
20037 7月16日 雨 良 （29函館2）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走9時55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
1：09．2
1：07．8

良
良

33 ヤマノグラップル 牡2青鹿 54
51 ▲横山 武史澤村 敏雄氏 田中 清隆 千歳 社台ファーム 464＋ 21：10．7 9．1�

78 ニシノオトコマサリ 牝2青鹿54 勝浦 正樹西山 茂行氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 406＋ 21：10．8� 5．1�
67 オ モ ウ ツ ボ 牝2鹿 54 柴山 雄一鹽田 久義氏 浅野洋一郎 えりも 能登 浩 466＋ 41：11．43� 106．7�
79 フジワンタイフーン 牡2鹿 54 松岡 正海�富士開発 古賀 史生 新冠 川島牧場 480± 01：11．5� 34．2�
22 シホノキラメキ 牝2鹿 54 浜中 俊村瀬 寛紀氏 寺島 良 安平 ノーザンファーム 424＋ 2 〃 クビ 10．2�
811 ツクバクロオー 牡2青鹿54 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 444± 01：11．82 2．3	
11 ソルトテラス 牡2鹿 54 池添 謙一 
スピードファーム和田 正道 新冠 スピードフアーム 420－ 21：12．01� 37．9�
66 マウロカズマ 牡2鹿 54 岩田 康誠合同会社雅苑興業 西浦 勝一 浦河 三嶋牧場 442＋ 21：12．1クビ 20．1�
44 クローバーレッド 牝2鹿 54

53 ☆城戸 義政
高橋ファーム 湯窪 幸雄 新ひだか 山際 智 448－ 41：12．73� 40．0
810 ドナカデンツァ 牝2青鹿 54

53 ☆木幡 初也小川眞査雄氏 小西 一男 新ひだか 下屋敷牧場 438－ 21：12．8� 4．5�
55 アーコサンティ 牝2青鹿 54

53 ☆井上 敏樹田頭 勇貴氏 佐藤 吉勝 日高 長田ファーム 454± 01：14．29 181．9�
（11頭）

売 得 金
単勝： 21，475，300円 複勝： 28，758，900円 枠連： 9，166，500円
馬連： 38，471，800円 馬単： 22，306，000円 ワイド： 25，117，300円
3連複： 53，156，700円 3連単： 82，577，800円 計： 281，030，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 910円 複 勝 � 230円 � 190円 � 1，970円 枠 連（3－7） 2，030円

馬 連 �� 2，060円 馬 単 �� 4，450円

ワ イ ド �� 580円 �� 7，530円 �� 5，140円

3 連 複 ��� 27，170円 3 連 単 ��� 140，530円

票 数

単勝票数 計 214753 的中 � 19783（4番人気）
複勝票数 計 287589 的中 � 35256（4番人気）� 46229（3番人気）� 2854（10番人気）
枠連票数 計 91665 的中 （3－7） 3494（8番人気）
馬連票数 計 384718 的中 �� 14409（8番人気）
馬単票数 計 223060 的中 �� 3754（17番人気）
ワイド票数 計 251173 的中 �� 12167（5番人気）�� 821（42番人気）�� 1208（35番人気）
3連複票数 計 531567 的中 ��� 1467（64番人気）
3連単票数 計 825778 的中 ��� 426（323番人気）

ハロンタイム 12．3―10．7―11．3―12．0―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．0―34．3―46．3―58．4

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヤマノグラップル �
�
父 ワークフォース �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2017．6．25 函館7着

2015．3．13生 牡2青鹿 母 マルカパール 母母 ディスコホール 2戦1勝 賞金 5，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アーコサンティ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年8月16日まで平地競

走に出走できない。
※フジワンタイフーン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20038 7月16日 小雨 稍重 （29函館2）第4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

812 トーホウレジーナ 牝3栗 54 岩田 康誠東豊物産� 藤原 英昭 浦河 有限会社
吉田ファーム 460－ 6 59．3 4．7�

22 デルマキミノナハ 牝3黒鹿 54
53 ☆木幡 初也浅沼 廣幸氏 黒岩 陽一 日高 ファニーヒルファーム 444＋14 59．62 8．2�

710 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 436± 01：00．02� 8．1�
11 パイオニアワーク 牡3鹿 56 C．ルメール 海谷 幸司氏 加藤 征弘 洞�湖 レイクヴィラファーム 486－ 41：00．1クビ 15．8�
33 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 464＋10 〃 クビ 26．6�
44 ギャラクシーキング 牡3芦 56

55 ☆小崎 綾也田頭 勇貴氏 大江原 哲 新ひだか 藤本牧場 B464＋ 21：00．2クビ 6．5	
55 ユメノカガヤキ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 前田ファーム 448± 01：00．41� 13．3

79 トモノセンス 牡3鹿 56 国分 恭介共田 義夫氏 浜田多実雄 新ひだか 佐竹 学 500－ 21：00．61� 76．7�
68 オシノイッテ 牡3栗 56 吉田 隼人西村新一郎氏 天間 昭一 青森 久保フアーム 448－ 21：00．92 2．5�
56 キャッチヒストリー 牡3栗 56 松岡 正海嶋田 賢氏 国枝 栄 新ひだか 岡田牧場 494－ 81：01．11� 39．5
67 ビバジャンティ 牝3芦 54 古川 吉洋田畑 利彦氏 石栗 龍彦 日高 Shall Farm B478± 0 〃 アタマ 58．5�
811 サンシャワー 牝3鹿 54 黛 弘人寺田 寿男氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 446＋ 61：01．73� 63．5�

（12頭）

売 得 金
単勝： 22，668，200円 複勝： 29，270，200円 枠連： 7，260，800円
馬連： 36，433，900円 馬単： 19，907，200円 ワイド： 25，355，100円
3連複： 51，349，100円 3連単： 72，533，700円 計： 264，778，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 220円 � 290円 � 220円 枠 連（2－8） 1，880円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 3，080円

ワ イ ド �� 780円 �� 660円 �� 990円

3 連 複 ��� 4，520円 3 連 単 ��� 14，790円

票 数

単勝票数 計 226682 的中 � 37933（2番人気）
複勝票数 計 292702 的中 � 35474（4番人気）� 24574（5番人気）� 36324（3番人気）
枠連票数 計 72608 的中 （2－8） 2984（8番人気）
馬連票数 計 364339 的中 �� 15405（7番人気）
馬単票数 計 199072 的中 �� 4846（13番人気）
ワイド票数 計 253551 的中 �� 8314（8番人気）�� 10027（6番人気）�� 6415（12番人気）
3連複票数 計 513491 的中 ��� 8519（17番人気）
3連単票数 計 725337 的中 ��� 3555（34番人気）

ハロンタイム 12．3―10．8―11．5―12．0―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．1―34．6―46．6

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

トーホウレジーナ �
�
父 キングズベスト �

�
母父 チーフベアハート デビュー 2016．11．5 京都4着

2014．4．19生 牝3栗 母 トーホウアスカ 母母 カガミアスカ 4戦1勝 賞金 6，600，000円
〔発走状況・騎手変更〕 サンシャワー号の騎手坂井瑠星は，下見所で落馬。検査のため黛弘人に変更。検量及び装鞍のやり直し

のため発走時刻7分遅延。
※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 ヤマノブロンコ号

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 函館競馬 第４日



20039 7月16日 小雨 稍重 （29函館2）第4日 第3競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳

発走10時50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

45 リリーモントルー 牡3鹿 56 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 新ひだか 岡田牧場 432－ 21：47．0 5．2�
711 シンゼンムサシ 牡3黒鹿56 四位 洋文原 司郎氏 飯田 祐史 日高 川島 正広 442± 01：47．21� 2．2�
69 コーリンマカロン 牝3栗 54 横山 和生伊藤 恵子氏 小野 次郎 日高 今井牧場 484－ 41：48．58 58．1�
56 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 B446＋ 61：48．6� 5．3�
33 デルマタビダチ 牝3黒鹿54 蛯名 正義浅沼 廣幸氏 堀井 雅広 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 442± 01：49．13 14．0�
812 メイショウタンヅツ 牡3鹿 56

55 ☆小崎 綾也松本 和子氏 藤沢 則雄 浦河 丸幸小林牧場 462± 01：49．3� 28．6�
11 ミ ラ ド ー ル 牝3青 54

53 ☆木幡 初也水上 行雄氏 武市 康男 新ひだか 千代田牧場 B440－ 21：49．83 9．6	
22 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 474－ 61：50．12 227．9�
710 エンターティナー 牡3黒鹿56 藤岡 康太 
いとはんホール

ディングス 堀 宣行 千歳 社台ファーム 478－ 61：50．73� 15．8�
44 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－ 21：51．12� 416．3�
68 テーオーメーテル 牝3鹿 54 藤岡 佑介小笹 公也氏 清水 久詞 日高 ヤナガワ牧場 488－ 21：53．3大差 41．6�
57 グリッタードリーム 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史 
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 454－ 21：53．93� 66．5�

813 ショウナンアルマー 牝3青鹿54 北村 友一国本 哲秀氏 上原 博之 日高 下河辺牧場 B458＋ 21：54．32� 11．6�
（13頭）

売 得 金
単勝： 22，224，000円 複勝： 28，000，100円 枠連： 11，434，100円
馬連： 39，066，000円 馬単： 20，364，800円 ワイド： 24，846，000円
3連複： 50，098，300円 3連単： 69，870，900円 計： 265，904，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 520円 複 勝 � 160円 � 110円 � 620円 枠 連（4－7） 280円

馬 連 �� 390円 馬 単 �� 1，210円

ワ イ ド �� 180円 �� 2，110円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 4，560円 3 連 単 ��� 24，940円

票 数

単勝票数 計 222240 的中 � 34045（2番人気）
複勝票数 計 280001 的中 � 45382（2番人気）� 91517（1番人気）� 6719（9番人気）
枠連票数 計 114341 的中 （4－7） 31524（1番人気）
馬連票数 計 390660 的中 �� 77490（1番人気）
馬単票数 計 203648 的中 �� 12581（3番人気）
ワイド票数 計 248460 的中 �� 45862（1番人気）�� 2491（26番人気）�� 3433（21番人気）
3連複票数 計 500983 的中 ��� 8239（14番人気）
3連単票数 計 698709 的中 ��� 2031（76番人気）

ハロンタイム 7．1―10．8―11．5―12．5―13．0―12．8―13．5―13．3―12．5

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―17．9―29．4―41．9―54．9―1：07．7―1：21．2―1：34．5

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

リリーモントルー �
�
父 ディープブリランテ �

�
母父 Miswaki デビュー 2017．2．5 京都6着

2014．5．12生 牡3鹿 母 コーディーライン 母母 Private Encore 8戦1勝 賞金 8，850，000円
〔その他〕 ショウナンアルマー号は，競走中に疾病〔鼻出血〕を発症。なお，同馬は「タイムオーバーによる出走制限」の適用を除外。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 テーオーメーテル号・グリッタードリーム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年

8月16日まで平地競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ショウナンアルマー号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成29年8月16日まで出走できない。
※テーオーメーテル号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

20040 7月16日 小雨 良 （29函館2）第4日 第4競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走11時20分 （芝・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
1：06．8
1：06．5

良
良

12 サラデコラシオン 牝3栗 54 池添 謙一川崎 賢二氏 岩戸 孝樹 新冠 前川 隆範 432＋ 21：09．5 8．3�
11 ブラウンローズ 牝3黒鹿54 勝浦 正樹大塚 亮一氏 田村 康仁 新ひだか 平野牧場 448－ 21：09．6� 2．8�
36 ペイシャゲラン 牝3栗 54 吉田 豊北所 直人氏 松永 康利 日高 碧雲牧場 448＋ 21：09．7� 160．0�
59 ユトリチャン 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史田端 修氏 的場 均 新冠 安達 洋生 408± 0 〃 クビ 18．1�
612 ダーリンガール 牝3黒鹿 54

53 ☆�島 克駿 �シルクレーシング 牧田 和弥 安平 ノーザンファーム 460－ 41：09．91� 7．6�
510 パッションチカ 牝3鹿 54 国分 恭介冨沢 敦子氏 崎山 博樹 浦河 浦河小林牧場 428＋ 21：10．0� 69．7	
714 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 398＋ 21：10．1� 40．7

816 サンマルペンダント 牝3栗 54 竹之下智昭相馬 勇氏 千田 輝彦 浦河 木戸口牧場 444± 0 〃 ハナ 14．4�
815 パールズベスト 牝3青鹿54 岩田 康誠谷掛 龍夫氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 460－ 41：10．31 3．8�
23 マイアミトロピカル 牝3栗 54 丸山 元気 グランデオーナーズ 高橋 康之 日高 原田牧場 428＋ 2 〃 アタマ 78．1�
47 パルクリール 牝3黒鹿54 丹内 祐次 サラブレッドクラブ

・ラフィアン 伊藤 伸一 新冠 ビッグレッドファーム 424－ 21：10．61� 11．8�
48 ア ス テ ィ ル 牝3鹿 54 C．ルメール �キャロットファーム 池添 学 安平 ノーザンファーム 432＋101：10．81� 18．1�
611 クィーンアリス 牝3栗 54

53 ☆木幡 初也林 正道氏 武井 亮 新冠 秋田牧場 444± 0 〃 ハナ 328．7�
35 クリスプウインド 牝3青鹿 54

53 ☆城戸 義政 �社台レースホース中竹 和也 千歳 社台ファーム 466－ 61：11．43� 18．1�
713 サンレイハリケーン 牝3栗 54 松岡 正海永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか グランド牧場 438＋ 61：11．82� 147．1�
24 クイーンレガシー 牝3黒鹿54 横山 和生�サンコウ牧場 清水 英克 新ひだか サンコウ牧場 430－ 41：12．43� 341．6�

（16頭）

売 得 金
単勝： 26，008，800円 複勝： 36，881，700円 枠連： 12，879，000円
馬連： 43，972，600円 馬単： 22，528，800円 ワイド： 30，606，200円
3連複： 63，395，700円 3連単： 80，884，100円 計： 317，156，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 830円 複 勝 � 220円 � 140円 � 2，760円 枠 連（1－1） 960円

馬 連 �� 930円 馬 単 �� 1，940円

ワ イ ド �� 450円 �� 12，800円 �� 6，170円

3 連 複 ��� 36，460円 3 連 単 ��� 187，950円

票 数

単勝票数 計 260088 的中 � 24801（4番人気）
複勝票数 計 368817 的中 � 42107（3番人気）� 93296（1番人気）� 2293（14番人気）
枠連票数 計 128790 的中 （1－1） 10393（4番人気）
馬連票数 計 439726 的中 �� 36406（2番人気）
馬単票数 計 225288 的中 �� 8693（4番人気）
ワイド票数 計 306062 的中 �� 19501（2番人気）�� 578（73番人気）�� 1207（52番人気）
3連複票数 計 633957 的中 ��� 1304（105番人気）
3連単票数 計 808841 的中 ��� 312（549番人気）

ハロンタイム 12．1―10．5―11．3―11．9―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．1―22．6―33．9―45．8―57．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サラデコラシオン �
�
父 タニノギムレット �

�
母父 デュランダル デビュー 2016．12．24 中山6着

2014．3．27生 牝3栗 母 アースツリー 母母 ドライアッド 5戦1勝 賞金 6，300，000円
〔制裁〕 ブラウンローズ号の騎手勝浦正樹は，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：7番）

ユトリチャン号の騎手横山武史は，最後の直線コースで十分な間隔がないのに先行馬を追い抜いたことについて過怠金
30，000円。（被害馬：15番）

※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 ダーナ号



20041 7月16日 小雨 良 （29函館2）第4日 第5競走 ��1，800�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
1：49．7
1：45．9

良
良

44 デ ィ ロ ス 牡2鹿 54 C．ルメール �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 494 ―1：52．8 1．7�
66 ユニオンローズ 牡2鹿 54 松岡 正海�山紫水明 牧田 和弥 新ひだか 千代田牧場 448 ―1：53．22� 8．8�
55 サダムラピュタ 牡2黒鹿54 池添 謙一大西 定氏 平田 修 新ひだか 矢野牧場 472 ―1：53．52 6．2�
77 ゴールドフラッグ 牡2黒鹿54 北村 友一合同会社小林英一

ホールディングス 須貝 尚介 日高 出口牧場 B496 ― 〃 クビ 4．4�
89 ハ イ タ イ ド 牡2鹿 54 蛯名 正義 �カナヤマホール

ディングス 栗田 徹 日高 高柳 隆男 452 ―1：54．35 20．1	
88 リ ズ ロ ン 牝2黒鹿54 岩田 康誠安原 浩司氏 �島 一歩 新ひだか 岡田牧場 458 ―1：54．83 37．9

22 キタノペガサス 牡2黒鹿54 丹内 祐次北所 直人氏 竹内 正洋 日高 広富牧場 450 ―1：55．22� 84．4�
33 サルバドールサクラ 牝2栗 54 丸山 元気則武 輝一氏 根本 康広 浦河 中村 雅明 526 ―1：55．3クビ 102．5�
11 ペイシャデザイヤー 牝2栗 54 柴山 雄一北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 土田 扶美子 472 ―1：55．72� 69．9

（9頭）

売 得 金
単勝： 38，156，900円 複勝： 48，988，100円 枠連： 6，306，300円
馬連： 35，001，000円 馬単： 28，060，800円 ワイド： 22，978，500円
3連複： 44，464，400円 3連単： 106，323，000円 計： 330，279，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 150円 � 140円 枠 連（4－6） 560円

馬 連 �� 580円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 240円 �� 190円 �� 420円

3 連 複 ��� 790円 3 連 単 ��� 2，490円

票 数

単勝票数 計 381569 的中 � 186389（1番人気）
複勝票数 計 489881 的中 � 314563（1番人気）� 34969（4番人気）� 41813（3番人気）
枠連票数 計 63063 的中 （4－6） 8609（3番人気）
馬連票数 計 350010 的中 �� 46282（3番人気）
馬単票数 計 280608 的中 �� 25031（3番人気）
ワイド票数 計 229785 的中 �� 23862（3番人気）�� 34907（2番人気）�� 11730（6番人気）
3連複票数 計 444644 的中 ��� 41873（3番人気）
3連単票数 計1063230 的中 ��� 30931（5番人気）

ハロンタイム 12．9―12．8―13．2―13．0―13．3―12．6―12．1―11．4―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―25．7―38．9―51．9―1：05．2―1：17．8―1：29．9―1：41．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．6―3F35．0
1
3
8，6，4，9，5，7（3，2）1・（8，6）4（5，9）7，2，3，1

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

勝馬の
紹 介

デ ィ ロ ス �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Dansili 初出走

2015．2．21生 牡2鹿 母 ラ ト ー ナ 母母 レ ト Ⅱ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔騎手変更〕 リズロン号の騎手坂井瑠星は，第2競走における下見所での落馬負傷のため岩田康誠に変更。

20042 7月16日 小雨 良 （29函館2）第4日 第6競走 ��2，000�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
1：57．8
1：56．1

良
良

59 アドマイヤアルパマ 牝3鹿 54 池添 謙一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 422＋ 42：03．0 7．1�
23 レッドラフィーネ 牝3芦 54 藤岡 康太 �東京ホースレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 422＋ 2 〃 クビ 14．0�
48 クリップスプリンガ 牡3鹿 56 横山 和生山下 良子氏 的場 均 新冠 ヤマタケ牧場 422－ 42：03．21� 24．0�
36 ヒミノブリランテ 牡3栗 56 国分 恭介佐々木八郎氏 矢作 芳人 新冠 パカパカ

ファーム 474＋ 22：03．3� 32．5�
35 モ ー ヴ 牝3青鹿54 岩田 康誠原 �子氏 高橋 亮 千歳 社台ファーム 430－ 6 〃 クビ 36．9�
47 シ ン デ ン 牡3鹿 56 木幡 初広ケンレーシング組合 牧 光二 日高 山際 辰夫 486＋102：03．4� 3．7	
713 リンネルクロス 牝3黒鹿 54

53 ☆井上 敏樹飯田 正剛氏 相沢 郁 新ひだか 千代田牧場 396± 02：03．61 42．7

12 ブライトクォーツ 牡3鹿 56 蛯名 正義 �シルクレーシング 荒川 義之 安平 ノーザンファーム 464－ 42：03．81� 13．2�
816 コスモメイプル 牡3栗 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 金成 貴史 新冠 堤 牧場 474＋ 6 〃 ハナ 22．9
611 ノルナゲスト 牡3栗 56 松岡 正海 �サンデーレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 472＋ 62：04．22� 36．6�
510 リフトトゥヘヴン 牡3鹿 56 C．ルメール 丸山 担氏 加藤 征弘 千歳 社台ファーム 482＋ 42：04．41 3．5�
11 サーカムスタンス 牡3栗 56 藤岡 佑介吉田 勝己氏 池添 学 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋14 〃 クビ 23．9�
24 ナンヨーウラヌス 牡3黒鹿56 勝浦 正樹中村 德也氏 杉浦 宏昭 浦河 三好牧場 444－ 42：04．61 35．0�
815 メイプルストロング 牡3鹿 56 柴山 雄一節 英司氏 高市 圭二 平取 スガタ牧場 502＋ 22：05．02� 9．9�
612 イージーライド 牡3黒鹿56 北村 友一松岡 雅昭氏 谷 潔 日高 アイズスタッド株式会社 444＋142：05．1� 34．8�
714 サンピッツバーグ 牝3鹿 54 中井 裕二 �加藤ステーブル 田島 俊明 日高 有限会社

ケイズ 426＋ 4 〃 アタマ 54．2�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，534，200円 複勝： 43，806，500円 枠連： 14，014，100円
馬連： 42，105，900円 馬単： 19，996，800円 ワイド： 31，586，200円
3連複： 67，368，300円 3連単： 77，815，800円 計： 320，227，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 710円 複 勝 � 290円 � 440円 � 720円 枠 連（2－5） 1，370円

馬 連 �� 5，820円 馬 単 �� 12，270円

ワ イ ド �� 2，230円 �� 3，190円 �� 5，700円

3 連 複 ��� 51，400円 3 連 単 ��� 271，230円

票 数

単勝票数 計 235342 的中 � 26344（3番人気）
複勝票数 計 438065 的中 � 43455（3番人気）� 25815（5番人気）� 14727（8番人気）
枠連票数 計 140141 的中 （2－5） 7895（4番人気）
馬連票数 計 421059 的中 �� 5604（19番人気）
馬単票数 計 199968 的中 �� 1222（39番人気）
ワイド票数 計 315862 的中 �� 3693（23番人気）�� 2552（39番人気）�� 1415（68番人気）
3連複票数 計 673683 的中 ��� 983（168番人気）
3連単票数 計 778158 的中 ��� 208（831番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―11．8―12．2―12．9―12．8―11．9―12．5―12．5―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―23．6―35．4―47．6―1：00．5―1：13．3―1：25．2―1：37．7―1：50．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．7―3F37．8
1
3

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

アドマイヤアルパマ �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 Johannesburg デビュー 2017．1．17 京都13着

2014．1．25生 牝3鹿 母 バロネスサッチャー 母母 Natkeeta 4戦1勝 賞金 7，050，000円
〔騎手変更〕 ノルナゲスト号の騎手坂井瑠星は，第2競走における下見所での落馬負傷のため松岡正海に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 デンコウジェネシス号



20043 7月16日 雨 稍重 （29函館2）第4日 第7競走 ��
��1，000�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
57．7
56．9

重
重

55 サノノショウグン 牡3栗 54
53 ☆木幡 初也佐野 信幸氏 清水 英克 日高 豊洋牧場 446－ 8 59．1 21．9�

44 ゼ セ ル 牡3鹿 54 浜中 俊杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 476－ 4 59．2� 3．4�
68 メランコリア 牝5栗 55 松岡 正海�ミルファーム 蛯名 利弘 浦河 ミルファーム 488＋ 2 59．3	 18．9�
33 エ ピ ュ ー レ 牝3栗 52 岩田 康誠�ノースヒルズ 沖 芳夫 新冠 平山牧場 476± 0 59．51
 4．9�
56 セイウンアワード 牡5鹿 57 勝浦 正樹西山 茂行氏 杉浦 宏昭 日高 厚賀古川牧場 B532－ 6 〃 クビ 15．3	
811 ハイデンガールズ 牝4栗 55 丸山 元気 �友駿ホースクラブ 上原 博之 新ひだか 飛野牧場 454－ 6 〃 ハナ 3．7

812 アースヴィグラス 牝3鹿 52 蛯名 正義松山 増男氏 粕谷 昌央 白老 習志野牧場 450＋ 4 〃 ハナ 7．8�
11 ボストンビリーヴ 牝7栗 55

54 ☆城戸 義政ボストンホース� 岩元 市三 浦河 宮内牧場 476＋ 6 59．6� 8．2�
79 � レーヴドミカ 牝4栗 55 藤岡 佑介尾上 松壽氏 松山 将樹 日高 下河辺牧場 476＋ 2 〃 クビ 22．1
67 カシノキングダム 牡5鹿 57

56 ☆井上 敏樹柏木 務氏 二本柳俊一 日高 門別牧場 476＋ 4 59．7� 92．4�
22 ユキノマルガリータ 牝7鹿 55

52 ▲横山 武史井上 基之氏 和田 正道 新ひだか フジワラフアーム 480＋ 61：00．23 50．7�
710� ラブオールミー 牝4鹿 55 小林 徹弥栃本 實氏 浅野洋一郎 浦河 細道牧場 458＋101：01．58 223．9�

（12頭）

売 得 金
単勝： 19，317，000円 複勝： 24，329，900円 枠連： 7，737，800円
馬連： 34，613，300円 馬単： 19，703，700円 ワイド： 22，590，400円
3連複： 50，732，700円 3連単： 68，836，300円 計： 247，861，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，190円 複 勝 � 490円 � 160円 � 560円 枠 連（4－5） 1，460円

馬 連 �� 3，860円 馬 単 �� 10，600円

ワ イ ド �� 1，320円 �� 4，670円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 20，170円 3 連 単 ��� 139，790円

票 数

単勝票数 計 193170 的中 � 7047（8番人気）
複勝票数 計 243299 的中 � 10843（7番人気）� 52682（1番人気）� 9413（8番人気）
枠連票数 計 77378 的中 （4－5） 4095（7番人気）
馬連票数 計 346133 的中 �� 6943（15番人気）
馬単票数 計 197037 的中 �� 1394（40番人気）
ワイド票数 計 225904 的中 �� 4450（16番人気）�� 1208（42番人気）�� 5206（12番人気）
3連複票数 計 507327 的中 ��� 1886（67番人気）
3連単票数 計 688363 的中 ��� 357（404番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―12．1―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．3―23．3―34．7―46．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

サノノショウグン �
�
父 サウスヴィグラス �

�
母父 ア フ リ ー ト デビュー 2016．7．16 福島15着

2014．4．20生 牡3栗 母 ビューティソルジャ 母母 メイトリアーク 10戦2勝 賞金 14，500，000円
〔騎手変更〕 ボストンビリーヴ号の騎手坂井瑠星は，第2競走における下見所での落馬負傷のため城戸義政に変更。

20044 7月16日 雨 重 （29函館2）第4日 第8競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時40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

79 トウケイワラウカド 牡4鹿 57 北村 友一木村 信彦氏 飯田 祐史 新冠 有限会社 大
作ステーブル 484± 01：42．3 2．1�

11 シンコーマーチャン 牡3鹿 54 丸山 元気豊原 正嗣氏 土田 稔 新ひだか 千代田牧場 B478＋ 21：42．51� 8．2�
22 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 500－ 61：42．6クビ 5．9�
44 タイキオールブルー 牡5青鹿57 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 B456＋ 41：42．7� 15．1�
67 メイショウイッポン 牡3鹿 54 藤岡 康太松本 和子氏 大橋 勇樹 様似 様似共栄牧場 488± 01：42．91 46．2�
56 タイキダイヤモンド 牡3青鹿 54

53 ☆井上 敏樹�大樹ファーム 高木 登 浦河 有限会社 ビ
クトリーファーム 476＋ 81：43．75 10．4	

811 サトノプライム 牡3鹿 54 古川 吉洋里見 治氏 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 2 〃 ハナ 5．8

812� ドラゴンイモン 牡4黒鹿 57

56 ☆木幡 初也井門 敏雄氏 小西 一男 日高 坂 牧場 482± 01：44．23 46．6�
33 � 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 484－ 21：44．51� 235．9�
710 スズカガルチ 牡3栗 54

53 ☆城戸 義政永井 啓弍氏 湯窪 幸雄 新ひだか 上村 清志 B514＋ 21：44．71� 18．7
55 マ エ ス ト ロ 	4鹿 57

56 ☆小崎 綾也 H.H．シェイク・モハメド 野中 賢二 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 456－ 4 〃 アタマ 109．9�

68 レオイノセント 牡4芦 57 四位 洋文�レオ 牧 光二 新冠 飛渡牧場 504－ 41：45．76 16．3�
（12頭）

売 得 金
単勝： 27，046，800円 複勝： 33，487，900円 枠連： 9，290，700円
馬連： 45，412，400円 馬単： 24，968，400円 ワイド： 29，079，100円
3連複： 60，961，700円 3連単： 93，457，400円 計： 323，704，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 210円 複 勝 � 120円 � 230円 � 150円 枠 連（1－7） 830円

馬 連 �� 1，040円 馬 単 �� 1，720円

ワ イ ド �� 470円 �� 320円 �� 670円

3 連 複 ��� 1，980円 3 連 単 ��� 7，400円

票 数

単勝票数 計 270468 的中 � 99301（1番人気）
複勝票数 計 334879 的中 � 96397（1番人気）� 27843（5番人気）� 53039（2番人気）
枠連票数 計 92907 的中 （1－7） 8636（3番人気）
馬連票数 計 454124 的中 �� 33782（4番人気）
馬単票数 計 249684 的中 �� 10844（6番人気）
ワイド票数 計 290791 的中 �� 15651（5番人気）�� 25304（2番人気）�� 10350（8番人気）
3連複票数 計 609617 的中 ��� 23083（4番人気）
3連単票数 計 934574 的中 ��� 9144（12番人気）

ハロンタイム 7．0―10．8―11．9―12．3―12．1―11．6―11．9―12．3―12．4

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―17．8―29．7―42．0―54．1―1：05．7―1：17．6―1：29．9

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

トウケイワラウカド �
�
父 ゴールドヘイロー �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2015．10．17 京都4着

2013．2．22生 牡4鹿 母 アイスダンス 母母 Idrica 17戦3勝 賞金 40，564，000円



20045 7月16日 雨 重 （29函館2）第4日 第9競走 ��
��1，200�

し も き た は ん と う

下 北 半 島 特 別
発走14時15分 （芝・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 217，000円 62，000円 31，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

66 ケ ル ベ ロ ス 牡4黒鹿57 吉田 隼人菊地 祐司氏 大江原 哲 新冠 松浦牧場 446－ 41：11．3 4．5�
77 ペイシャマリヤ 牝4栗 55 黛 弘人北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 460－ 4 〃 ハナ 25．5�
55 サフランハート 牡4鹿 57 松岡 正海海原 聖一氏 北出 成人 浦河 林農場 458＋161：11．51� 3．1�
22 	 フレンチイデアル 牡4鹿 57 藤岡 佑介杉山 忠国氏 伊藤 大士 新ひだか 明治牧場 504± 01：11．71
 3．6�
33 ポップシンガー 牝3鹿 52 丹内 祐次村山 卓也氏 鈴木 伸尋 日高 川島 正広 458± 01：11．91 3．1�
11 サクラヴィオーラ 牝6栗 55 勝浦 正樹�さくらコマース田島 俊明 新ひだか 谷岡スタット 468－ 61：12．11� 23．3	
44 �	 シラーグランツ 牝4芦 55 柴山 雄一 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 岩戸 孝樹 米 Double K
LLC B462± 01：12．73
 34．3


（7頭）

売 得 金
単勝： 27，377，500円 複勝： 30，951，600円 枠連： 発売なし
馬連： 44，752，600円 馬単： 29，256，400円 ワイド： 22，711，100円
3連複： 55，163，900円 3連単： 153，728，200円 計： 363，941，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 450円 複 勝 � 180円 � 750円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 6，530円 馬 単 �� 9，040円

ワ イ ド �� 1，610円 �� 240円 �� 800円

3 連 複 ��� 3，920円 3 連 単 ��� 36，410円

票 数

単勝票数 計 273775 的中 � 48661（4番人気）
複勝票数 計 309516 的中 � 79551（1番人気）� 12927（5番人気）
馬連票数 計 447526 的中 �� 5306（17番人気）
馬単票数 計 292564 的中 �� 2426（24番人気）
ワイド票数 計 227111 的中 �� 3159（17番人気）�� 28983（2番人気）�� 6698（7番人気）
3連複票数 計 551639 的中 ��� 10541（16番人気）
3連単票数 計1537282 的中 ��� 3061（98番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．9―12．2―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．6―35．5―47．7―59．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．8
3 ・（7，6）（3，5）4，2，1 4 ・（7，6）（3，5）（4，2）1

勝馬の
紹 介

ケ ル ベ ロ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Seeking the Gold デビュー 2015．11．8 東京6着

2013．6．4生 牡4黒鹿 母 モーニングタイド 母母 Eastern Dawn 15戦1勝 賞金 26，447，000円
※出走取消馬 メジャータイフーン号（疾病〔右後肢跛行〕のため）

20046 7月16日 雨 不良 （29函館2）第4日 第10競走 ��
��1，700�

お し ま

渡 島 特 別
発走14時50分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 280，000円 80，000円 40，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：41．7

不良
不良

812� ペイシャゴンジセ 牡6鹿 57 	島 克駿北所 直人氏 本間 忍 新冠 隆栄牧場 500＋ 41：43．8 41．5�
68 テイエムコンドル 牡6鹿 57 丸山 元気竹園 正繼氏 石栗 龍彦 日高 テイエム牧場日高支場 466＋ 2 〃 クビ 29．8�
813 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 496－ 41：44．12 2．4�
11 メイショウバッハ 牡4栗 57 吉田 隼人松本 好�氏 南井 克巳 新ひだか 三石川上牧場 498＋ 41：44．2クビ 4．5�
710 ワイドリーザワン 牡5黒鹿57 横山 和生坂本 浩一氏 奥村 武 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム B454＋ 41：45．05 30．0�
44 メイショウホウトウ 牡6青鹿57 古川 吉洋松本 好雄氏 沖 芳夫 浦河 大島牧場 504－ 61：45．1
 21．0	
711� エビスグレイト �7黒鹿57 中井 裕二加藤友三郎氏 加藤 征弘 浦河 恵比寿牧場 484－ 61：45．84 26．1

45 エクストラペトル 牝5黒鹿55 吉田 豊 �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 460－ 81：45．9
 88．3�
56 � カレンジラソーレ 牡4栗 57 藤岡 康太鈴木 隆司氏 平田 修 千歳 社台ファーム 486－ 41：46．0クビ 12．8
57 アルティマウェポン 牝4栗 55 藤岡 佑介幅田 昌伸氏 藤岡 健一 浦河 辻 牧場 474＋ 21：46．1
 12．3�
69 カ ン デ ラ 牝5黒鹿55 C．ルメールユアストーリー 手塚 貴久 安平 ノーザンファーム B510－ 4 〃 アタマ 5．8�
33 レンイングランド 牡5芦 57 黛 弘人田畑 勝彦氏 矢作 芳人 日高 天羽牧場 526－ 41：46．95 33．8�
22 アオイオンリーワン 牡5栗 57 木幡 初也新谷 幸義氏 古賀 慎明 千歳 社台ファーム 514± 01：47．43 12．3�

（13頭）

売 得 金
単勝： 33，123，700円 複勝： 44，847，900円 枠連： 20，179，900円
馬連： 77，514，500円 馬単： 39，100，600円 ワイド： 46，446，000円
3連複： 115，340，600円 3連単： 167，073，600円 計： 543，626，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，150円 複 勝 � 700円 � 590円 � 150円 枠 連（6－8） 590円

馬 連 �� 26，010円 馬 単 �� 50，640円

ワ イ ド �� 4，040円 �� 1，320円 �� 1，140円

3 連 複 ��� 17，010円 3 連 単 ��� 209，560円

票 数

単勝票数 計 331237 的中 � 6373（12番人気）
複勝票数 計 448479 的中 � 12954（12番人気）� 15706（9番人気）� 115314（1番人気）
枠連票数 計 201799 的中 （6－8） 26290（3番人気）
馬連票数 計 775145 的中 �� 2309（58番人気）
馬単票数 計 391006 的中 �� 579（112番人気）
ワイド票数 計 464460 的中 �� 2876（44番人気）�� 9181（15番人気）�� 10662（12番人気）
3連複票数 計1153406 的中 ��� 5085（57番人気）
3連単票数 計1670736 的中 ��� 578（541番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．1―18．1―30．1―42．3―54．3―1：06．3―1：18．7―1：31．3

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

�ペイシャゴンジセ �
�
父 ストーミングホーム �

�
母父 ラストタイクーン

2011．5．7生 牡6鹿 母 ガデスオブマーシー 母母 ハイスタイルセッター 33戦2勝 賞金 41，430，000円
初出走 JRA

〔騎手変更〕 レンイングランド号の騎手坂井瑠星は，第2競走における下見所での落馬負傷のため黛弘人に変更。



20047 7月16日 曇 重 （29函館2）第4日 第11競走
サマー2000シリーズ

��
��2，000�第53回農林水産省賞典 函館記念（ＧⅢ）

発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，28．7．16以降29．7．9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

農林水産大臣賞・函館市長賞（1着）
賞 品

本 賞 41，000，000円 16，000，000円 10，000，000円 6，200，000円 4，100，000円
付 加 賞 560，000円 160，000円 80，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

612 ルミナスウォリアー 牡6鹿 55 柴山 雄一 �サンデーレーシング 和田正一郎 安平 ノーザンファーム 478＋ 22：01．2 9．0�
714 タマモベストプレイ 牡7栗 56．5 吉田 隼人タマモ� 南井 克巳 浦河 信成牧場 488± 02：01．41� 69．1�
815 ヤマカツライデン 牡5黒鹿55 池添 謙一山田 博康氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 538＋ 6 〃 アタマ 17．9�
36 アングライフェン 牡5鹿 55 北村 友一前田 幸治氏 安田 隆行 新冠 株式会社

ノースヒルズ 472± 0 〃 アタマ 6．5�
24 ケイティープライド 牡7鹿 52 �島 克駿�G1レーシング 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 496＋ 6 〃 ハナ 29．7	
11 サトノアレス 牡3黒鹿54 C．ルメール 里見 治氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510± 02：01．61 3．8

23 ナリタハリケーン 牡8鹿 54 藤岡 康太�オースミ 中尾 秀正 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 486－ 4 〃 ハナ 31．8�
35 レッドソロモン 牡5鹿 56 岩田 康誠 �東京ホースレーシング 庄野 靖志 安平 ノーザンファーム B484＋ 42：01．91	 23．6�
816
 サクラアンプルール 牡6栗 56 蛯名 正義�さくらコマース金成 貴史 新ひだか 谷岡スタット 474－ 42：02．0クビ 21．3
611 ツクバアズマオー 牡6鹿 57 吉田 豊荻原 昭二氏 尾形 充弘 安平 ノーザンファーム 482－ 22：02．21� 9．1�
47 マイネルミラノ 牡7栗 58 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 B490± 02：02．3クビ 6．9�
48 カ ム フ ィ ー 牡8黒鹿54 勝浦 正樹清水 二朗氏 池上 昌和 池田 新田牧場 472＋ 8 〃 クビ 154．6�
713 パリカラノテガミ 牡6鹿 53 松岡 正海嶋田 賢氏 清水 英克 新ひだか 岡田牧場 454＋ 42：02．51 71．7�
12 ダンツプリウス 牡4鹿 56 丸山 元気山元 哲二氏 山内 研二 新ひだか 千代田牧場 496－ 42：02．6� 26．2�
510 ステイインシアトル 牡6黒鹿57 武 豊青芝商事� 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 488＋ 42：03．34 5．6�
59 スーパームーン 牡8青鹿55 四位 洋文山本 英俊氏 藤沢 和雄 千歳 社台ファーム 510± 02：03．51� 57．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 223，615，100円 複勝： 333，069，700円 枠連： 181，580，300円
馬連： 828，539，900円 馬単： 339，697，400円 ワイド： 424，786，700円
3連複： 1，605，390，800円 3連単： 2，372，275，300円 計： 6，308，955，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 900円 複 勝 � 330円 � 1，530円 � 670円 枠 連（6－7） 7，030円

馬 連 �� 35，130円 馬 単 �� 53，160円

ワ イ ド �� 9，560円 �� 3，810円 �� 10，500円

3 連 複 ��� 152，330円 3 連 単 ��� 915，320円

票 数

単勝票数 計2236151 的中 � 197100（5番人気）
複勝票数 計3330697 的中 � 296063（6番人気）� 52377（15番人気）� 128716（12番人気）
枠連票数 計1815803 的中 （6－7） 20009（25番人気）
馬連票数 計8285399 的中 �� 18277（85番人気）
馬単票数 計3396974 的中 �� 4792（139番人気）
ワイド票数 計4247867 的中 �� 11434（88番人気）�� 28981（54番人気）�� 10393（89番人気）
3連複票数 計16053908 的中 ��� 7904（326番人気）
3連単票数 計23722753 的中 ��� 1879（1848番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．0―12．4―12．6―12．3―12．1―12．2―11．8―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．6―35．6―48．0―1：00．6―1：12．9―1：25．0―1：37．2―1：49．0

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

ルミナスウォリアー �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 アグネスタキオン デビュー 2013．10．12 東京4着

2011．2．9生 牡6鹿 母 ルミナスハッピー 母母 リアリーハッピー 22戦6勝 賞金 165，046，000円
〔制裁〕 ケイティープライド号の騎手�島克駿は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金50，000円。
※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。
（非抽選馬） 2頭 ジョルジュサンク号・トウシンモンステラ号

20048 7月16日 曇 重 （29函館2）第4日 第12競走 ��
��2，600�

ほっかい

北海ハンデキャップ
発走16時05分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，28．7．16以降29．7．9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 252，000円 72，000円 36，000円 � コースレコード

中央レコード
2：37．3
2：37．3

良
良

22 クラシックエース �5鹿 55 吉田 隼人 �シルクレーシング 木村 哲也 安平 ノーザンファーム 422± 02：42．2 16．3�
55 アグリッパーバイオ 牡6黒鹿56 武 豊バイオ� 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム 458＋ 22：42．62� 3．8�
67 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 488＋ 42：42．91	 10．9�
79 シークレットパス 牡6芦 54 丹内 祐次岡田 牧雄氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド B462－ 22：43．22 20．8�
710
 レイトライザー 牡7黒鹿54 藤岡 康太中西 功氏 加藤 敬二 青森 諏訪牧場 476＋ 62：43．3	 43．9	
33 メイショウガーデン 牝4黒鹿53 国分 恭介松本 好雄氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 520± 02：43．4クビ 2．9

11 スズカヴァンガード �6栗 55 古川 吉洋永井 啓弍氏 小島 茂之 平取 稲原牧場 484－ 22：43．61 23．9�
811 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± 02：43．91	 50．9�
56 ラ デ ィ ウ ス 牡6鹿 56 浜中 俊名古屋友豊� 高野 友和 新冠 オリエント牧場 470± 02：44．64 4．7
44 ランドオザリール 牡6鹿 54 北村 友一 �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 528＋ 42：44．81� 75．7�
812 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 B466－ 42：47．4大差 19．3�
68 
 フィールドシャルム 牡4鹿 55 岩田 康誠岡 浩二氏 土田 稔 新冠 パカパカ

ファーム 488＋ 42：47．72 11．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 53，333，300円 複勝： 71，572，200円 枠連： 32，500，000円
馬連： 123，097，600円 馬単： 58，668，400円 ワイド： 73，732，400円
3連複： 186，004，800円 3連単： 289，047，000円 計： 887，955，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，630円 複 勝 � 380円 � 160円 � 280円 枠 連（2－5） 2，590円

馬 連 �� 3，890円 馬 単 �� 11，190円

ワ イ ド �� 1，100円 �� 2，460円 �� 770円

3 連 複 ��� 10，910円 3 連 単 ��� 74，020円

票 数

単勝票数 計 533333 的中 � 26155（6番人気）
複勝票数 計 715722 的中 � 41678（7番人気）� 143495（2番人気）� 60437（4番人気）
枠連票数 計 325000 的中 （2－5） 9711（11番人気）
馬連票数 計1230976 的中 �� 24495（15番人気）
馬単票数 計 586684 的中 �� 3931（41番人気）
ワイド票数 計 737324 的中 �� 17344（13番人気）�� 7444（29番人気）�� 25292（7番人気）
3連複票数 計1860048 的中 ��� 12786（37番人気）
3連単票数 計2890470 的中 ��� 2831（250番人気）

ハロンタイム 13．2―12．0―12．4―12．0―12．7―12．7―12．8―12．3―12．0―12．5―12．5―12．7―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000� 2，200� 2，400�
13．2―25．2―37．6―49．6―1：02．3―1：15．0―1：27．8―1：40．1―1：52．1―2：04．6―2：17．1―2：29．8

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

クラシックエース �
�
父 ハービンジャー �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2015．1．10 中山3着

2012．4．13生 �5鹿 母 ネオクラシック 母母 バレークイーン 15戦3勝 賞金 38，389，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 ピュアソルジャー号・フィールドシャルム号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，

平成29年8月16日まで平地競走に出走できない。

３レース目



（29函館2）第4日 7月16日（日曜日） 雨後曇 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良後重
稍重後重後不良

競走回数 12回 出走頭数 149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

244，100，000円
5，060，000円
15，320，000円
1，870，000円
28，420，000円
60，016，000円
4，146，000円
1，430，400円

勝馬投票券売得金
537，880，800円
753，964，700円
312，349，500円
1，388，981，500円
644，559，300円
779，835，000円
2，403，427，000円
3，634，423，100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 10，455，420，900円

総入場人員 9，215名 （有料入場人員 8，037名）
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