
24037 8月21日 晴 稍重 （4札幌2） 第4日 第1競走 ��1，500�2歳未勝利
発走10時10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
1：29．1
1：29．1

良
良

33 ドンデンガエシ 牡2鹿 54 横山 武史�岩切企画 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 466＋101：31．6 3．2�
610 タ リ エ シ ン 牡2鹿 54 丸山 元気野田 努氏 金成 貴史 千歳 社台ファーム 416± 01：31．7クビ 6．5�
712 モズスナイパー 牡2鹿 54 斎藤 新 �キャピタル・システム 村山 明 新ひだか 千代田牧場 494－ 81：32．23 163．9�
34 ユイノシノビアシ 牡2鹿 54 吉田 隼人由井健太郎氏 竹内 正洋 日高 下河辺牧場 488± 01：32．3� 21．9�
69 リュバンスリーズ 牝2黒鹿54 菱田 裕二小野寺悠太氏 小手川 準 千歳 社台ファーム 428＋ 4 〃 ハナ 11．3�
46 スパークタイムリー 牝2鹿 54

52 △小林 凌大西見 徹也氏 小島 茂之 安平 ノーザンファーム 448＋101：32．61� 51．8	
711 テ ラ ス テ ラ 牡2鹿 54 坂井 瑠星広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 472－ 81：32．81� 2．4

45 スノーパトロール 牝2青鹿54 丹内 祐次ゴドルフィン 上原 博之 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484± 01：33．12 19．6�
58 タガノマカロン 牝2栗 54

51 ▲土田 真翔八木 良司氏 藤沢 則雄 新冠 八木牧場 430－ 21：33．41� 270．6�
11 ハナサキポプラ 牝2鹿 54

51 ▲大久保友雅石川 秀守氏 杉山 佳明 新ひだか 水丸牧場 B444± 01：33．71� 296．8
813 カリスマタイクーン 牡2黒鹿 54

52 △角田 大和西村 憲人氏 杉浦 宏昭 日高 奥山牧場 494± 01：33．91 201．2�
22 ニシノシャイニング 牡2鹿 54

53 ☆秋山 稔樹西山 茂行氏 中野 栄治 新冠 村上 欽哉 440＋ 41：34．11� 13．6�
814 エースオブスペーズ 牡2鹿 54 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 猛 450－ 61：34．52 41．0�
57 ダ リ 牡2鹿 54

51 ▲西塚 洸二薪浦 亨氏 佐藤 吉勝 新冠 松浦牧場 420－ 6 〃 ハナ 79．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 40，946，300円 複勝： 51，511，900円 枠連： 9，828，500円
馬連： 55，526，200円 馬単： 26，694，100円 ワイド： 54，896，700円
3連複： 93，565，700円 3連単： 104，506，700円 計： 437，476，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 150円 � 190円 � 1，880円 枠 連（3－6） 570円

馬 連 �� 1，000円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 410円 �� 5，440円 �� 7，350円

3 連 複 ��� 37，200円 3 連 単 ��� 128，200円

票 数

単勝票数 計 409463 的中 � 104261（2番人気）
複勝票数 計 515119 的中 � 112823（2番人気）� 73265（3番人気）� 4802（11番人気）
枠連票数 計 98285 的中 （3－6） 13170（3番人気）
馬連票数 計 555262 的中 �� 42690（3番人気）
馬単票数 計 266941 的中 �� 11915（4番人気）
ワイド票数 計 548967 的中 �� 38568（3番人気）�� 2434（39番人気）�� 1797（45番人気）
3連複票数 計 935657 的中 ��� 1886（75番人気）
3連単票数 計1045067 的中 ��� 591（296番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．6―17．9―29．3―41．8―53．7―1：06．0―1：18．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．8―3F37．9

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ドンデンガエシ �
�
父 ド レ フ ォ ン �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2022．6．5 東京4着

2020．2．14生 牡2鹿 母 トゥザハピネス 母母 トゥザヴィクトリー 2戦1勝 賞金 6，300，000円
〔騎手変更〕 ニシノシャイニング号の騎手勝浦正樹は，負傷のため秋山稔樹に変更。
〔制裁〕 ハナサキポプラ号の騎手大久保友雅は，発走後まもなく外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：2番・5番）

ハナサキポプラ号の騎手大久保友雅は，向正面から3コーナーにかけて蛇行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：
12番・14番・11番）

24038 8月21日 晴 良 （4札幌2） 第4日 第2競走 1，000�3歳未勝利
発走10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
57．5
56．8

良
重

44 バオバブスピリット 牝3青鹿54 岩田 康誠 Him Rock Racing
ホールディングス� 斎藤 誠 新冠 株式会社

安達牧場 434－ 2 59．0 12．5�
710 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 524－ 4 59．42� 2．0�
33 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 444－ 6 〃 クビ 5．6�
22 キャプテンローレル 牡3栗 56

54 △角田 大和 �ローレルレーシング 羽月 友彦 新冠 アラキフアーム 462＋ 4 59．5� 5．5�
56 ワンダーデュエル 牡3鹿 56

52 ★古川 奈穂山本 能成氏 高柳 大輔 浦河 藤春 修二 B482＋ 81：00．03 16．9�
811 イデアファイブ 牝3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹益田 修一氏 本間 忍 浦河 市正牧場 426＋ 4 〃 ハナ 73．2	
68 ミヤビルーナ 牝3鹿 54 丸山 元気村上 義勝氏 笹田 和秀 新冠 大狩部牧場 470＋ 61：00．31� 197．9

55 カルーナブルガリス 牝3鹿 54 �島 克駿ディアレストクラブ� 伊藤 圭三 浦河 ディアレスト

クラブ B446－ 2 〃 ハナ 17．0�
812 ハートホイップ 牝3芦 54

52 △横山 琉人 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 天間 昭一 新ひだか 聖心台牧場 468－ 2 〃 クビ 9．0�

79 リーセフィヨルド 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 勝己氏 菊沢 隆徳 安平 ノーザンファーム 466－ 21：00．4クビ 25．9
67 コスモプルエバ 牝3栗 54 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 伊藤 大士 新冠 ビッグレッドファーム B430－ 41：00．71� 34．2�
11 ボルダーズビーチ 牝3鹿 54

51 ▲鷲頭 虎太 �シルクレーシング 寺島 良 安平 ノーザンファーム B450－ 21：01．65 106．8�
（12頭）

売 得 金
単勝： 36，431，400円 複勝： 50，411，000円 枠連： 8，092，000円
馬連： 58，321，400円 馬単： 27，178，500円 ワイド： 52，571，000円
3連複： 97，458，700円 3連単： 110，490，500円 計： 440，954，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，250円 複 勝 � 260円 � 110円 � 140円 枠 連（4－7） 1，300円

馬 連 �� 1，460円 馬 単 �� 3，520円

ワ イ ド �� 470円 �� 730円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，680円 3 連 単 ��� 13，790円

票 数

単勝票数 計 364314 的中 � 23212（5番人気）
複勝票数 計 504110 的中 � 31694（7番人気）� 167643（1番人気）� 85735（2番人気）
枠連票数 計 80920 的中 （4－7） 4803（5番人気）
馬連票数 計 583214 的中 �� 30828（5番人気）
馬単票数 計 271785 的中 �� 5784（12番人気）
ワイド票数 計 525710 的中 �� 26352（5番人気）�� 16103（9番人気）�� 73827（1番人気）
3連複票数 計 974587 的中 ��� 43442（4番人気）
3連単票数 計1104905 的中 ��� 5807（43番人気）

ハロンタイム 12．4―10．9―11．6―11．5―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．3―34．9―46．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

バオバブスピリット �
�
父 シルバーステート �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2021．8．1 新潟7着

2019．3．5生 牝3青鹿 母 バ オ バ ブ 母母 アフレイタス 12戦1勝 賞金 12，000，000円
〔発走状況〕 ミルニュイ号は，枠入り不良。
〔3走成績による出走制限〕 コスモプルエバ号・ボルダーズビーチ号は，「3走成績による出走制限」のため，令和4年10月21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8頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 4頭 コスモサルム号・マインフリューゲル号・メイショウカンギク号・メリヴェイユ号
（非抽選馬） 4頭 デュードメール号・ベルベリス号・ミイヒダンサー号・ユキゲショウ号

第２回 札幌競馬 第４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



24039 8月21日 晴 良 （4札幌2） 第4日 第3競走 ��1，700�3歳未勝利
発走11時15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

11 マイネルキング 牡3栗 56 丹内 祐次 �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 474－101：46．7 6．8�

46 トーホウテンリュウ 牡3栗 56 C．ルメール 東豊物産� 石坂 公一 日高 竹島 幸治 492＋ 21：46．91� 1．8�
610 ウォータージオード 牡3鹿 56 �島 克駿山岡 正人氏 岡田 稲男 浦河 大島牧場 B478－ 21：47．11� 9．3�
712 ホウオウブリッツ 牡3栗 56 吉田 隼人小笹 芳央氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 488－ 61：47．2� 9．4�
69 シードザブレイク 牡3鹿 56

54 △横山 琉人三宅 勝俊氏 庄野 靖志 浦河 カナイシスタッド 504＋ 21：47．52 27．9�
45 メイショウフィガロ 牡3鹿 56 菱田 裕二松本 好	氏 高橋 義忠 浦河 赤田牧場 450＋ 41：47．6クビ 20．3

813 トーホウダブリン 牝3栗 54 川島 信二東豊物産� 新谷 功一 浦河 有限会社

吉田ファーム 444＋ 11：48．24 33．1�
58 キージュピター 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹北前孔一郎氏 青木 孝文 新冠 中本牧場 B486＋ 41：48．73 12．2�
34 ヴァレッタカズマ 牡3鹿 56 斎藤 新合同会社雅苑興業 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B496－121：48．91� 11．3
814 ジ ョ リ エ ス 牡3栗 56 吉田 豊須本 浩行氏 小手川 準 浦河 ダイヤモンドファーム B458－ 81：49．64 24．1�
22 イデアノキセキ 牡3青鹿56 丸山 元気益田 修一氏 金成 貴史 浦河 中脇 満 448＋ 61：49．7� 52．8�
57 ピンクライオネス 牝3鹿 54

51 ▲西塚 洸二金子真人ホール
ディングス� 藤原 英昭 千歳 社台ファーム 446－ 21：50．02 241．1�

33 ヒーローオブチグサ 牡3芦 56 黛 弘人芳賀 克也氏 岩戸 孝樹 浦河 高昭牧場 B480＋ 61：50．31� 141．3�
（13頭）

711 ベルアクトリス 牝3鹿 54
50 ★古川 奈穂福盛 訓之氏 杉山 晴紀 安平 ノーザンファーム 460± 0 （競走除外）

売 得 金
単勝： 37，915，500円 複勝： 91，751，800円 枠連： 9，734，000円
馬連： 47，198，100円 馬単： 30，620，000円 ワイド： 53，373，000円
3連複： 77，587，800円 3連単： 106，615，300円 計： 454，795，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 680円 複 勝 � 190円 � 110円 � 170円 枠 連（1－4） 500円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 1，500円

ワ イ ド �� 270円 �� 750円 �� 270円

3 連 複 ��� 1，310円 3 連 単 ��� 8，620円

票 数

単勝票数 差引計 379155（返還計 1970） 的中 � 44441（2番人気）
複勝票数 差引計 917518（返還計 2297） 的中 � 56931（3番人気）� 547669（1番人気）� 68678（2番人気）
枠連票数 差引計 97340（返還計 528） 的中 （1－4） 15010（2番人気）
馬連票数 差引計 471981（返還計 9978） 的中 �� 69920（1番人気）
馬単票数 差引計 306200（返還計 3794） 的中 �� 15242（5番人気）
ワイド票数 差引計 533730（返還計 7593） 的中 �� 53819（2番人気）�� 15646（9番人気）�� 54340（1番人気）
3連複票数 差引計 775878（返還計 24562） 的中 ��� 44106（1番人気）
3連単票数 差引計1066153（返還計 27815） 的中 ��� 8966（18番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―30．2―42．9―55．5―1：08．1―1：21．1―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイネルキング �
�
父 ゴールドシップ �

�
母父 マーベラスサンデー デビュー 2021．10．23 東京10着

2019．2．27生 牡3栗 母 スーパーウーマン 母母 アロングフローラ 9戦1勝 賞金 8，320，000円
〔競走除外〕 ベルアクトリス号は，疾病〔蕁麻疹〕のため装鞍所で競走除外。
〔発走状況〕 ピンクライオネス号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔3走成績による出走制限〕 ヴァレッタカズマ号・イデアノキセキ号・ピンクライオネス号は，「3走成績による出走制限」のため，

令和4年10月21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 デルマアメミット号
（非抽選馬） 5頭 エティエンヌ号・タマモペアリング号・ヒーローシャガーラ号・ヤマタケコーチャン号・レオプレシード号

24040 8月21日 晴 稍重 （4札幌2） 第4日 第4競走 ��2，600�3歳未勝利
発走11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
2：37．6
2：35．1

良
良

22 ヴィルトブリーゼ 牝3栗 54 柴山 雄一 �キャロットファーム 古賀 慎明 安平 ノーザンファーム 434－ 62：46．1 12．8�
813 グ ロ ー 牡3鹿 56 池添 謙一ケーエスHD 鈴木 孝志 新ひだか 前谷 武志 470－ 2 〃 クビ 12．0�
34 ルヴェルディ 牡3鹿 56 C．ルメール �サンデーレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 472± 02：47．16 2．9�
11 � ダノンフロンティア 牡3黒鹿56 武 豊�ダノックス 中内田充正 愛 Fethard

Bloodstock 494± 0 〃 クビ 1．9�
58 ホウオウベリテ 牡3鹿 56 丹内 祐次小笹 芳央氏 高木 登 新ひだか 岡田スタツド B450± 02：47．31� 46．0	
69 タ イ ク ー ン 牡3栗 56

54 △小林 凌大 �ヒダカ・
ブリーダーズ・ユニオン 本田 優 浦河 三嶋牧場 504－ 62：47．4� 28．3


711 ミヴィダロカ 牝3鹿 54 坂井 瑠星加藤 裕司氏 矢作 芳人 千歳 社台ファーム 488± 02：48．14 48．0�
814 ジュンバレット 牡3黒鹿 56

54 △山田 敬士河合 純二氏 伊坂 重信 新冠 川上牧場 454－ 62：48．2� 247．3�
45 ノーティアス 牡3鹿 56

55 ☆秋山 稔樹吉田 照哉氏 宗像 義忠 千歳 社台ファーム 504＋ 6 〃 アタマ 43．8
33 イザトナレバ 	3鹿 56 吉田 豊大久保幸夫氏 伊坂 重信 浦河 有限会社

吉田ファーム B462＋ 2 〃 クビ 77．8�
46 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 444＋ 22：49．05 147．5�

610 ララアンセストラル 牡3栗 56
54 △角田 大和フジイ興産� 松下 武士 浦河 ヒダカフアーム 460＋ 22：49．42� 26．1�

（法942）

57 セットリスト 牝3黒鹿54 吉田 隼人 DMMドリームクラブ� 茶木 太樹 安平 ノーザンファーム 480＋ 22：49．82� 17．9�
712 モ ズ ユ ウ ガ 牡3栗 56

53 ▲大久保友雅 �キャピタル・システム 大久保龍志 日高 株式会社
目黒牧場 490＋ 42：49．9� 90．6�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，127，600円 複勝： 66，094，900円 枠連： 10，395，900円
馬連： 53，693，000円 馬単： 29，570，300円 ワイド： 55，502，000円
3連複： 95，455，800円 3連単： 132，846，900円 計： 487，686，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，280円 複 勝 � 360円 � 330円 � 170円 枠 連（2－8） 5，940円

馬 連 �� 7，020円 馬 単 �� 14，410円

ワ イ ド �� 1，630円 �� 560円 �� 530円

3 連 複 ��� 4，640円 3 連 単 ��� 50，030円

票 数

単勝票数 計 441276 的中 � 27459（4番人気）
複勝票数 計 660949 的中 � 42515（4番人気）� 46630（3番人気）� 125262（2番人気）
枠連票数 計 103959 的中 （2－8） 1355（17番人気）
馬連票数 計 536930 的中 �� 5924（18番人気）
馬単票数 計 295703 的中 �� 1538（33番人気）
ワイド票数 計 555020 的中 �� 8182（16番人気）�� 25922（4番人気）�� 27880（3番人気）
3連複票数 計 954558 的中 ��� 15401（12番人気）
3連単票数 計1328469 的中 ��� 1925（124番人気）

ハロンタイム 12．9―12．2―12．8―13．1―12．9―13．6―13．4―13．0―12．6―12．1―12．3―12．4―12．8

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�
12．9―25．1―37．9―51．0―1：03．9―1：17．5―1：30．9―1：43．9―1：56．5―2：08．6―2：20．9―2：33．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヴィルトブリーゼ �
�
父 ドゥラメンテ �

�
母父 Monsun デビュー 2022．3．27 中山7着

2019．2．6生 牝3栗 母 ピュアブリーゼ 母母 ピューリティー 4戦1勝 賞金 5，200，000円
〔騎手変更〕 ジュンバレット号の騎手勝浦正樹は，負傷のため山田敬士に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 ホーネット号
（非抽選馬） 2頭 スヴィルカーチ号・スズカマース号



24041 8月21日 晴 稍重 （4札幌2） 第4日 第5競走 ��2，000�2歳新馬
発走12時35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
2：02．1
1：58．5

良
良

44 インスタキング 牡2栗 54 武 豊嶋田 賢氏 蛯名 正義 新ひだか 前谷 武志 492 ―2：06．3 6．4�
55 ジュンツバメガエシ 牡2黒鹿54 横山 武史河合 純二氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 504 ―2：06．4� 4．2�
66 アヴニールドブリエ 牡2黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 宮田 敬介 洞�湖 レイクヴィラファーム 510 ―2：06．61 1．7�
11 サンバデルンバ 牝2鹿 54 藤岡 佑介 �チャンピオンズファーム 伊藤 大士 新ひだか チャンピオンズファーム 460 ―2：06．92 6．1�
33 トーセンサマンサ 牝2黒鹿54 丸山 元気島川 	哉氏 深山 雅史 日高 有限会社 エ

スティファーム 430 ―2：08．07 43．9

22 フッカツラヴ 牝2鹿 54 丹内 祐次小林 照弘氏 尾形 和幸 新ひだか へいはた牧場 420 ―2：10．1大差 31．9�

（リッキーデラックス）

（6頭）

売 得 金
単勝： 55，518，400円 複勝： 21，720，200円 枠連： 発売なし
馬連： 30，426，200円 馬単： 24，819，400円 ワイド： 20，273，500円
3連複： 35，272，900円 3連単： 126，703，600円 計： 314，734，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 640円 複 勝 � 240円 � 190円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 1，010円 馬 単 �� 2，140円

ワ イ ド �� 270円 �� 180円 �� 150円

3 連 複 ��� 310円 3 連 単 ��� 3，390円

票 数

単勝票数 計 555184 的中 � 71823（4番人気）
複勝票数 計 217202 的中 � 32513（4番人気）� 47955（2番人気）
馬連票数 計 304262 的中 �� 23143（5番人気）
馬単票数 計 248194 的中 �� 8694（10番人気）
ワイド票数 計 202735 的中 �� 15289（6番人気）�� 28131（3番人気）�� 41333（1番人気）
3連複票数 計 352729 的中 ��� 84775（1番人気）
3連単票数 計1267036 的中 ��� 27096（12番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
13．1―24．8―37．7―51．0―1：03．6―1：15．9―1：28．2―1：41．2―1：53．7

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
2，5（3，4）－（1，6）
2－5，4（3，6）－1

2
4
2，5（3，4）（1，6）
5（2，4，6）（3，1）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

インスタキング �

父 エピファネイア �


母父 マンハッタンカフェ 初出走

2020．4．5生 牡2栗 母 ア ガ サ 母母 ソプラニーノ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

24042 8月21日 晴 良 （4札幌2） 第4日 第6競走 ��
��2，400�3歳以上1勝クラス

発走13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 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
2：32．1
2：28．6

重
不良

11 セブンスレター 牡3鹿 54 黛 弘人熊坂 俊一氏 武井 亮 新冠 松浦牧場 492－ 42：34．6 21．3�
33 イーサンバーニング 牡3鹿 54

52 △角田 大和国本 勇氏 中野 栄治 浦河 山春牧場 506＋ 62：34．7� 3．2�
44 クロスザルビコン 牡5青鹿57 坂井 瑠星小村アセットM� 大和田 成 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 456－ 2 〃 ハナ 7．5�
79 クインズジョイフル 牝3栗 52

50 △小林 凌大 �ケイアイスタリオン 小島 茂之 新冠 ハシモトフアーム 424－ 42：34．91 6．4�
67 オクトニオン 牡3鹿 54 横山 武史小田 吉男氏 斎藤 誠 新冠 北星村田牧場 524± 02：35．32	 6．3�
68 デ ィ サ イ ド 牡3芦 54 岩田 康誠前田 幸大氏 高野 友和 新冠 株式会社

ノースヒルズ B480－ 62：35．61	 8．3	
812 オブジェダート 牡3栗 54 
島 克駿�G1レーシング 橋口 慎介 安平 追分ファーム 498＋12 〃 クビ 5．0

55 ネッスンドルマ 牡3鹿 54 吉田 隼人藤田 純氏 加藤士津八 新冠 新冠橋本牧場 442－ 22：35．7クビ 29．0�
710 ガンガディン 牡3黒鹿54 丹内 祐次田島榮二郎氏 田島 俊明 新ひだか 元茂牧場 474＋ 22：36．87 105．2�
22 � テーオーバフェット 牡5栗 57 荻野 琢真小笹 公也氏 梅田 智之 新ひだか フジワラフアーム B514± 02：36．9	 33．4
56 サトノバトラー �4鹿 57 C．ルメール �サトミホースカンパニー 堀 宣行 安平 ノーザンファーム B502－ 42：38．07 20．6�
811 ブリヨンカズマ 牡3芦 54 菱田 裕二合同会社雅苑興業 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム B520＋ 42：38．95 109．2�

（12頭）

売 得 金
単勝： 32，657，600円 複勝： 43，932，500円 枠連： 8，904，600円
馬連： 46，162，200円 馬単： 20，203，300円 ワイド： 44，907，500円
3連複： 72，803，800円 3連単： 81，004，300円 計： 350，575，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，130円 複 勝 � 620円 � 140円 � 200円 枠 連（1－3） 4，600円

馬 連 �� 4，810円 馬 単 �� 10，370円

ワ イ ド �� 1，700円 �� 3，000円 �� 470円

3 連 複 ��� 10，000円 3 連 単 ��� 69，830円

票 数

単勝票数 計 326576 的中 � 12210（8番人気）
複勝票数 計 439325 的中 � 12996（9番人気）� 101513（1番人気）� 58503（4番人気）
枠連票数 計 89046 的中 （1－3） 1500（17番人気）
馬連票数 計 461622 的中 �� 7430（17番人気）
馬単票数 計 202033 的中 �� 1461（37番人気）
ワイド票数 計 449075 的中 �� 6550（17番人気）�� 3634（39番人気）�� 26924（3番人気）
3連複票数 計 728038 的中 ��� 5455（34番人気）
3連単票数 計 810043 的中 ��� 841（240番人気）

ハロンタイム 13．1―12．3―13．1―12．9―12．6―13．0―13．0―12．5―12．3―12．7―13．1―14．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200�
13．1―25．4―38．5―51．4―1：04．0―1：17．0―1：30．0―1：42．5―1：54．8―2：07．5―2：20．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

セブンスレター �
�
父 コパノリッキー �

�
母父 ナリタブライアン デビュー 2022．1．5 中山4着

2019．5．15生 牡3鹿 母 ブライアンズレター 母母 パーソナルレター 6戦2勝 賞金 13，800，000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 ヒシアラカン号



24043 8月21日 晴 良 （4札幌2） 第4日 第7競走 1，700�3歳以上1勝クラス
発走13時35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

56 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 500－ 21：45．7 6．9�
812 フォーワンセルフ 牡3栗 54 原田 和真 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 日高 碧雲牧場 508－101：46．12� 11．7�
33 パーティーベル 牡3鹿 54 横山 和生原 �子氏 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 456± 01：46．2クビ 3．4�
57 � ワンダーアマルフィ 牡5鹿 57 水口 優也山本 能成氏 石橋 守 浦河 高昭牧場 480＋141：46．52 32．7�
813 リ ヴ ウ ェ ル 牡4黒鹿 57

55 △山田 敬士ウエスト．フォレスト．
ステイブル� 深山 雅史 浦河 市正牧場 488± 01：46．71� 65．0�

711 デルマタモン 牡4栗 57 丸山 元気浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 504± 01：46．8クビ 8．4	
45 サムハンター 牡4栗 57 菱田 裕二�駒秀 高橋 康之 浦河 大西ファーム 482－ 4 〃 クビ 17．0

44 メテオフリューゲル 牡3栗 54 横山 武史ウエスト．フォレスト．

ステイブル� 鈴木 伸尋 新冠 隆栄牧場 526± 0 〃 ハナ 3．0�
22 ヒシアラカン 牡3栗 54

51 ▲西塚 洸二阿部 雅英氏 堀 宣行 安平 ノーザンファーム 472＋ 21：47．43� 62．4�
69 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 B444－ 41：47．71� 11．1
710� タ イ ガ 牡5黒鹿 57

53 ★古川 奈穂合同会社三度屋 堀内 岳志 新冠 オリエント牧場 492± 01：47．9� 35．2�
68 ダイチヴィヴァン 牡3鹿 54

53 ☆秋山 稔樹服部 英利氏 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 474＋ 61：48．21� 24．8�
11 メイクマイデイ 牡4黒鹿57 柴山 雄一 �ローレルレーシング 昆 貢 青森 石田 英機 488± 01：54．0大差 94．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 37，939，400円 複勝： 44，839，600円 枠連： 8，802，300円
馬連： 52，026，600円 馬単： 21，982，100円 ワイド： 56，424，700円
3連複： 87，480，200円 3連単： 94，273，600円 計： 403，768，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 690円 複 勝 � 200円 � 230円 � 150円 枠 連（5－8） 2，780円

馬 連 �� 3，640円 馬 単 �� 7，680円

ワ イ ド �� 1，310円 �� 460円 �� 630円

3 連 複 ��� 4，160円 3 連 単 ��� 29，420円

票 数

単勝票数 計 379394 的中 � 43878（3番人気）
複勝票数 計 448396 的中 � 53418（3番人気）� 43917（4番人気）� 96050（1番人気）
枠連票数 計 88023 的中 （5－8） 2453（13番人気）
馬連票数 計 520266 的中 �� 11047（16番人気）
馬単票数 計 219821 的中 �� 2145（29番人気）
ワイド票数 計 564247 的中 �� 10422（17番人気）�� 32944（2番人気）�� 23019（4番人気）
3連複票数 計 874802 的中 ��� 15744（11番人気）
3連単票数 計 942736 的中 ��� 2323（83番人気）

ハロンタイム 6．9―11．2―11．6―12．3―13．1―12．4―12．6―12．6―13．0

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．1―29．7―42．0―55．1―1：07．5―1：20．1―1：32．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

スマートセプター �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 エンドスウィープ デビュー 2021．12．4 阪神1着

2019．2．25生 牡3鹿 母 デアリングワールド 母母 デアリングダンジグ 6戦2勝 賞金 15，900，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 メイクマイデイ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，令和4年9月21日まで平地競走

に出走できない。
※ヒシアラカン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

24044 8月21日 晴 良 （4札幌2） 第4日 第8競走 2，000�3歳以上1勝クラス
発走14時05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
1：58．6
1：56．1

良
良

814 ヒヅルジョウ 牝3鹿 52 菱田 裕二河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 476＋ 62：02．2 3．3�
33 マイシンフォニー 牝3青鹿52 武 豊�キーファーズ 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 484－ 22：02．62� 2．9�
813 ゴルトシュミーデ 牝3栗 52

49 ▲大久保友雅吉田 千津氏 村山 明 千歳 社台ファーム 430＋ 22：03．13 26．7�
45 ヒットザシーン 牝4黒鹿55 丹内 祐次 �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 490＋ 82：03．2� 6．2�
34 キュンストラー 牝4芦 55

53 △小林 凌大 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 松永 康利 新冠 株式会社ブルー

スターズファーム 412－ 22：03．3クビ 169．6�
58 ア レ ナ リ ア 牝3青鹿 52

50 △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 420－ 42：03．51� 198．3	

712 エレガントチャーム 牝5鹿 55 横山 和生�G1レーシング 菊沢 隆徳 安平 追分ファーム 484＋14 〃 クビ 17．3

22 カ ツ コ 牝4黒鹿55 吉田 隼人武田 修氏 寺島 良 新冠 新冠橋本牧場 448－18 〃 アタマ 39．5�
46 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 422＋10 〃 ハナ 51．7�
11 クールブリエ 牝4鹿 55 丸山 元気 �ゴールドアップ・

カンパニー 笹田 和秀 新ひだか ゴールドアップカンパニー 452－ 82：03．92 26．3
69 プリペアード 牝4鹿 55 横山 武史 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 宮 徹 浦河 三嶋牧場 416－ 22：04．11� 12．5�
610 ト ゥ ー サ ン 牝3黒鹿52 斎藤 新合同会社雅苑興業 吉岡 辰弥 新ひだか グランド牧場 460＋ 22：04．42 45．5�
57 ナックフローラ 牝3鹿 52

50 △角田 大和小松 欣也氏 杉浦 宏昭 千歳 社台ファーム 476－ 62：04．93 6．9�
711 ベアーザベル 牝3鹿 52 坂井 瑠星 �シルクレーシング 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム B436＋ 42：05．54 55．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 44，803，100円 複勝： 53，785，600円 枠連： 10，854，400円
馬連： 65，003，700円 馬単： 26，092，900円 ワイド： 62，343，200円
3連複： 103，191，800円 3連単： 110，750，400円 計： 476，825，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 330円 複 勝 � 150円 � 160円 � 480円 枠 連（3－8） 620円

馬 連 �� 680円 馬 単 �� 1，310円

ワ イ ド �� 390円 �� 1，350円 �� 1，270円

3 連 複 ��� 4，340円 3 連 単 ��� 18，060円

票 数

単勝票数 計 448031 的中 � 107934（2番人気）
複勝票数 計 537856 的中 � 110868（1番人気）� 97138（2番人気）� 20430（7番人気）
枠連票数 計 108544 的中 （3－8） 13504（1番人気）
馬連票数 計 650037 的中 �� 73347（1番人気）
馬単票数 計 260929 的中 �� 14888（1番人気）
ワイド票数 計 623432 的中 �� 44737（2番人気）�� 11210（18番人気）�� 11976（14番人気）
3連複票数 計1031918 的中 ��� 17815（11番人気）
3連単票数 計1107504 的中 ��� 4445（38番人気）

ハロンタイム 12．5―11．2―12．4―12．3―12．3―12．5―11．8―12．1―12．3―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．7―36．1―48．4―1：00．7―1：13．2―1：25．0―1：37．1―1：49．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ヒヅルジョウ �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 グラスワンダー デビュー 2021．12．4 阪神8着

2019．5．1生 牝3鹿 母 サンデージョウ 母母 イシノクイル 8戦2勝 賞金 18，402，000円



24045 8月21日 晴 良 （4札幌2） 第4日 第9競走 ��
��1，500�ク ロ ー バ ー 賞

発走14時35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 238，000円 68，000円 34，000円 � コースレコード

中央レコード
1：29．1
1：29．1

良
良

44 	 ジ ョ リ ダ ム 牝2栗 54 丹内 祐次�桑田牧場 田中 淳司 浦河 桑田牧場 430－ 61：31．6 78．4�
（北海道）

66 イ コ サ ン 牡2鹿 54 池添 謙一天野 克彦氏 長谷川浩大 浦河 三嶋牧場 476＋16 〃 ハナ 2．7�
22 ジョウショーホープ 牡2鹿 54 藤岡 佑介熊田 義孝氏 新谷 功一 新ひだか 福岡 駿弥 458－ 21：31．7
 10．3�
67 ナイトキャッスル 牡2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 音無 秀孝 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 506± 0 〃 アタマ 4．8�
79 ミシェラドラータ 牡2鹿 54 �島 克駿福盛 訓之氏 清水 久詞 浦河 丸村村下

ファーム 474－ 61：31．91� 8．8�
810	 コンチトーホク 牡2鹿 54 松井 伸也�フォレブルー 桧森 邦夫 青森 有限会社

フォレブルー 452± 0 〃 アタマ 272．5	
（北海道） （北海道）

55 マルモリディライト 牝2芦 54 武 豊山下 繁美氏 石橋 守 浦河 村中牧場 450＋ 61：32．42 9．7

33 エイトスターズ 牝2黒鹿54 吉田 隼人武田 修氏 坂口 智康 洞�湖 レイクヴィラファーム 468± 01：32．61 5．4�
11 	 プルタオルネ 牡2鹿 54 石川 倭佐藤 良二氏 小国 博行 新ひだか 伊藤 敏明 466－ 21：32．81 83．0�

（北海道） （北海道）

811 ブライトファントム 牡2黒鹿54 横山 和生杉山 忠国氏 杉山 晴紀 新ひだか 明治牧場 502＋ 61：32．9
 9．9
78 	 サブリュウシン 牡2鹿 54 阿部 龍渡部 賢治氏 角川 秀樹 新ひだか 川端 英幸 452－121：33．0クビ 393．2�

（北海道） （北海道）

（11頭）

売 得 金
単勝： 62，089，300円 複勝： 62，726，500円 枠連： 11，319，900円
馬連： 70，868，000円 馬単： 32，709，100円 ワイド： 58，499，400円
3連複： 101，355，500円 3連単： 136，823，000円 計： 536，390，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，840円 複 勝 � 1，100円 � 150円 � 230円 枠 連（4－6） 3，960円

馬 連 �� 9，500円 馬 単 �� 27，900円

ワ イ ド �� 2，950円 �� 5，270円 �� 550円

3 連 複 ��� 21，520円 3 連 単 ��� 177，450円

票 数

単勝票数 計 620893 的中 � 6728（8番人気）
複勝票数 計 627265 的中 � 10497（8番人気）� 143478（1番人気）� 70185（5番人気）
枠連票数 計 113199 的中 （4－6） 2214（14番人気）
馬連票数 計 708680 的中 �� 5781（22番人気）
馬単票数 計 327091 的中 �� 879（50番人気）
ワイド票数 計 584994 的中 �� 4927（22番人気）�� 2724（30番人気）�� 29361（6番人気）
3連複票数 計1013555 的中 ��� 3531（46番人気）
3連単票数 計1368230 的中 ��� 559（328番人気）

ハロンタイム 6．8―11．4―12．0―12．4―12．5―12．2―12．0―12．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300�
6．8―18．2―30．2―42．6―55．1―1：07．3―1：19．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 2→3→4」 上り4F49．0―3F36．5

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

勝馬の
紹 介

	ジ ョ リ ダ ム �
�
父 カレンブラックヒル �

�
母父 ダイナマイトダディ （1戦1勝 賞金 16，238，000円）

2020．5．24生 牝2栗 母 マイダイナマイト 母母 ミ ロ ク
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時36分に変更。
〔発走状況〕 プルタオルネ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 プルタオルネ号は，発走調教再審査。
※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。

24046 8月21日 晴 良 （4札幌2） 第4日 第10競走
札幌市制100周年記念

��
��1，700�

お お ど お り こ う え ん

大 通 公 園 特 別
発走15時10分 （ダート・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
1：40．9
1：40．9

重
重

711 モ ズ マ ゾ ク 牡4青 57 武 豊 �キャピタル・システム 南井 克巳 日高 前野牧場 B488＋ 21：45．0 19．3�
57 ジ ョ イ ス 牡3鹿 54 横山 武史林 正道氏 斎藤 誠 浦河 三嶋牧場 506± 0 〃 ハナ 2．0�
813 アンダープロット 牡4黒鹿57 C．ルメール �シルクレーシング 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 500＋ 21：45．21� 8．7�
34 シンヨモギネス 牡4鹿 57 丹内 祐次岡本 真二氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 B472－101：45．41 12．8�
11 キタノセレナード 牡3鹿 54 吉田 隼人北所 直人氏 坂口 智康 新冠 村上 欽哉 444± 0 〃 クビ 10．6	
33 キュールエフウジン 牡3黒鹿54 斎藤 新岡本 良三氏 中尾 秀正 新ひだか 木下牧場 498＋101：45．5クビ 4．3

46 タ ガ ノ ペ カ 牝4鹿 55 角田 大和八木 良司氏 西園 正都 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 506＋ 4 〃 ハナ 68．2�
814 バルサミックムーン 	5鹿 57 黛 弘人高橋 文男氏 武藤 善則 千歳 社台ファーム 494－10 〃 クビ 42．1�
69 ミツカネプリンス 牡5芦 57 坂井 瑠星小山田 満氏 鈴木 伸尋 新冠 タニグチ牧場 450－ 61：45．92� 93．0
712 バ ル ム ン ク 牡3栗 54 
島 克駿兼松 康太氏 池添 学 日高 アイズスタッド株式会社 510± 01：46．11� 14．1�
58 アドマイヤビーナス 牝6栗 55 菱田 裕二近藤 旬子氏 梅田 智之 安平 ノーザンファーム B494± 01：46．95 239．5�
610 サトノワールド 牡5鹿 57 M．デムーロ �サトミホースカンパニー 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B524± 01：47．53� 55．1�
22 ヴ ェ ノ ム 牡4鹿 57 池添 謙一市川義美ホール

ディングス� 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム B526＋ 41：48．13� 76．5�
45 メイショウナリヒラ 牡4栗 57 泉谷 楓真松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 462－101：48．31� 36．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 70，291，400円 複勝： 86，535，200円 枠連： 21，889，600円
馬連： 115，019，400円 馬単： 50，317，000円 ワイド： 97，914，000円
3連複： 195，289，900円 3連単： 225，047，600円 計： 862，304，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，930円 複 勝 � 210円 � 120円 � 240円 枠 連（5－7） 790円

馬 連 �� 1，690円 馬 単 �� 5，400円

ワ イ ド �� 620円 �� 1，640円 �� 510円

3 連 複 ��� 4，600円 3 連 単 ��� 39，140円

票 数

単勝票数 計 702914 的中 � 28988（7番人気）
複勝票数 計 865352 的中 � 85010（3番人気）� 272521（1番人気）� 72220（4番人気）
枠連票数 計 218896 的中 （5－7） 21389（2番人気）
馬連票数 計1150194 的中 �� 52453（7番人気）
馬単票数 計 503170 的中 �� 6981（17番人気）
ワイド票数 計 979140 的中 �� 41103（7番人気）�� 14398（19番人気）�� 51159（4番人気）
3連複票数 計1952899 的中 ��� 31794（15番人気）
3連単票数 計2250476 的中 ��� 4168（119番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
6．9―18．0―29．7―42．5―55．1―1：07．6―1：20．1―1：32．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．9―3F37．4
1
3

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

勝馬の
紹 介

モ ズ マ ゾ ク �
�
父 グランプリボス �

�
母父 ゴールドアリュール デビュー 2021．2．21 阪神15着

2018．3．4生 牡4青 母 モズアリュール 母母 ペルファヴォーレ 18戦3勝 賞金 54，151，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時11分に変更。
〔その他〕 バルムンク号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔鼻出血による出走制限〕 バルムンク号は，「鼻出血による出走制限」のため，令和4年9月21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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 グレースルビー号
（非抽選馬） 2頭 クールファイブ号・リズムオブザナイト号

（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。※騎手名の下の
※ジョリダム号は，令和4年の農林水産省賞典札幌2歳ステークス（GⅢ）に地方馬として出走できる。

２レース目



24047 8月21日 晴 良 （4札幌2） 第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第58回札 幌 記 念（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右）
3歳以上，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

札幌市長賞・札幌馬主協会会長賞（1着）
賞 品

本 賞 70，000，000円 28，000，000円 18，000，000円 11，000，000円 7，000，000円
付 加 賞 1，120，000円 320，000円 160，000円 � コースレコード

中央レコード
1：58．6
1：56．1

良
良

24 ジャックドール 牡4栗 57 藤岡 佑介前原 敏行氏 藤岡 健一 日高 クラウン日高牧場 516＋ 82：01．2 4．6�
23 パンサラッサ 牡5鹿 57 吉田 豊広尾レース� 矢作 芳人 新ひだか 木村 秀則 470－ 6 〃 クビ 3．3�
59 ウインマリリン 牝5栗 55 松岡 正海�ウイン 手塚 貴久 新冠 コスモヴューファーム 488＋122：01．41� 13．6�
612 ア ラ タ 牡5鹿 57 横山 武史村田 能光氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 464－ 22：01．5クビ 85．6�
510 ソ ダ シ 牝4白 55 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 478＋ 22：01．81	 3．3�
36 グローリーヴェイズ 牡7黒鹿57 C．ルメール 	シルクレーシング 尾関 知人 洞
湖 レイクヴィラファーム 462 〃 クビ 7．0

816 アンティシペイト 牡5鹿 57 横山 和生�G1レーシング 国枝 栄 安平 追分ファーム B502＋ 62：01．9� 28．8�
48 フィオリキアリ 牝5鹿 55 �島 克駿槙 和美氏 清水 久詞 新冠 株式会社

ノースヒルズ 458＋ 82：02．11 138．4�
713 レッドガラン 牡7鹿 57 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 安田 隆行 千歳 社台ファーム 518± 0 〃 クビ 32．3
47 ハ ヤ ヤ ッ コ 牡6白 57 池添 謙一金子真人ホール

ディングス� 国枝 栄 安平 ノーザンファーム B474－ 62：02．41	 29．1�
714 ユーバーレーベン 牝4青鹿55 M．デムーロ �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 498 2：02．61� 18．7�
611 ユニコーンライオン 牡6黒鹿57 坂井 瑠星ライオンレースホース� 矢作 芳人 愛 Desert Star

Phoenix Jvc 528＋122：03．23� 52．4�
35 サトノクロニクル 牡8鹿 57 斎藤 新 �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 B482＋10 〃 アタマ 365．4�
815 ケイデンスコール 牡6鹿 57 古川 吉洋 	サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 470－ 42：03．62� 284．3�
12 アイスバブル 牡7芦 57 水口 優也金子真人ホール

ディングス� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 472－ 6 〃 クビ 322．9�
11 マ カ ヒ キ 牡9鹿 57 武 豊金子真人ホール

ディングス� 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 510± 02：04．66 50．0�
（16頭）

売 得 金
単勝： 683，110，500円 複勝： 605，894，000円 枠連： 220，137，300円 馬連： 1，218，793，500円 馬単： 476，351，800円
ワイド： 963，983，800円 3連複： 2，377，204，100円 3連単： 3，213，338，300円 5重勝： 669，333，700円 計： 10，428，147，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 460円 複 勝 � 180円 � 170円 � 310円 枠 連（2－2） 940円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，880円

ワ イ ド �� 410円 �� 1，090円 �� 800円

3 連 複 ��� 4，190円 3 連 単 ��� 15，210円

5 重 勝
対象競走：新潟10R／札幌10R／小倉11R／新潟11R／札幌11R

キャリーオーバー なし����� 93，706，710円

票 数

単勝票数 計6831105 的中 � 1179236（3番人気）
複勝票数 計6058940 的中 � 928882（3番人気）� 1074500（2番人気）� 420857（5番人気）
枠連票数 計2201373 的中 （2－2） 181255（3番人気）
馬連票数 計12187935 的中 �� 1006967（3番人気）
馬単票数 計4763518 的中 �� 189195（7番人気）
ワイド票数 計9639838 的中 �� 657573（3番人気）�� 215925（12番人気）�� 299744（7番人気）
3連複票数 計23772041 的中 ��� 425134（11番人気）
3連単票数 計32133383 的中 ��� 153160（37番人気）
5重勝票数 計6693337 的中 ����� 5

ハロンタイム 12．6―10．9―12．0―12．1―11．9―12．2―11．8―12．4―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．5―35．5―47．6―59．5―1：11．7―1：23．5―1：35．9―1：48．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．5―3F37．7
1
3
3，11（9，4）－10（2，12）5，6，13（8，15）1，16（7，14）
3，11（9，4）－10－12（2，6，5）（13，16）8，15，1（7，14）

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ジャックドール �
�
父 モ ー リ ス �

�
母父 Unbridled’s Song デビュー 2020．12．6 中山2着

2018．4．8生 牡4栗 母 ラヴァリーノ 母母 Sous Entendu 11戦7勝 賞金 238，640，000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 フォワードアゲン号

24048 8月21日 晴 良 （4札幌2） 第4日 第12競走 1，200�
て い ね や ま

手 稲 山 特 別
発走16時30分 （芝・右）

牝，3歳以上，2勝クラス；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
賞 品

本 賞 15，100，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，510，000円
付 加 賞 336，000円 96，000円 48，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．5
1：05．8

良
良

24 モンファボリ 牝4鹿 55 武 豊 �サンデーレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 460＋ 21：10．2 2．7�
48 スリーパーダ 牝3栗 52 横山 武史 �キャロットファーム 斉藤 崇史 安平 ノーザンファーム 414＋18 〃 クビ 5．7�
23 メイショウエニシア 牝4青鹿55 藤岡 佑介松本 好�氏 本田 優 新ひだか 小野 秀治 456＋ 41：10．41� 7．6�
35 カバーガール 牝4黒鹿55 坂井 瑠星石川 達絵氏 清水 久詞 浦河 桑田牧場 472± 01：10．5クビ 45．4�
47 ヤマニンルリュール 牝4鹿 55 �島 克駿土井 肇氏 木原 一良 新冠 錦岡牧場 492＋ 6 〃 ハナ 6．3	
612 ラ ヴ ケ リ ー 牝4鹿 55 池添 謙一水谷 昌晃氏 高柳 大輔 新冠 オリエント牧場 456－ 2 〃 ハナ 24．4

815 セリノーフォス 牝3鹿 52 吉田 隼人 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 458＋ 2 〃 同着 10．5�
36 ディキシークイーン 牝5鹿 55 横山 和生寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか タイヘイ牧場 494－ 41：10．6クビ 108．6�
816 ミズノコキュウ 牝3鹿 52 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 浦河 梅田牧場 428＋12 〃 アタマ 7．5�
714 マイステージ 牝4鹿 55 松岡 正海冨沢 敦子氏 伊藤 伸一 浦河 浦河小林牧場 446＋ 81：10．7� 118．3�
12 ウキウキホリデー 牝4芦 55 丸山 元気 �ビッグレッドファーム 松永 康利 新冠 シンカンファーム 484＋ 41：10．8� 34．8�
611 ヤマニンプティパ 牝5鹿 55 伊藤 工真土井 肇氏 千田 輝彦 新冠 錦岡牧場 458＋10 〃 クビ 78．0�
510 ゴールドフィンガー 牝4栗 55 水口 優也山上 和良氏 岡田 稲男 新ひだか 前谷 武志 484＋101：11．0� 135．6�
59 トップキャスト 牝3栗 52 斎藤 新G1レーシング 高橋 康之 安平 ノーザンファーム 436－ 2 〃 アタマ 19．0�
11 チャペルレーン 牝4黒鹿55 横山 琉人 ロードホースクラブ 尾形 和幸 新ひだか ケイアイファーム 468－ 21：12．27 115．9�
713 ア ル ナ ー ジ 牝4黒鹿55 柴山 雄一安原 浩司氏 昆 貢 浦河 宮内牧場 B462＋ 61：12．3クビ 233．1�

（16頭）

売 得 金
単勝： 132，098，400円 複勝： 143，878，000円 枠連： 48，726，100円
馬連： 217，334，200円 馬単： 91，948，700円 ワイド： 195，473，700円
3連複： 355，834，100円 3連単： 446，315，100円 計： 1，631，608，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 270円 複 勝 � 130円 � 200円 � 200円 枠 連（2－4） 330円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，360円

ワ イ ド �� 400円 �� 400円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，810円 3 連 単 ��� 9，290円

票 数

単勝票数 計1320984 的中 � 383879（1番人気）
複勝票数 計1438780 的中 � 373572（1番人気）� 155460（4番人気）� 159423（3番人気）
枠連票数 計 487261 的中 （2－4） 111481（1番人気）
馬連票数 計2173342 的中 �� 194135（2番人気）
馬単票数 計 919487 的中 �� 50519（2番人気）
ワイド票数 計1954737 的中 �� 130873（2番人気）�� 129068（3番人気）�� 42009（14番人気）
3連複票数 計3558341 的中 ��� 94719（7番人気）
3連単票数 計4463151 的中 ��� 34804（12番人気）

ハロンタイム 11．9―10．7―11．2―11．8―12．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．6―33．8―45．6―57．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンファボリ �
�
父 Frankel �

�
母父 Congrats デビュー 2020．6．20 函館1着

2018．2．16生 牝4鹿 母 フォエヴァーダーリング 母母 Darling My Darling 18戦3勝 賞金 79，087，000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 ミモザイエロー号

５レース目



（4札幌2）第4日 8月21日（日曜日） 晴 馬場 （芝Cコース）
（ダート）

稍重後良
良

競走回数 12回 出走頭数 155頭 本 賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

318，830，000円
28，390，000円
2，850，000円
40，730，000円
6，000，000円
69，848，000円
4，534，500円
1，488，000円

勝馬投票券売得金
1，277，928，900円
1，323，081，200円
368，684，600円
2，030，372，500円
858，487，200円
1，716，162，500円
3，692，500，300円
4，888，715，300円
669，333，700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
5 重 勝
計 16，825，266，200円

総入場人員 15，606名 （有料入場人員 14，918名）
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