494－ 2 59．8� 35．2�
68 � アウトレイジング 牡4青鹿57 丹内 祐次三浦 勝仁氏 岩戸 孝樹 新ひだか 前田ファーム 412－10 〃 ハナ 75．7	
710 メ ル シ ー 牝3青鹿52 武 豊 
吉澤ホールディングス 今野 貞一 新冠 富本 茂喜 420－ 2 〃 ハナ 2．3�
44 ド ナ テ ッ ラ 牝4鹿 55

52 ▲西塚 洸二 
ローレルレーシング 加藤 征弘 新冠 村上 欽哉 468－ 61：00．11� 82．4�
11 � メ イ ム 牝4鹿 55 原田 和真宮崎 金造氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 416＋18 〃 クビ 408．6
22 サ ノ カ ポ 牝4黒鹿 55

53 △小林 凌大佐野 信幸氏 中野 栄治 新冠 小泉 学 438＋ 21：00．2� 118．6�
812 ノ ヘ ア 牝5芦 55 斎藤 新 
ニッシンホール

ディングス 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 430－121：00．41 69．2�
67 ルミナスフラックス 牡3黒鹿 54

50 ★古川 奈穂ライオンレースホース
 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 492± 01：00．61� 20．5�
（12頭）

売 得 金
単勝： 33，608，000円 複勝： 38，941，500円 枠連： 7，525，800円
馬連： 40，364，800円 馬単： 20，920，800円 ワイド： 36，298，700円
3連複： 57，755，100円 3連単： 95，275，100円 計： 330，689，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 200円 � 130円 � 330円 枠 連（7－8） 330円

馬 連 �� 880円 馬 単 �� 1，700円

ワ イ ド �� 350円 �� 960円 �� 650円

3 連 複 ��� 3，700円 3 連 単 ��� 15，610円

票 数

単勝票数 計 336080 的中 � 59362（3番人気）
複勝票数 計 389415 的中 � 47105（3番人気）� 99863（2番人気）� 23110（5番人気）
枠連票数 計 75258 的中 （7－8） 17451（1番人気）
馬連票数 計 403648 的中 �� 35216（3番人気）
馬単票数 計 209208 的中 �� 9219（6番人気）
ワイド票数 計 362987 的中 �� 28549（3番人気）�� 9106（11番人気）�� 13843（7番人気）
3連複票数 計 577551 的中 ��� 11703（11番人気）
3連単票数 計 952751 的中 ��� 4423（46番人気）

ハロンタイム 12．6―11．1―11．7―11．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．6―23．7―35．4―47．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ファンタジックラン �
�
父 スクリーンヒーロー �

�
母父 ネオユニヴァース デビュー 2021．10．3 中京6着

2019．2．8生 牝3黒鹿 母 ファンタジックアイ 母母 フ ァ ン ジ カ 7戦2勝 賞金 14，200，000円
〔騎手変更〕 ノヘア号の騎手勝浦正樹は，負傷のため斎藤新に変更。
〔発走状況〕 ルミナスフラックス号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。発走地点で馬装整備。危険防止のため外枠から発走。発走時刻6分

遅延。
〔調教再審査〕 ルミナスフラックス号は，発走調教再審査。



24033 8月20日 曇 稍重 （4札幌2） 第3日 第9競走 ��1，500�
ち と せ

千 歳 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 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：27．3
1：27．3

良
良

45 モチベーション 牝3鹿 52 丹内 祐次石川 秀守氏 清水 英克 新ひだか 水丸牧場 438＋ 41：31．0 5．8�
58 ディープリッチ 牡4黒鹿57 吉田 隼人宇田 豊氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 506－ 21：31．21� 11．8�
11 ニシノタマユラ 牝3黒鹿52 丸山 元気西山 茂行氏 深山 雅史 新冠 村上 欽哉 462＋121：31．3� 20．7�
69 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± 0 〃 ハナ 2．4�
22 ウェストファリア 牝3黒鹿52 斎藤 新 �社台レースホース手塚 貴久 千歳 社台ファーム 390＋ 6 〃 ハナ 47．2	
34 コスモアシュラ 牡4芦 57 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 岡田スタツド B512－101：31．51� 38．4

57 マイネルプリンチペ 牡7黒鹿57 �島 克駿 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 新冠 ビッグレッドファーム 470＋ 8 〃 クビ 40．8�
33 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± 01：31．71 6．1�

46 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± 0 〃 アタマ 24．5
（法942）

610 シルバースピリット 	4黒鹿57 武 豊嶋田 賢氏 蛯名 正義 浦河 三嶋牧場 458－161：32．01
 60．1�
712 カメハメハタイム 牡3栗 54 横山 和生 �スリーエイチレーシング 栗田 徹 安平 ノーザンファーム 510＋ 21：32．21� 35．0�
814 ビヨンドザタイム 牡3栗 54 原田 和真�レッドマジック金成 貴史 新冠 ハクレイファーム 448＋ 61：32．62
 36．7�
711 ブエナベントゥーラ 牡4栗 57 C．ルメール �サンデーレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 534＋ 61：33．55 6．1�
813 ハースファイア 	4栗 57 藤岡 佑介 �社台レースホース中内田充正 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム B440－ 21：37．2大差 38．4�
（14頭）

売 得 金
単勝： 37，210，200円 複勝： 53，026，900円 枠連： 9，628，500円
馬連： 54，207，700円 馬単： 22，086，500円 ワイド： 52，179，100円
3連複： 88，342，000円 3連単： 93，516，100円 計： 410，197，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 200円 � 350円 � 470円 枠 連（4－5） 1，970円

馬 連 �� 2，420円 馬 単 �� 3，850円

ワ イ ド �� 820円 �� 1，500円 �� 2，780円

3 連 複 ��� 13，640円 3 連 単 ��� 56，730円

票 数

単勝票数 計 372102 的中 � 51254（2番人気）
複勝票数 計 530269 的中 � 83266（2番人気）� 37043（5番人気）� 25883（6番人気）
枠連票数 計 96285 的中 （4－5） 3773（8番人気）
馬連票数 計 542077 的中 �� 17315（8番人気）
馬単票数 計 220865 的中 �� 4299（13番人気）
ワイド票数 計 521791 的中 �� 16958（7番人気）�� 8863（13番人気）�� 4696（28番人気）
3連複票数 計 883420 的中 ��� 4856（44番人気）
3連単票数 計 935161 的中 ��� 1195（161番人気）

ハロンタイム 6．6―11．7―11．5―12．1―12．3―12．3―12．2―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―18．3―29．8―41．9―54．2―1：06．5―1：18．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．1―3F36．8

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

勝馬の
紹 介

モチベーション �
�
父 ガ ル ボ �

�
母父 アグネスデジタル デビュー 2021．8．14 札幌2着

2019．5．2生 牝3鹿 母 アドリアーネ 母母 ダイイチサクラ 9戦2勝 賞金 26，463，000円
〔発走状況〕 ハースファイア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 ハースファイア号は，発走調教再審査。
〔その他〕 ブエナベントゥーラ号は，競走中に疾病〔鼻出血（2回目）〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ハースファイア号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月20日まで平地競走

に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ブエナベントゥーラ号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年10月20日まで出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の2頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ウインバグース号・フラリオナ号

24034 8月20日 晴 稍重 （4札幌2） 第3日 第10競走 ��
��2，000�

ふ ら の

富 良 野 特 別
発走14時50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 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

78 マイネルトルファン 牡3黒鹿54 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 高木 登 新冠 ビッグレッドファーム 492＋ 22：04．9 2．3�

44 テ ィ グ ル 牡3鹿 54 �島 克駿加藤 誠氏 中竹 和也 新ひだか 三石川上牧場 466－ 6 〃 クビ 71．4�
11 ルークスヘリオス 牡3鹿 54 横山 武史岡田 牧雄氏 中川 公成 新ひだか 岡田スタツド 476＋ 22：05．0クビ 6．4�
22 ヴィトーリア 牡4黒鹿57 武 豊寺田 寿男氏 武 英智 新ひだか 矢野牧場 444－ 2 〃 ハナ 8．1�
79 ノートルプロメス 牡3鹿 54 藤岡 佑介西村 憲人氏 四位 洋文 新ひだか チャンピオンズファーム 496－102：05．21	 35．6�
811
� プリファードラン 牝4鹿 55 菱田 裕二合同会社小林英一

ホールディングス 吉岡 辰弥 米 Winches-
ter Farm B440＋ 42：05．41	 81．9	

810 ホウオウサンデー 牡4鹿 57 池添 謙一小笹 芳央氏 奥村 武 安平 ノーザンファーム 458－ 6 〃 クビ 41．8

66 テーオーラファエロ �4芦 57 丸山 元気小笹 公也氏 須貝 尚介 千歳 社台ファーム 458± 02：05．5クビ 21．4�
55 マイネルシーマー 牡3黒鹿54 吉田 隼人 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 青木 孝文 新冠 ビッグレッドファーム 488－ 6 〃 アタマ 12．2�
67 コリエンテス 牡3黒鹿54 C．ルメール シルクレーシング 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 486＋122：06．13 3．4�
33 ブラックノワール 牡3鹿 54 荻野 琢真 シルクレーシング 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 498＋102：06．2 20．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 61，484，100円 複勝： 70，394，700円 枠連： 11，437，100円
馬連： 81，382，000円 馬単： 35，425，400円 ワイド： 72，846，100円
3連複： 119，960，200円 3連単： 165，971，400円 計： 618，901，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 130円 � 1，320円 � 210円 枠 連（4－7） 7，510円

馬 連 �� 11，620円 馬 単 �� 14，180円

ワ イ ド �� 3，300円 �� 410円 �� 4，140円

3 連 複 ��� 16，110円 3 連 単 ��� 78，590円

票 数

単勝票数 計 614841 的中 � 210385（1番人気）
複勝票数 計 703947 的中 � 200402（1番人気）� 8825（11番人気）� 81506（4番人気）
枠連票数 計 114371 的中 （4－7） 1179（19番人気）
馬連票数 計 813820 的中 �� 5424（29番人気）
馬単票数 計 354254 的中 �� 1873（43番人気）
ワイド票数 計 728461 的中 �� 5342（30番人気）�� 50811（4番人気）�� 4241（34番人気）
3連複票数 計1199602 的中 ��� 5583（56番人気）
3連単票数 計1659714 的中 ��� 1531（246番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．9―35．8―48．3―1：01．0―1：14．4―1：27．1―1：39．5―1：52．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルトルファン �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 ロージズインメイ デビュー 2021．12．5 中山1着

2019．2．16生 牡3黒鹿 母 マイネテレジア 母母 マイネヌーヴェル 3戦2勝 賞金 21，136，000円



24035 8月20日 曇 稍重 （4札幌2） 第3日 第11競走
タイキシャトル追悼競走

��2，600�札幌日刊スポーツ杯
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，2勝クラス，R3．8．21以降R4．8．14まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道日刊スポーツ新聞社賞（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 294，000円 84，000円 42，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．6
2：35．1

良
良

813 ディナースタ 牡3栗 53 横山 和生 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 辻野 泰之 日高 クラウン日高牧場 458－ 82：44．4 2．5�

58 ナムアミダブツ 牡5鹿 54 菱田 裕二ニューマレコード� 石坂 公一 千歳 社台ファーム B480＋102：44．61� 18．1�
45 チャックネイト 牡4鹿 55 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 堀 宣行 千歳 社台ファーム B478－ 62：44．81� 4．7�
34 タイムオブフライト 牡3鹿 53 吉田 隼人�G1レーシング 辻野 泰之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 438＋ 42：44．9クビ 4．7�
610 アルバーシャ 牡4栗 54 浜中 俊ゴドルフィン 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 498－102：45．43 27．6�
22 � マベルロンジュ 牝5栗 53 �島 克駿落合 幸弘氏 水野 貴広 日高 下河辺牧場 B482＋ 22：45．93 6．9	
33 イ ベ リ ア 牡7黒鹿52 丸山 元気森田 藤治氏 橋田 満 新ひだか グランド牧場 498－ 22：46．96 49．8

46 ペイルライダー 牝4鹿 52 古川 吉洋市川義美ホール

ディングス� 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 482＋ 22：47．96 48．1�
69 タイセイドリーマー 牡4栗 54 池添 謙一田中 成奉氏 矢作 芳人 新ひだか グランド牧場 506＋ 62：48．53� 26．5�
814 エクセレントラン 	5鹿 54 横山 琉人田畑 利彦氏 大江原 哲 浦河 小倉牧場 480＋ 22：48．7
 117．6
57 ウインヴァカンス 牝4栗 52 角田 大和�ウイン 寺島 良 新冠 コスモヴューファーム B454－142：48．8� 14．9�
712 シュバルツボンバー 	7鹿 54 荻野 琢真岡田 壮史氏 藤沢 則雄 安平 ノーザンファーム 500± 02：49．75 226．2�
711 ラヴィンジャー 牝6黒鹿53 丹内 祐次丸山 担氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B440＋122：49．8
 40．8�
11 ナオミラフィネ 牝5栗 53 斎藤 新塩澤 正樹氏 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B468± 0 （競走中止） 55．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 83，570，900円 複勝： 100，128，200円 枠連： 34，921，400円
馬連： 191，871，300円 馬単： 68，428，000円 ワイド： 152，682，700円
3連複： 331，822，500円 3連単： 358，717，500円 計： 1，322，142，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 130円 � 290円 � 160円 枠 連（5－8） 1，140円

馬 連 �� 2，390円 馬 単 �� 3，340円

ワ イ ド �� 700円 �� 340円 �� 1，000円

3 連 複 ��� 3，300円 3 連 単 ��� 17，310円

票 数

単勝票数 計 835709 的中 � 264204（1番人気）
複勝票数 計1001282 的中 � 267127（1番人気）� 62346（5番人気）� 165661（2番人気）
枠連票数 計 349214 的中 （5－8） 23706（4番人気）
馬連票数 計1918713 的中 �� 62130（7番人気）
馬単票数 計 684280 的中 �� 15360（12番人気）
ワイド票数 計1526827 的中 �� 53917（7番人気）�� 127570（2番人気）�� 36329（8番人気）
3連複票数 計3318225 的中 ��� 75393（6番人気）
3連単票数 計3587175 的中 ��� 15024（39番人気）

ハロンタイム 13．1―12．4―12．5―12．0―11．7―12．6―13．3―13．4―12．8―12．7―12．6―12．4―12．9

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�
13．1―25．5―38．0―50．0―1：01．7―1：14．3―1：27．6―1：41．0―1：53．8―2：06．5―2：19．1―2：31．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ディナースタ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2021．10．23 東京5着

2019．4．17生 牡3栗 母 ラヴァリーノ 母母 Sous Entendu 8戦3勝 賞金 33，778，000円
〔騎手変更〕 イベリア号の騎手勝浦正樹は，負傷のため丸山元気に変更。
〔競走中止〕 ナオミラフィネ号は，発走直後につまずき，騎手が落馬したため競走中止。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュバルツボンバー号・ラヴィンジャー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年

9月20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 ネオストーリー号

24036 8月20日 曇 稍重 （4札幌2） 第3日 第12競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走16時05分 （ダート・右）

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

中央レコード
1：40．9
1：40．9

重
重

11 ス ミ 牝3鹿 52
50 △角田 大和市川義美ホール

ディングス� 高橋 亮 新ひだか フジワラフアーム 460＋ 21：45．2 2．9�
33 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 496＋ 21：45．41 4．0�
22 ファミリークレスト 牝3黒鹿52 横山 武史吉田 和美氏 和田 勇介 安平 ノーザンファーム 434＋ 81：45．61 14．1�
77 メイショウホオズキ 牝4鹿 55 �島 克駿松本 好雄氏 高柳 瑞樹 日高 高柳 隆男 B476± 0 〃 アタマ 35．4�
44 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 476＋ 41：45．7� 3．7�
88 クインズステラ 牝3鹿 52 菱田 裕二 �ケイアイスタリオン 池上 昌和 浦河 高昭牧場 460± 01：46．65 9．3	
55 シンシアハート 牝4芦 55

52 ▲土田 真翔 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 蛯名 利弘 日高 高山牧場 420－ 21：48．19 204．9


66 ランプロファイア 牝3鹿 52 池添 謙一吉田 勝己氏 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 478＋101：49．810 5．4�
（8頭）

売 得 金
単勝： 56，684，300円 複勝： 48，989，200円 枠連： 発売なし
馬連： 75，934，900円 馬単： 37，838，500円 ワイド： 56，911，500円
3連複： 101，927，600円 3連単： 192，961，200円 計： 571，247，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 140円 � 140円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 1，080円

ワ イ ド �� 240円 �� 700円 �� 920円

3 連 複 ��� 2，130円 3 連 単 ��� 7，810円

票 数

単勝票数 計 566843 的中 � 153513（1番人気）
複勝票数 計 489892 的中 � 107251（2番人気）� 103119（3番人気）� 32665（6番人気）
馬連票数 計 759349 的中 �� 100763（2番人気）
馬単票数 計 378385 的中 �� 26063（3番人気）
ワイド票数 計 569115 的中 �� 72336（2番人気）�� 19157（11番人気）�� 14080（13番人気）
3連複票数 計1019276 的中 ��� 35807（8番人気）
3連単票数 計1929612 的中 ��� 17908（26番人気）

ハロンタイム 6．8―10．8―12．0―12．6―12．6―12．3―12．2―12．4―13．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．8―17．6―29．6―42．2―54．8―1：07．1―1：19．3―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ス ミ �

父 リオンディーズ �


母父 Smart Strike デビュー 2021．8．21 札幌4着

2019．5．25生 牝3鹿 母 マーヴェリックス 母母 エ ル ノ ヴ ァ 9戦2勝 賞金 23，000，000円



（4札幌2）第3日 8月20日（土曜日） 曇一時晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重
稍重

競走回数 12回 出走頭数 153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

171，590，000円
11，230，000円
23，310，000円
1，430，000円
21，260，000円
68，105，000円
4，207，500円
1，468，800円

勝馬投票券売得金
516，406，900円
703，075，200円
126，481，100円
747，903，700円
331，122，200円
683，912，200円
1，188，499，300円
1，492，460，200円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 5，789，860，800円

総入場人員 7，581名 （有料入場人員 7，345名）
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