
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

17013 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第1競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走9時55分 （ダート・右）

牝，未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

813 メイズオブオナー 牝3鹿 54 岩田 康誠 �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 448－ 21：48．2 3．1�
34 シルバーコンパス 牝3芦 54 石橋 脩 �キャロットファーム 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 544＋ 21：48．3� 5．0�
58 ブルーブラッド 牝3栗 54 吉田 隼人 H.H．シェイク・モハメド 角居 勝彦 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 430－ 81：49．15 36．7�
711 ラインアストロ 牝3鹿 54 勝浦 正樹大澤 繁昌氏 水野 貴広 新ひだか 土田 扶美子 B440－ 41：49．84 37．5�
814 サンカーメル 牝3鹿 54 松岡 正海 �加藤ステーブル 粕谷 昌央 日高 浦新 徳司 436＋ 41：49．9� 60．6	
610 マリノアマゾネス 牝3青鹿54 荻野 琢真矢野まり子氏 梅田 智之 新冠 カミイスタット 494＋101：51．17 115．9

33 ディアチャイブ 牝3鹿 54 柴山 雄一ディアレストクラブ� 菊川 正達 浦河 ディアレスト

クラブ 470－ 21：51．41� 11．4�
46 タマモサーティーン 牝3芦 54 藤岡 康太タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 496＋141：51．82� 4．5�
11 ストリートダイナー 牝3鹿 54

52 △井上 敏樹嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 432＋ 81：51．9クビ 249．0
69 シュクレビジュー 牝3鹿 54 武 豊 �サンデーレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 414－ 61：52．32� 5．7�
22 プレシャスクイン 牝3栗 54 蛯名 正義 �フジワラ・ファーム 田中 清隆 新ひだか フジワラフアーム B476＋121：53．47 6．7�
57 サンチャゴボラーレ 牝3栗 54

53 ☆小崎 綾也�ヤナガワ牧場 村山 明 日高 ヤナガワ牧場 494－ 21：53．82� 55．0�
712 モダンハート 牝3黒鹿54 中谷 雄太下河�行雄氏 矢作 芳人 日高 下河辺牧場 522 ―1：54．65 133．9�

（13頭）
45 ジ ャ ン ヌ 牝3栗 54

52 △坂井 瑠星荒牧 政美氏 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム 392＋10 （競走除外）

売 得 金
単勝： 18，618，600円 複勝： 31，899，300円 枠連： 9，962，000円
馬連： 38，756，900円 馬単： 19，878，000円 ワイド： 27，281，100円
3連複： 57，819，000円 3連単： 67，067，100円 計： 271，282，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 170円 � 600円 枠 連（3－8） 570円

馬 連 �� 840円 馬 単 �� 1，680円

ワ イ ド �� 340円 �� 1，220円 �� 2，180円

3 連 複 ��� 6，630円 3 連 単 ��� 28，480円

票 数

単勝票数 差引計 186186（返還計 2365） 的中 � 47245（1番人気）
複勝票数 差引計 318993（返還計 4588） 的中 � 78665（1番人気）� 51015（2番人気）� 9188（7番人気）
枠連票数 差引計 99620（返還計 470） 的中 （3－8） 13327（1番人気）
馬連票数 差引計 387569（返還計 13355） 的中 �� 35379（2番人気）
馬単票数 差引計 198780（返還計 6121） 的中 �� 8854（4番人気）
ワイド票数 差引計 272811（返還計 13172） 的中 �� 23071（1番人気）�� 5445（16番人気）�� 2959（23番人気）
3連複票数 差引計 578190（返還計 39607） 的中 ��� 6537（23番人気）
3連単票数 差引計 670671（返還計 41419） 的中 ��� 1707（104番人気）

ハロンタイム 7．1―10．9―11．6―12．2―12．5―13．1―13．8―13．4―13．6

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．0―29．6―41．8―54．3―1：07．4―1：21．2―1：34．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．9―3F40．8
1
3
・（2，3）（6，7）－（4，11）－9，8－（1，13）－10（14，12）・（2，3，13）（4，6）（8，11，7）（1，14）9，10－12

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

勝馬の
紹 介

メイズオブオナー �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 Holy Roman Emperor デビュー 2016．11．13 京都3着

2014．3．18生 牝3鹿 母 キャサリンオブアラゴン 母母 Monevassia 10戦1勝 賞金 15，200，000円
〔競走除外・発走状況〕 ジャンヌ号は，枠内駐立不良〔くぐる〕。疾病〔左前肢挫創〕を発症したため競走除外。発走時刻7分遅延。

マリノアマゾネス号は，枠入り不良。
〔馬の出走停止・調教再審査〕 ジャンヌ号は，平成29年6月19日から平成29年7月18日まで出走停止。停止期間の満了後に発走

調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 プレシャスクイン号・サンチャゴボラーレ号・モダンハート号は，「タイムオーバーによる出走制限」

のため，平成29年7月18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 レッドラトナ号

17014 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第2競走 ��1，000�サラブレッド系3歳
発走10時20分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

811 ラガーユミリン 牝3鹿 54 池添 謙一奥村 啓二氏 池添 兼雄 日高 若林 順一 446－ 2 59．7 19．4�
67 メイショウクジャク 牝3栗 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 本巣 敦 440＋ 81：00．23 4．9�
22 オシノイッテ 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 454＋20 〃 クビ 11．4�
710 カツノシックスス 牡3鹿 56 松岡 正海勝野産業� 伊藤 伸一 新ひだか 西村 和夫 434＋ 21：00．3� 3．2�
68 タイセイブリット 牡3黒鹿56 勝浦 正樹田中 成奉氏 西村 真幸 新冠 アラキフアーム 452＋101：00．4� 13．5�
44 ギャラクシーキング 牡3芦 56 中井 裕二田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 B464＋ 6 〃 ハナ 27．6	
33 リネンスカッシュ 牝3栗 54 丹内 祐次戸山 光男氏 南田美知雄 新ひだか 沖田 博志 482＋121：00．5クビ 41．0

812 シークレットプラン 牡3栗 56 石橋 脩林 正道氏 牧 光二 浦河 駿河牧場 486－ 6 〃 アタマ 9．0�
79 ニシノキャプテン 牡3鹿 56 幸 英明西山 茂行氏 田所 秀孝 新冠 村上 欽哉 486＋121：00．6� 4．3�
56 シ ン カ イ 牡3栗 56

54 △坂井 瑠星三田 昌宏氏 高橋 義忠 日高 シンボリ牧場 486－ 21：00．7� 26．5
11 マナツノヨノユメ 牝3鹿 54 横山 和生國分 純氏 菊沢 隆徳 日高 スマイルファーム 444－ 21：01．12� 13．3�
55 スリーサンウェイ 牝3黒鹿54 小林 徹弥永井商事� 目野 哲也 浦河 辻 牧場 468＋ 7 〃 アタマ 55．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 20，267，300円 複勝： 29，240，600円 枠連： 11，371，900円
馬連： 36，909，200円 馬単： 18，622，000円 ワイド： 25，584，700円
3連複： 54，753，100円 3連単： 64，751，500円 計： 261，500，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，940円 複 勝 � 410円 � 190円 � 280円 枠 連（6－8） 1，310円

馬 連 �� 3，700円 馬 単 �� 9，810円

ワ イ ド �� 1，250円 �� 3，230円 �� 1，120円

3 連 複 ��� 21，550円 3 連 単 ��� 137，260円

票 数

単勝票数 計 202673 的中 � 8351（8番人気）
複勝票数 計 292406 的中 � 16382（7番人気）� 45561（2番人気）� 26601（4番人気）
枠連票数 計 113719 的中 （6－8） 6715（4番人気）
馬連票数 計 369092 的中 �� 7727（18番人気）
馬単票数 計 186220 的中 �� 1423（40番人気）
ワイド票数 計 255847 的中 �� 5331（16番人気）�� 1986（41番人気）�� 5968（13番人気）
3連複票数 計 547531 的中 ��� 1905（79番人気）
3連単票数 計 647515 的中 ��� 342（462番人気）

ハロンタイム 12．5―10．7―11．7―12．3―12．5

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．5―23．2―34．9―47．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ラガーユミリン �
�
父 フレンチデピュティ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2016．6．25 函館5着

2014．3．8生 牝3鹿 母 タルゴナイト 母母 ウインドフレスカ 9戦1勝 賞金 8，500，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を10時25分に変更。
〔制裁〕 タイセイブリット号の騎手勝浦正樹は，発走後に内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3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 ノボミリオンヌ号・パイオニアワーク号
（非抽選馬） 1頭 メイショウカリナン号

第１回 函館競馬 第２日



17015 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第3競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走10時50分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

11 モンテヴェルデ 牡3青鹿56 四位 洋文寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 友田牧場 B464－ 61：09．0 3．5�
59 シゲルタイガー 牡3鹿 56 吉田 隼人森中 蕃氏 伊藤 圭三 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 502－ 41：09．21� 15．6�
47 デザートストーム 牡3黒鹿 56

54 △坂井 瑠星 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 448＋ 4 〃 ハナ 6．5�

510 セクシーモーション 牝3鹿 54 藤岡 康太堀 祥子氏 西村 真幸 新ひだか 松田牧場 454－12 〃 クビ 15．9�
24 ウィズネイチャー 牡3栗 56 石橋 脩石瀬 浩三氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 496－ 4 〃 アタマ 9．7�
816 ショウナンサニー 牡3鹿 56 武 豊国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 482－101：09．3クビ 9．3�
611 オ ニ チ ャ ン 牡3栗 56

54 △井上 敏樹山下 良子氏 作田 誠二 新ひだか 武 牧場 B424＋ 4 〃 クビ 26．2	
23 ザッツクール 牡3黒鹿56 池添 謙一吉田 勝己氏 尾関 知人 安平 ノーザンファーム 476＋14 〃 ハナ 4．3

36 ソリティアリング 牝3芦 54 北村 友一 �社台レースホース松元 茂樹 安平 追分ファーム 438－ 4 〃 アタマ 37．5�
612 イ ツ ジ ョ 牝3鹿 54 中井 裕二�協和牧場 飯田 雄三 新冠 協和牧場 468－ 41：09．61� 367．9
48 フェイバリットラン 牝3鹿 54 黛 弘人平田 修氏 和田 雄二 日高 ヤナガワ牧場 432＋ 4 〃 アタマ 105．8�
12 ゲンパチキララ 牡3青鹿56 柴山 雄一平野 武志氏 中川 公成 浦河 カナイシスタッド 420－ 21：10．02 119．3�
713 グリッタードリーム 牝3鹿 54 蛯名 正義 �社台レースホース武藤 善則 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 462＋ 8 〃 アタマ 56．2�
35 ハ ナ エ ミ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也�日進牧場 本間 忍 浦河 日進牧場 408± 01：10．1� 212．4�
714 シゲルジャッカル 	3鹿 56

55 ☆
島 克駿森中 蕃氏 坂口 正則 新ひだか 前田牧場 478－ 41：10．52� 8．0�
815 ヤマノブロンコ 牡3栗 56 横山 和生澤村 敏雄氏 田中 清隆 栃木 恵比寿興業株式

会社�須野牧場 B458－ 81：11．67 81．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，798，500円 複勝： 30，600，500円 枠連： 10，922，500円
馬連： 41，888，300円 馬単： 19，268，700円 ワイド： 29，970，000円
3連複： 62，900，300円 3連単： 71，630，400円 計： 288，979，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 350円 複 勝 � 180円 � 360円 � 210円 枠 連（1－5） 1，390円

馬 連 �� 2，700円 馬 単 �� 3，970円

ワ イ ド �� 920円 �� 540円 �� 1，500円

3 連 複 ��� 5，250円 3 連 単 ��� 27，440円

票 数

単勝票数 計 217985 的中 � 49725（1番人気）
複勝票数 計 306005 的中 � 49170（2番人気）� 18487（8番人気）� 39457（3番人気）
枠連票数 計 109225 的中 （1－5） 6051（3番人気）
馬連票数 計 418883 的中 �� 11983（11番人気）
馬単票数 計 192687 的中 �� 3638（12番人気）
ワイド票数 計 299700 的中 �� 8233（9番人気）�� 14889（2番人気）�� 4900（19番人気）
3連複票数 計 629003 的中 ��� 8969（12番人気）
3連単票数 計 716304 的中 ��� 1892（64番人気）

ハロンタイム 12．1―10．6―11．3―11．5―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．7―34．0―45．5―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

モンテヴェルデ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 ヘ ネ シ ー デビュー 2017．1．22 京都3着

2014．3．23生 牡3青鹿 母 モンターニュドール 母母 ネ ガ ノ 3戦1勝 賞金 6，500，000円
〔発走状況〕 シゲルジャッカル号は，枠内駐立不良〔暴れる〕。
〔制裁〕 モンテヴェルデ号の騎手四位洋文は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：5番）
※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） 2頭 ジューン号・チュウワカレント号
（非抽選馬） 6頭 カフジリバー号・ショウナンアルマー号・ティラール号・バタラ号・ベルウッドカペラ号・ユキエファルコン号

17016 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

57 デルマハワイコウロ 牡3鹿 56 荻野 琢真浅沼 廣幸氏 友道 康夫 日高 ファニーヒルファーム B472－ 61：48．4 74．2�
34 メ ヌ エ ッ ト 牝3芦 54 岩田 康誠 �ロードホースクラブ 橋田 満 新ひだか ケイアイファーム 440＋ 21：48．93 3．6�
813 メイショウサワカゼ 牡3鹿 56 中谷 雄太松本 好雄氏 本田 優 浦河 三嶋牧場 432＋ 2 〃 クビ 44．7�
610 シャーロック 牡3鹿 56 池添 謙一薪浦 州平氏 飯田 祐史 安平 吉田 三郎 452－ 41：49．0クビ 9．4�
58 マ ス ラ オ 牡3栗 56

55 ☆木幡 初也 �Gリビエール・
レーシング 金成 貴史 日高 白井牧場 442＋ 41：49．42� 7．3�

69 インハーフェイバー 牝3鹿 54
52 △坂井 瑠星 	シルクレーシング 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 514＋ 61：49．5� 4．8


814 フォルテメンテ 牡3鹿 56 吉田 隼人伊東 純一氏 尾形 充弘 新ひだか 桑嶋 峰雄 508＋ 41：49．6� 35．0�
11 ダンツブロケード 牝3栗 54

53 ☆城戸 義政山元 哲二氏 池添 兼雄 新ひだか 藤沢牧場 478＋ 61：49．81� 23．3�
711 ピ ペ ラ 牡3鹿 56 勝浦 正樹寺田 寿男氏 田村 康仁 新冠 ハシモトフアーム 472＋ 41：50．86 25．5
46 タイキリアリティ 牡3芦 56 国分 恭介	大樹ファーム 西園 正都 浦河 有限会社 ビ

クトリーファーム 480＋ 81：51．01� 275．4�
22 プレイングアローン 牡3黒鹿56 武 豊�ノースヒルズ 安田 隆行 千歳 社台ファーム 480－ 21：53．4大差 3．0�
33 ヤマチョウマグナム 牡3鹿 56

54 △井上 敏樹長谷川 彰氏 相沢 郁 新冠 シンユウフアーム 524＋321：54．03� 232．3�
45 レヴリミット 牡3鹿 56

53 ▲横山 武史 �アドバンス・サッポロ 小桧山 悟 浦河 日進牧場 512－ 21：56．0大差 240．6�
712 ア ル マ レ ー �3芦 56 四位 洋文	エーティー 昆 貢 浦河 辻 牧場 B508＋10 （競走中止） 20．7�

（14頭）

売 得 金
単勝： 25，269，900円 複勝： 33，312，100円 枠連： 10，162，000円
馬連： 35，822，100円 馬単： 19，253，500円 ワイド： 25，823，500円
3連複： 55，687，500円 3連単： 75，185，000円 計： 280，515，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 7，420円 複 勝 � 930円 � 190円 � 850円 枠 連（3－5） 1，310円

馬 連 �� 8，300円 馬 単 �� 24，300円

ワ イ ド �� 2，530円 �� 9，760円 �� 1，980円

3 連 複 ��� 57，920円 3 連 単 ��� 397，870円

票 数

単勝票数 計 252699 的中 � 2724（11番人気）
複勝票数 計 333121 的中 � 8012（11番人気）� 60295（2番人気）� 8757（10番人気）
枠連票数 計 101620 的中 （3－5） 5980（6番人気）
馬連票数 計 358221 的中 �� 3341（26番人気）
馬単票数 計 192535 的中 �� 594（68番人気）
ワイド票数 計 258235 的中 �� 2644（30番人気）�� 671（57番人気）�� 3400（22番人気）
3連複票数 計 556875 的中 ��� 721（130番人気）
3連単票数 計 751850 的中 ��� 137（765番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．2―29．8―42．3―55．3―1：08．3―1：22．1―1：35．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F53．1―3F40．1
1
3
・（2，5，8）10－（1，14）－（4，12）13（3，9）11，6－7・（2，8）10（4，14）（1，13，11）（6，9）5，7－3，12

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

勝馬の
紹 介

デルマハワイコウロ �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．1．7 京都7着

2014．4．24生 牡3鹿 母 ジ ブ リ ー ル 母母 キャサリーンパー 4戦1勝 賞金 5，000，000円
〔競走中止〕 アルマレー号は，競走中に異常歩様となったため最後の直線コースで競走中止。
〔調教再審査〕 アルマレー号は，競走中に異常歩様となったことについて平地調教再審査。
〔その他〕 プレイングアローン号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ヤマチョウマグナム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月18日まで平

地競走に出走できない。
レヴリミット号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月18日まで平地競走に
出走できない。

〔鼻出血による出走制限〕 プレイングアローン号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年7月18日まで出走できない。



17017 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時10分 （芝・右）
新馬；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
1：09．2
1：07．8

良
良

77 ナンヨープランタン 牡2黒鹿54 岩田 康誠中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 436 ―1：09．8 6．6�
88 カ シ ア ス 牡2鹿 54 浜中 俊 �カナヤマホール

ディングス 清水 久詞 新ひだか 谷岡牧場 476 ― 〃 アタマ 12．9�
33 リンガラポップス 牡2青鹿54 北村 友一吉田 勝己氏 西園 正都 安平 ノーザンファーム 476 ―1：10．01� 2．5�
66 サージュミノル 牡2黒鹿54 池添 謙一吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 458 ―1：10．21 42．8�
44 キングキングキング 牡2黒鹿54 蛯名 正義嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 456 ―1：10．41� 7．2�
11 マリームーン 牝2栃栗54 武 豊多田 信尊氏 藤沢 和雄 苫小牧 藤澤 昭勝 470 ―1：10．72 5．8	
22 カ エ デ 牝2栗 54 丹内 祐次木村 廣太氏 尾形 和幸 新ひだか 本桐牧場 466 ― 〃 クビ 21．6

55 ペプチドプラム 牝2黒鹿54 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 浦河 杵臼牧場 412 ―1：11．65 5．4�

（8頭）

売 得 金
単勝： 30，291，800円 複勝： 27，253，500円 枠連： 発売なし
馬連： 39，819，900円 馬単： 23，507，900円 ワイド： 20，904，700円
3連複： 45，081，100円 3連単： 89，403，200円 計： 276，262，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 660円 複 勝 � 180円 � 290円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 5，860円

ワ イ ド �� 850円 �� 320円 �� 550円

3 連 複 ��� 2，280円 3 連 単 ��� 20，400円

票 数

単勝票数 計 302918 的中 � 38433（4番人気）
複勝票数 計 272535 的中 � 37246（4番人気）� 17761（6番人気）� 73966（1番人気）
馬連票数 計 398199 的中 �� 9962（13番人気）
馬単票数 計 235079 的中 �� 3007（27番人気）
ワイド票数 計 209047 的中 �� 5853（13番人気）�� 18542（3番人気）�� 9407（7番人気）
3連複票数 計 450811 的中 ��� 14793（8番人気）
3連単票数 計 894032 的中 ��� 3177（84番人気）

ハロンタイム 12．4―10．8―11．5―12．0―11．4―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．4―23．2―34．7―46．7―58．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．6―3F35．1
3 8，6（4，3，5）7（2，1） 4 ・（8，6，3，5）（4，7）（2，1）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ナンヨープランタン �

父 ルーラーシップ �


母父 スペシャルウィーク 初出走

2015．2．8生 牡2黒鹿 母 テキサスルビー 母母 ストレイトフロムテキサス 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17018 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第6競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走12時40分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

47 ミエノインパルス 牡3栗 56
54 △坂井 瑠星里見美惠子氏 高橋 康之 千歳 社台ファーム 488－ 61：48．9 3．9�

713 ラストプライドワン 牡3黒鹿56 柴山 雄一嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 新ひだか 岡田牧場 476＋121：49．0� 10．2�
48 ピ ン ギ ッ ト 牝3鹿 54 荻野 琢真�下河辺牧場 宮本 博 日高 下河辺牧場 412－121：49．21� 13．6�
612 カフジブレイブ 牡3青鹿56 岩田 康誠加藤 守氏 松元 茂樹 新ひだか 千代田牧場 476－12 〃 クビ 7．2�
24 ノルナゲスト 牡3栗 56 中谷 雄太 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472－ 61：49．3� 39．2�
816 バプティシア 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也 	ロードホースクラブ 高橋 義忠 新ひだか ケイアイファーム 430－ 6 〃 クビ 71．9

12 ピエナトビーズ 牝3青鹿54 藤岡 康太本谷 兼三氏 奥村 豊 浦河 岡本牧場 394－ 2 〃 ハナ 169．0�
510 ライブリハナメ 牝3鹿 54 黛 弘人加藤 哲郎氏 森田 直行 新ひだか 畠山牧場 442± 01：49．4クビ 86．8�
59 パ ム ッ カ レ 牡3栗 56 丹内 祐次 	コロンバスサークル 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 462＋ 2 〃 アタマ 17．3
611 ファンシーアモン 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也平岡 茂樹氏 谷原 義明 むかわ 平岡牧場 478＋ 8 〃 ハナ 33．3�
23 バトルエニシ 牝3鹿 54 石橋 脩宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B462± 01：49．5� 6．6�
11 ドナアブディアス 牡3鹿 56 吉田 隼人 M・

Kenichiホールディング	 伊藤 大士 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 510＋ 6 〃 クビ 10．4�

36 	 カスタディーヴァ 牝3白 52 勝浦 正樹ディアレストクラブ	 田村 康仁 新 Windsor Park
Stud Ltd 448＋ 21：49．6クビ 5．2�

815 ブラウンプレスト 牡3鹿 56
55 ☆
島 克駿キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド B462＋ 4 〃 クビ 20．5�

35 サンジェルヴェ 牡3青鹿56 池添 謙一 �社台レースホース浜田多実雄 安平 追分ファーム 458－ 21：50．34 44．7�
714	 ケイパーストーリー 牡3鹿 56 武 豊 H.H．シェイク・モハメド 藤沢 和雄 英 Darley B548＋ 41：51．25 26．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，478，800円 複勝： 37，069，500円 枠連： 11，157，800円
馬連： 44，820，000円 馬単： 19，589，400円 ワイド： 31，912，100円
3連複： 68，552，600円 3連単： 78，546，300円 計： 314，126，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 390円 複 勝 � 180円 � 280円 � 300円 枠 連（4－7） 960円

馬 連 �� 2，240円 馬 単 �� 3，780円

ワ イ ド �� 820円 �� 960円 �� 1，880円

3 連 複 ��� 7，230円 3 連 単 ��� 33，530円

票 数

単勝票数 計 224788 的中 � 45619（1番人気）
複勝票数 計 370695 的中 � 63439（1番人気）� 31428（5番人気）� 29612（7番人気）
枠連票数 計 111578 的中 （4－7） 8995（2番人気）
馬連票数 計 448200 的中 �� 15457（5番人気）
馬単票数 計 195894 的中 �� 3880（6番人気）
ワイド票数 計 319121 的中 �� 10187（4番人気）�� 8620（6番人気）�� 4236（26番人気）
3連複票数 計 685526 的中 ��� 7105（14番人気）
3連単票数 計 785463 的中 ��� 1698（60番人気）

ハロンタイム 12．3―11．8―12．5―12．6―12．1―12．0―11．8―11．6―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．1―36．6―49．2―1：01．3―1：13．3―1：25．1―1：36．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．6
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ミエノインパルス �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．2．5 京都2着

2014．4．29生 牡3栗 母 クラシカルテースト 母母 ダイナクラシツク 4戦1勝 賞金 8，700，000円
〔騎手変更〕 ブラウンプレスト号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため
島克駿に変更。



17019 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時10分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

68 ハヤブサナンデダロ 牡3鹿 54 吉田 隼人武田 修氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 522－ 41：44．6 2．0�
711 メイショウエイコウ 牡3鹿 54 蛯名 正義松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 太陽牧場 444＋141：45．13 5．1�
710 ロイヤルクルーズ 牝4黒鹿 55

53 △坂井 瑠星�ターフ・スポート坂口 正則 浦河 市川牧場 452＋ 21：46．8大差 11．8�
57 ノーブルスノー 牝4芦 55 岩田 康誠吉木 伸彦氏 牧浦 充徳 新ひだか 飛野牧場 492＋141：47．12 7．9�
45 クリノプラハ 牡4鹿 57 幸 英明栗本 博晴氏 谷 潔 日高 白井牧場 B522＋ 81：48．05 68．5�
812 モアニレフア 牝5青鹿 55

54 ☆木幡 初也北村 栄治氏 鹿戸 雄一 千歳 社台ファーム 440± 01：48．21 66．5	
813 フォースリッチ 牡4黒鹿 57

56 ☆小崎 綾也宇田 豊氏 加藤 征弘 安平 ノーザンファーム 474－ 21：48．4� 17．7

11 エンセラダス 牡3黒鹿54 松岡 正海嶋田 賢氏 手塚 貴久 新ひだか 有限会社 下河辺

トレーニングセンター 470－ 61：48．5� 17．8�
22 � ドラゴンイモン 牡4黒鹿57 勝浦 正樹井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 482－ 6 〃 ハナ 130．5�
44 � タイキレガトゥス 牡5栗 57 荻野 琢真�大樹ファーム 寺島 良 浦河 有限会社 ビク

トリーホースランチ B500＋121：48．6クビ 24．1
56 � ハナズウェポン 牡6栗 57

54 ▲横山 武史M．タバート氏 加藤 和宏 新ひだか 畠山牧場 490± 01：49．23� 148．4�
33 エスケークラウン 牡3青 54 四位 洋文菅藤 宗一氏 木原 一良 新ひだか グランド牧場 494－ 2 〃 クビ 6．4�
69 ニシノキララコ 牝3黒鹿 52

50 △井上 敏樹西山 茂行氏 萱野 浩二 浦河 ガーベラパー
クスタツド 444± 01：50．15 89．0�

（13頭）

売 得 金
単勝： 20，860，200円 複勝： 26，915，400円 枠連： 8，970，300円
馬連： 42，710，300円 馬単： 20，649，800円 ワイド： 24，614，800円
3連複： 56，058，400円 3連単： 82，944，600円 計： 283，723，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 130円 � 180円 � 230円 枠 連（6－7） 370円

馬 連 �� 520円 馬 単 �� 790円

ワ イ ド �� 290円 �� 400円 �� 830円

3 連 複 ��� 1，830円 3 連 単 ��� 5，870円

票 数

単勝票数 計 208602 的中 � 80283（1番人気）
複勝票数 計 269154 的中 � 72706（1番人気）� 36133（3番人気）� 23439（5番人気）
枠連票数 計 89703 的中 （6－7） 18441（1番人気）
馬連票数 計 427103 的中 �� 62999（1番人気）
馬単票数 計 206498 的中 �� 19402（1番人気）
ワイド票数 計 246148 的中 �� 23350（1番人気）�� 15657（4番人気）�� 6803（10番人気）
3連複票数 計 560584 的中 ��� 22926（3番人気）
3連単票数 計 829446 的中 ��� 10238（5番人気）

ハロンタイム 7．1―11．2―11．9―12．4―12．5―12．2―12．1―12．3―12．9

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．3―30．2―42．6―55．1―1：07．3―1：19．4―1：31．7

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ハヤブサナンデダロ �
�
父 パ イ ロ �

�
母父 シアトルスズカ デビュー 2016．7．3 函館2着

2014．3．20生 牡3鹿 母 グランドホイッスル 母母 ク チ ブ エ 6戦2勝 賞金 18，608，000円
〔騎手変更〕 ドラゴンイモン号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ニシノキララコ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月18日まで平地競

走に出走できない。

17020 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第8競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳以上

発走13時40分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

56 � エリシェヴァ 牝4鹿 55 武 豊前田 葉子氏 角田 晃一 米 North Hills
Co. Limited B488＋161：07．5レコード 3．7�

68 コロラトゥーレ 牝3鹿 52 岩田 康誠廣崎利洋HD� 梅田 智之 日高 Shall Farm 442＋ 21：07．6	 6．6�
813 ケ ル ベ ロ ス 牡4黒鹿57 中井 裕二菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 452＋201：08．02
 30．3�
69 � ミスドバウィ 牝4鹿 55 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 英 Sir Eric

Parker 486＋ 8 〃 アタマ 2．7�
710 コパノチャンス 牡4栗 57 柴山 雄一小林 祥晃氏 上原 博之 新ひだか 谷岡牧場 B494－ 2 〃 クビ 41．3�
33 ピ ナ ク ル ズ 牡4黒鹿57 国分 恭介ライオンレースホース� 牧田 和弥 むかわ 真壁 信一 B494－161：08．1
 157．4	
57 クリノスイートピー 牝5黒鹿 55

53 △井上 敏樹栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 446＋ 8 〃 同着 44．8

45 ティーエスバラ 牡5鹿 57 幸 英明田畑 利彦氏 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 518＋ 21：08．2
 67．8�
44 ハートイズハート 牡4栗 57 四位 洋文北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 466＋ 41：08．3クビ 53．6�
812 アルマクレヨン �5栗 57 松岡 正海コウトミックレーシング 高橋 文雅 新ひだか 静内酒井牧場 492－101：08．51� 18．3
11 ソ ー ビ ッ ク 牝3鹿 52 丹内 祐次澤村 敏雄氏 杉浦 宏昭 浦河 酒井牧場 B392－ 21：08．71� 37．9�
711� スワーヴラーシド 牡4黒鹿57 池添 謙一�NICKS 大竹 正博 仏 Az.Ag. Valdirone

Lualdi Lucia 516± 01：08．8
 4．1�
22  ツインフルムーン 牝4黒鹿 55

53 △坂井 瑠星小林 秀樹氏 伊藤 大士 浦河 川越ファーム 458＋ 4 〃 クビ 39．5�
（13頭）

売 得 金
単勝： 25，512，100円 複勝： 29，838，300円 枠連： 10，057，300円
馬連： 45，600，200円 馬単： 22，974，500円 ワイド： 28，678，100円
3連複： 62，427，100円 3連単： 90，336，700円 計： 315，424，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 370円 複 勝 � 180円 � 200円 � 570円 枠 連（5－6） 360円

馬 連 �� 1，020円 馬 単 �� 1，890円

ワ イ ド �� 460円 �� 1，650円 �� 2，380円

3 連 複 ��� 9，630円 3 連 単 ��� 30，790円

票 数

単勝票数 計 255121 的中 � 54656（2番人気）
複勝票数 計 298383 的中 � 51087（3番人気）� 41329（4番人気）� 10439（6番人気）
枠連票数 計 100573 的中 （5－6） 21285（1番人気）
馬連票数 計 456002 的中 �� 34589（4番人気）
馬単票数 計 229745 的中 �� 9087（7番人気）
ワイド票数 計 286781 的中 �� 17521（4番人気）�� 4304（13番人気）�� 2937（26番人気）
3連複票数 計 624271 的中 ��� 4861（31番人気）
3連単票数 計 903367 的中 ��� 2127（79番人気）

ハロンタイム 11．8―10．2―10．7―11．2―11．2―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．0―32．7―43．9―55．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F34．8
3 6，9，10（2，8，12）（1，3，13）（5，7，11）＝4 4 6－9，10（8，12）（2，3，13）（1，7，11）5－4

勝馬の
紹 介

�エリシェヴァ �
�
父 Smart Strike �

�
母父 Sunday Silence デビュー 2015．10．10 京都4着

2013．2．27生 牝4鹿 母 Believe 母母 Great Christine 15戦3勝 賞金 34，388，000円
〔騎手変更〕 コパノチャンス号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため柴山雄一に変更。



17021 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第9競走 ��
��2，000�サラブレッド系3歳以上

発走14時15分 （芝・右）
500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

46 エフティスパークル 牡4黒鹿57 蛯名 正義吉野 英子氏 鹿戸 雄一 安平 ノーザンファーム 454－ 21：59．5 1．5�
11 フォルシャー 牡6栗 57 岩田 康誠 �社台レースホース杉山 晴紀 新ひだか （有）社台コーポレーション白老ファーム 482－ 21：59．92� 16．8�
813 ファントムグレイ 牡4芦 57 勝浦 正樹山岸 桂市氏 杉浦 宏昭 日高 下河辺牧場 438＋ 4 〃 クビ 115．3�
712 トータルソッカー 牡3栗 54

52 △井上 敏樹渡邊 隆氏 尾形 充弘 新ひだか 真歌田中牧場 490－ 42：00．11	 8．2�
22 
 ダブルフラワー 牝5栗 55 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 佐藤 吉勝 新ひだか グローリーファーム 490＋ 2 〃 クビ 8．0�
57 アドマイヤメテオ �6青鹿57 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋182：00．2クビ 16．5	
610 ブライティアスター 牝6黒鹿55 柴山 雄一小林 昌志氏 菊川 正達 平取 雅 牧場 460－ 6 〃 ハナ 95．6

34 ビレッジソング 牝6鹿 55

54 ☆城戸 義政岡田 牧雄氏 加藤 和宏 日高 いとう牧場 438＋ 22：00．51� 89．5�
58 スパーキングジョイ 牡4栗 57 吉田 隼人幅田 京子氏 藤岡 健一 新ひだか フジワラフアーム 486± 0 〃 クビ 22．4�
69 コスモアルヘナ 牡5青鹿57 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 武市 康男 浦河 昭和牧場 486－ 22：00．71	 22．4
711 チ ャ リ シ ー 牝5鹿 55 池添 謙一吉田 勝己氏 小西 一男 安平 ノーザンファーム 510＋ 42：01．12� 43．3�
814 ラスイエットロス 牝4鹿 55 石橋 脩 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 水野 貴広 新冠 ビッグレッドファーム 420＋ 42：01．63 102．7�
33 エミットライト 牝3黒鹿 52

50 △坂井 瑠星�G1レーシング 斎藤 誠 安平 ノーザンファーム 476± 02：02．23� 20．3�
45  シュネーバル 牝4鹿 54 武 豊山本 英俊氏 藤沢 和雄 豪 Raffles Dancers

（N Z）Pty Ltd 500－ 42：04．8大差 18．0�
（14頭）

売 得 金
単勝： 24，517，300円 複勝： 49，257，100円 枠連： 11，424，500円
馬連： 48，101，100円 馬単： 28，160，000円 ワイド： 33，073，200円
3連複： 72，178，700円 3連単： 122，992，100円 計： 389，704，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 150円 複 勝 � 110円 � 410円 � 970円 枠 連（1－4） 1，120円

馬 連 �� 1，320円 馬 単 �� 1，540円

ワ イ ド �� 600円 �� 2，030円 �� 12，640円

3 連 複 ��� 21，830円 3 連 単 ��� 56，570円

票 数

単勝票数 計 245173 的中 � 123370（1番人気）
複勝票数 計 492571 的中 � 282055（1番人気）� 14990（6番人気）� 5657（12番人気）
枠連票数 計 114245 的中 （1－4） 7860（4番人気）
馬連票数 計 481011 的中 �� 28098（5番人気）
馬単票数 計 281600 的中 �� 13713（4番人気）
ワイド票数 計 330732 的中 �� 15226（4番人気）�� 4095（22番人気）�� 639（69番人気）
3連複票数 計 721787 的中 ��� 2479（62番人気）
3連単票数 計1229921 的中 ��� 1576（165番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．6―23．4―35．0―47．0―59．4―1：11．4―1：23．0―1：34．8―1：46．9

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

エフティスパークル �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 フ ジ キ セ キ デビュー 2015．7．12 福島3着

2013．1．30生 牡4黒鹿 母 エフティマイア 母母 カツラドライバー 13戦3勝 賞金 43，350，000円
〔騎手変更〕 チャリシー号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため池添謙一に変更。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 シュネーバル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年7月18日まで平地競

走に出走できない。
※ブライティアスター号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17022 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第10競走 ��
��1，700�

き こ な い

木 古 内 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 10，500，000円 4，200，000円 2，600，000円 1，600，000円 1，050，000円
付 加 賞 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

55 ショートストーリー 牡4黒鹿57 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 吉村 圭司 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 500＋121：46．7 1．7�

44 サ ン ヘ レ ナ 牝4鹿 55 松岡 正海 �加藤ステーブル 天間 昭一 日高 有限会社
ケイズ 492－ 41：47．01� 9．6�

22 クレマンダルザス 	4鹿 57 蛯名 正義吉田 勝己氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 456± 01：47．21
 5．5�
11 メイショウバッハ 牡4栗 57 藤岡 康太松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 492＋ 8 〃 クビ 25．6�
33 コティニャック 牡5青鹿57 勝浦 正樹伊達 敏明氏 南田美知雄 日高 サンシャイン

牧場 536－ 41：47．3� 5．2	
77 � チャイマックス 牝4鹿 55 島 克駿吉田 和子氏 池添 学 米 Clearsky

Farms 474－ 21：47．61� 32．8

66 ケルンウィナー 牡6栗 57 武 豊谷和 光彦氏 松田 国英 浦河 ひるかわ育

成牧場 506＋ 4 〃 ハナ 8．9�
88 � サンマルクラウン 牡4鹿 57 柴山 雄一相馬 勇氏 大橋 勇樹 日高 田端牧場 476＋ 71：48．13 111．1�
89 � カイシュウキリシマ 牡4栗 57 黛 弘人飯村 孝男氏 青木 孝文 日高 下河辺牧場 478＋ 41：48．95 36．8

（9頭）

売 得 金
単勝： 31，200，000円 複勝： 40，293，200円 枠連： 11，719，300円
馬連： 53，023，300円 馬単： 32，837，400円 ワイド： 34，288，600円
3連複： 72，137，600円 3連単： 161，295，500円 計： 436，794，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 180円 � 140円 枠 連（4－5） 750円

馬 連 �� 760円 馬 単 �� 1，030円

ワ イ ド �� 290円 �� 230円 �� 620円

3 連 複 ��� 1，150円 3 連 単 ��� 4，340円

票 数

単勝票数 計 312000 的中 � 139453（1番人気）
複勝票数 計 402932 的中 � 150971（1番人気）� 39130（4番人気）� 60469（3番人気）
枠連票数 計 117193 的中 （4－5） 12056（4番人気）
馬連票数 計 530233 的中 �� 53718（3番人気）
馬単票数 計 328374 的中 �� 23727（4番人気）
ワイド票数 計 342886 的中 �� 31018（3番人気）�� 43354（2番人気）�� 12056（10番人気）
3連複票数 計 721376 的中 ��� 46907（5番人気）
3連単票数 計1612955 的中 ��� 26911（11番人気）

ハロンタイム 7．0―11．2―12．0―12．6―12．7―12．6―12．4―12．9―13．3

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．2―30．2―42．8―55．5―1：08．1―1：20．5―1：33．4

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

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

勝馬の
紹 介

ショートストーリー �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Capote デビュー 2016．4．23 京都9着

2013．5．8生 牡4黒鹿 母 ライフストーリー 母母 Outstandingly 12戦3勝 賞金 36，145，000円
〔騎手変更〕 コティニャック号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため勝浦正樹に変更。



17023 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第24回函館スプリントステークス（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，日本馬：3歳52�4歳以上56�，
牝馬2�減，収得賞金3，000万円超過馬は超過額2，000万円毎1�増，�：3歳52�4歳
以上56�，牝馬2�減，GⅠ競走1着馬5�増，GⅡ競走1着馬3�増，GⅢ競走1着馬1�
増（ただし2歳時の成績を除く）

賞 品
本 賞 39，000，000円 16，000，000円 9，800，000円 5，900，000円 3，900，000円
付 加 賞 455，000円 130，000円 65，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．6
1：06．5

良
良

68 ジューヌエコール 牝3鹿 50 北村 友一 �サンデーレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 482－ 21：06．8レコード 7．2�
33 キングハート 牡4鹿 56 中谷 雄太増田 陽一氏 星野 忍 新冠 奥山 博 492＋ 41：07．22	 10．1�
44 エ ポ ワ ス 
9鹿 56 柴山 雄一多田 信尊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 484＋ 6 〃 クビ 22．4�
812 セイウンコウセイ 牡4栗 56 幸 英明西山 茂行氏 上原 博之 新ひだか 桜井牧場 502＋ 21：07．3	 2．1�
45 � イ ッ テ ツ 牡5鹿 56 石橋 脩林 正道氏 斎藤 誠 愛 Swordle-

stown Stud 490＋ 61：07．4クビ 55．8�
57 � エイシンブルズアイ 牡6栗 56 吉田 隼人	栄進堂 野中 賢二 米 Elijah Bailey 470－ 4 〃 クビ 25．8

22 ノ ボ バ カ ラ 牡5栗 57 浜中 俊	LS.M 天間 昭一 新ひだか 萩澤 泰博 502－161：07．5クビ 40．8�
69 � レヴァンテライオン 牡3黒鹿52 蛯名 正義ライオンレースホース	 矢作 芳人 米

Hargus Sexton, Sandra
Sexton, Tom Bozarth &
Silver Fern Farm LLC

490＋ 8 〃 アタマ 28．3�
813 ブランボヌール 牝4芦 54 岩田 康誠前田 葉子氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 440－ 6 〃 ハナ 11．5
710 シ ュ ウ ジ 牡4鹿 56 武 豊安原 浩司氏 須貝 尚介 日高 浜本牧場 500－ 21：07．71 4．7�
711 ホッコーサラスター 牝6鹿 54 池添 謙一北幸商事	 飯田 祐史 浦河 高昭牧場 472＋ 61：07．91	 83．0�
11 ラインハート 牝6鹿 54 四位 洋文大塚 亮一氏 上原 博之 平取 坂東牧場 B468± 01：08．0クビ 236．0�
56 ク リ ス マ ス 牝6黒鹿54 松岡 正海 M・

Kenichiホールディング	 伊藤 大士 新冠 アラキフアーム 456＋ 61：09．17 15．1�
（13頭）

売 得 金
単勝： 177，718，500円 複勝： 218，213，800円 枠連： 91，727，100円
馬連： 573，651，600円 馬単： 260，062，000円 ワイド： 272，985，500円
3連複： 981，153，100円 3連単： 1，712，726，100円 計： 4，288，237，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 720円 複 勝 � 270円 � 320円 � 490円 枠 連（3－6） 2，800円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 6，000円

ワ イ ド �� 1，060円 �� 1，760円 �� 1，580円

3 連 複 ��� 13，120円 3 連 単 ��� 55，520円

票 数

単勝票数 計1777185 的中 � 196708（3番人気）
複勝票数 計2182138 的中 � 225799（3番人気）� 182687（4番人気）� 107171（7番人気）
枠連票数 計 917271 的中 （3－6） 25371（11番人気）
馬連票数 計5736516 的中 �� 143842（11番人気）
馬単票数 計2600620 的中 �� 32465（21番人気）
ワイド票数 計2729855 的中 �� 67672（11番人気）�� 39391（21番人気）�� 44153（19番人気）
3連複票数 計9811531 的中 ��� 56054（43番人気）
3連単票数 計17127261 的中 ��� 22362（177番人気）

ハロンタイム 11．7―10．1―10．4―11．0―11．4―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．7―21．8―32．2―43．2―54．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．0―3F34．6
3 10，12，6（9，13）8（5，3，4）（7，11）－1－2 4 10，12－（6，13）（9，8）3，5（4，11）7，1－2

勝馬の
紹 介

ジューヌエコール �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2016．7．10 中京1着

2014．3．21生 牝3鹿 母 ルミナスポイント 母母 ソ ニ ン ク 7戦4勝 賞金 108，815，000円
〔騎手変更〕 ラインハート号の騎手丸山元気は，第1日第12競走での落馬負傷のため四位洋文に変更。

17024 6月18日 晴 良 （29函館1）第2日 第12競走 ��
��1，800�

ほ く と

北 斗 特 別
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．6．18以降29．6．11まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 329，000円 94，000円 47，000円 � コースレコード

中央レコード
1：46．0
1：43．9

良
良

34 クロコスミア 牝4黒鹿56 岩田 康誠大塚 亮一氏 西浦 勝一 浦河 小島牧場 412± 01：45．7レコード 2．5�
22 ピュアソルジャー 牡7鹿 52 横山 和生鶴見 芳子氏 青木 孝文 新ひだか 千代田牧場 B470－101：46．12� 110．7�
713� ルグランフリソン 牡4鹿 57．5 武 豊前田 幸治氏 中竹 和也 米 Green Lantern

Stables, LLC 476＋ 2 〃 クビ 5．9�
46 トレクァルティスタ 	6黒鹿56 柴山 雄一 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 482－ 41：46．2
 5．4�
712 ラヴアンドポップ 牡4鹿 56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 470± 01：46．62� 28．3�
611 タケルラムセス 牡5鹿 54 勝浦 正樹森 保彦氏 田村 康仁 浦河 中村 雅明 484± 0 〃 ハナ 33．7	
59 ニシノオタケビ 牡5鹿 53 幸 英明西山 茂行氏 小桧山 悟 新冠 川上牧場 482＋ 21：46．7� 121．9

23 ウインティアラ 牝5鹿 51 井上 敏樹�ウイン 畠山 吉宏 新冠 コスモヴューファーム 426－ 6 〃 アタマ 60．4�
814 ノ ガ ロ 牡4栗 57 北村 友一金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 524－ 81：46．8� 6．6
11 ダブルイーグル 牡9鹿 53 藤岡 康太田邉 康子氏 西橋 豊治 むかわ フラット牧場 480＋ 2 〃 ハナ 58．8�
610 エアピザレー 牡6栗 55 吉田 隼人 �ラッキーフィールド高柳 瑞樹 千歳 社台ファーム 482± 0 〃 アタマ 7．6�
815 ギブアンドテイク 	6栗 53 松岡 正海嶋田 賢氏 二ノ宮敬宇 浦河 昭和牧場 474－ 21：46．9� 52．9�
35 ランドオザリール 牡6鹿 54 浜中 俊 �サンデーレーシング 岡田 稲男 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 524＋101：47．0� 34．7�
47 � エリモジパング 牡7青鹿53 四位 洋文山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 472± 01：47．1
 109．9�
58 レトロクラシック 牝5黒鹿52 蛯名 正義広尾レース� 国枝 栄 新ひだか 木村 秀則 B500＋ 21：48．58 16．9�

（15頭）

売 得 金
単勝： 52，193，400円 複勝： 65，692，600円 枠連： 28，057，900円
馬連： 123，409，700円 馬単： 53，977，000円 ワイド： 71，990，300円
3連複： 178，707，500円 3連単： 252，151，200円 計： 826，179，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 150円 � 1，460円 � 210円 枠 連（2－3） 3，830円

馬 連 �� 12，970円 馬 単 �� 17，740円

ワ イ ド �� 3，650円 �� 370円 �� 8，490円

3 連 複 ��� 22，090円 3 連 単 ��� 121，870円

票 数

単勝票数 計 521934 的中 � 160821（1番人気）
複勝票数 計 656926 的中 � 153444（1番人気）� 7977（13番人気）� 79888（4番人気）
枠連票数 計 280579 的中 （2－3） 5667（15番人気）
馬連票数 計1234097 的中 �� 7372（36番人気）
馬単票数 計 539770 的中 �� 2282（57番人気）
ワイド票数 計 719903 的中 �� 4728（39番人気）�� 57692（1番人気）�� 2011（66番人気）
3連複票数 計1787075 的中 ��� 6065（73番人気）
3連単票数 計2521512 的中 ��� 1500（361番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．5―24．0―35．7―47．4―59．1―1：10．7―1：22．3―1：33．7

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クロコスミア �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2015．6．27 函館5着

2013．5．17生 牝4黒鹿 母 デヴェロッペ 母母 ショウエイミズキ 16戦3勝 賞金 79，340，000円

３レース目



（29函館1）第2日 6月18日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 156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

227，050，000円
2，530，000円
12，580，000円
1，570，000円
26，960，000円
61，008，000円
4，277，000円
1，497，600円

勝馬投票券売得金
470，726，400円
619，585，900円
215，532，600円
1，124，512，600円
538，780，200円
627，106，600円
1，767，456，000円
2，869，029，700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
計 8，232，730，000円

総入場人員 15，145名 （有料入場人員 ）
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