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17037 6月24日 曇 良 （30函館1）第4日 第1競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走9時50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

47 イ イ ゾ 牝3鹿 54 城戸 義政杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 452＋281：09．1 18．7�
713 リノワールド 牝3栗 54 松岡 正海星野 壽市氏 手塚 貴久 日高 前野牧場 422－ 4 〃 クビ 8．0�
714 メイショウイライザ 牝3黒鹿 54

51 ▲西村 淳也松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 赤田牧場 432＋ 21：09．3� 64．9�
48 ラブリースマッシュ 牝3栗 54

53 ☆木幡 巧也村山 卓也氏 岩戸 孝樹 新ひだか 荒谷 輝和 442－ 61：09．4� 38．7�
59 エイシンテースティ 牝3栗 54 北村 友一�栄進堂 野中 賢二 浦河 栄進牧場 448＋121：09．5クビ 2．8�
612 ゴールドシャッツ 牝3栗 54 丹内 祐次 	ビッグレッドファーム 粕谷 昌央 新冠 ビッグレッドファーム 426± 01：09．6� 4．3

36 サンロックヒル 牝3栗 54 中井 裕二 �加藤ステーブル 加藤 和宏 日高 有限会社

ケイズ 478＋ 6 〃 クビ 118．0�
12 ラポートトーク 牝3青鹿54 蛯名 正義金子真人ホール

ディングス� 須貝 尚介 日高 日高大洋牧場 466＋ 41：09．7クビ 7．6�
11 ナイトレイド 牝3黒鹿 54

52 △菊沢 一樹田原 邦男氏 小島 茂之 千歳 社台ファーム B498－ 6 〃 クビ 41．3
510 マ リ ー ツ ァ 牝3鹿 54

53 ☆木幡 初也鈴木 芳夫氏 宗像 義忠 新ひだか 松田牧場 456＋ 41：09．8� 9．0�
24 ショコラトリー 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹 	社台レースホース栗田 徹 千歳 社台ファーム 426－ 21：10．01 89．5�
611 ミ ス ト ラ ル 牝3黒鹿54 黛 弘人岡田 牧雄氏 奥平 雅士 新冠 松木 加代 444＋ 41：10．1� 173．5�
23 ファルコンレイナ 牝3鹿 54

51 ▲横山 武史ライオンレースホース� 伊藤 伸一 浦河 浦河日成牧場 400± 01：10．2� 13．1�
35 サンデンクレール 牝3黒鹿54 川須 栄彦山田 春枝氏 湯窪 幸雄 浦河 小倉牧場 464＋10 〃 ハナ 24．5�
816 メイショウリボベジ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 岡部牧場 424－ 41：10．3� 26．7�
815 クリノローランサン 牝3鹿 54

51 ▲三津谷隼人栗本 博晴氏 作田 誠二 様似 様似渡辺牧場 394± 0 〃 ハナ 243．1�
（16頭）

売 得 金
単勝： 18，327，700円 複勝： 30，093，800円 枠連： 9，798，300円
馬連： 38，281，000円 馬単： 19，058，200円 ワイド： 29，458，700円
3連複： 58，715，200円 3連単： 68，608，800円 計： 272，341，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，870円 複 勝 � 630円 � 330円 � 1，840円 枠 連（4－7） 5，660円

馬 連 �� 9，230円 馬 単 �� 20，500円

ワ イ ド �� 2，770円 �� 12，520円 �� 6，190円

3 連 複 ��� 198，360円 3 連 単 ��� 888，230円

票 数

単勝票数 計 183277 的中 � 7831（7番人気）
複勝票数 計 300938 的中 � 12461（7番人気）� 26911（5番人気）� 3894（12番人気）
枠連票数 計 97983 的中 （4－7） 1340（19番人気）
馬連票数 計 382810 的中 �� 3213（30番人気）
馬単票数 計 190582 的中 �� 697（64番人気）
ワイド票数 計 294587 的中 �� 2779（28番人気）�� 602（70番人気）�� 1225（49番人気）
3連複票数 計 587152 的中 ��� 222（248番人気）
3連単票数 計 686088 的中 ��� 56（1241番人気）

ハロンタイム 12．0―10．4―11．5―11．5―11．7―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．4―33．9―45．4―57．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

イ イ ゾ �
�
父 ロードカナロア �

�
母父 スニッツェル デビュー 2017．6．17 函館4着

2015．3．27生 牝3鹿 母 ル リ ニ ガ ナ 母母 ダムドコンパニー 2戦1勝 賞金 6，100，000円

17038 6月24日 曇 良 （30函館1）第4日 第2競走 ��
��1，000�サラブレッド系3歳

発走10時15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

79 ペイシャディア 牝3黒鹿 54
51 ▲横山 武史北所 直人氏 土田 稔 新冠 カミイスタット 424－10 59．9 2．6�

68 � ランプフィーバー 牝3鹿 54 藤岡 佑介吉田 和美氏 堀 宣行 米 Cherry Valley
Farm, LLC. B466－101：00．0� 4．0�

811 レヴェナント 牡3鹿 56 北村 友一髙嶋 祐子氏 和田 雄二 浦河 有限会社
吉田ファーム 410＋ 21：00．95 14．3�

11 ミキノトムトム 牡3鹿 56 柴山 雄一谷口 久和氏 大橋 勇樹 新ひだか 岡田牧場 480－ 21：01．11 3．7�
67 ドラゴンホール 牡3黒鹿56 勝浦 正樹前田 幸治氏 小笠 倫弘 新ひだか 田原橋本牧場 B464＋ 21：01．2クビ 35．1�
55 オテンバランナー 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也首藤 徳氏 蛯名 利弘 日高 川島 正広 426＋ 21：01．41	 14．8�
33 イ ナ ン ナ 牝3鹿 54 長岡 禎仁北所 直人氏 竹内 正洋 新ひだか 沖田 忠幸 448－ 41：01．71� 15．3	
56 デルマブランデー 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也浅沼 廣幸氏 五十嵐忠男 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 424－ 41：02．33
 48．3


44 フジノビューティ 牝3黒鹿54 黛 弘人田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 464＋181：02．51 65．4�
22 ティーグローリー �3青鹿56 川島 信二深見 富朗氏 田所 秀孝 日高 いとう牧場 496－10 〃 クビ 111．8�
812 ビッグジュジュ 牝3鹿 54 古川 吉洋ビッグ 石栗 龍彦 新冠 五丸農場 400－ 21：02．6� 179．9�
710 ナイトジュレップ 牡3栗 56 丸山 元気 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 国枝 栄 新ひだか 岡田スタツド 480－ 21：02．91� 11．4�
（12頭）

売 得 金
単勝： 17，927，500円 複勝： 21，178，900円 枠連： 6，265，700円
馬連： 28，747，800円 馬単： 16，112，600円 ワイド： 19，296，500円
3連複： 37，182，100円 3連単： 53，245，800円 計： 199，956，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 260円 複 勝 � 120円 � 170円 � 250円 枠 連（6－7） 390円

馬 連 �� 480円 馬 単 �� 960円

ワ イ ド �� 320円 �� 560円 �� 1，090円

3 連 複 ��� 2，320円 3 連 単 ��� 8，220円

票 数

単勝票数 計 179275 的中 � 53349（1番人気）
複勝票数 計 211789 的中 � 57831（1番人気）� 30190（3番人気）� 16124（6番人気）
枠連票数 計 62657 的中 （6－7） 12340（1番人気）
馬連票数 計 287478 的中 �� 46267（2番人気）
馬単票数 計 161126 的中 �� 12578（2番人気）
ワイド票数 計 192965 的中 �� 17056（2番人気）�� 8663（6番人気）�� 4126（14番人気）
3連複票数 計 371821 的中 ��� 12005（8番人気）
3連単票数 計 532458 的中 ��� 4694（20番人気）

ハロンタイム 12．4―11．1―11．8―12．0―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．4―23．5―35．3―47．3

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ペイシャディア �
�
父 エイシンフラッシュ �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2017．11．11 福島5着

2015．5．1生 牝3黒鹿 母 ヒシラガーディア 母母 デ ッ ク 7戦1勝 賞金 9，200，000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。
（非当選馬） 1頭 レノカズマ号
（非抽選馬） 1頭 ベストミライ号

第１回 函館競馬 第４日



17039 6月24日 曇 良 （30函館1）第4日 第3競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時45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
1：40．9

不良
重

46 サンローレンス 牝3青鹿 54
51 ▲横山 武史 �加藤ステーブル 伊藤 伸一 日高 有限会社

ケイズ 442＋ 21：48．0 9．8�
711 クールリフレイン 牡3鹿 56 国分 恭介下河�美智子氏 石橋 守 日高 下河辺牧場 526－ 21：48．31� 3．9�
814 ミッキーガーデン 牡3鹿 56 北村 友一野田みづき氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 438＋ 61：49．04 11．8�
58 マイネルミシシッピ 牡3鹿 56 丹内 祐次 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 畠山 吉宏 浦河 栄進牧場 490－ 61：49．2� 9．3�
712 コハクノユメ 牡3鹿 56 吉田 隼人橋本 忠雄氏 本間 忍 浦河 大道牧場 508－ 6 〃 ハナ 3．3	
22 ヴィーヴルサヴィ 牡3鹿 56 柴山 雄一ライオンレースホース� 林 徹 千歳 社台ファーム B506－121：49．3� 43．2

34 キングズテソーロ 牡3栗 56 藤岡 佑介了德寺健二ホール

ディングス� 矢作 芳人 浦河 絵笛牧場 466＋ 81：49．4クビ 26．8�
11 デンコウスティール 牡3鹿 56 川島 信二田中 康弘氏 荒川 義之 浦河 磯野牧場 442－ 41：49．82� 168．4�
610 ムーヴィング 牡3鹿 56

55 ☆加藤 祥太西森 鶴氏 庄野 靖志 新冠 八木 明広 518－ 21：49．9クビ 3．5
33 ラインマッシモ 牡3栗 56 古川 吉洋大澤 繁昌氏 蛯名 利弘 浦河 桑田 正己 468＋ 61：50．11 79．2�
45 バレンタインハート 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 服部 牧場 474＋121：51．69 96．3�
69 アポロエレノア 牝3栗 54

52 △菊沢 一樹アポロサラブレッドクラブ 菊沢 隆徳 日高 天羽 禮治 470－ 2 〃 アタマ 105．7�
57 ラベルベート 牝3栗 54 勝浦 正樹栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 482＋181：52．13 242．7�
813 デルマシードル 牝3鹿 54

53 ☆木幡 巧也浅沼 廣幸氏 和田 勇介 千歳 社台ファーム 428－ 21：56．8大差 49．5�
（14頭）

売 得 金
単勝： 21，061，400円 複勝： 28，453，800円 枠連： 9，813，000円
馬連： 34，398，100円 馬単： 18，491，000円 ワイド： 24，988，300円
3連複： 49，374，800円 3連単： 63，056，700円 計： 249，637，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 980円 複 勝 � 260円 � 170円 � 270円 枠 連（4－7） 850円

馬 連 �� 1，810円 馬 単 �� 4，180円

ワ イ ド �� 680円 �� 1，320円 �� 830円

3 連 複 ��� 5，630円 3 連 単 ��� 34，580円

票 数

単勝票数 計 210614 的中 � 17187（5番人気）
複勝票数 計 284538 的中 � 25871（5番人気）� 52506（3番人気）� 24845（6番人気）
枠連票数 計 98130 的中 （4－7） 8930（5番人気）
馬連票数 計 343981 的中 �� 14670（7番人気）
馬単票数 計 184910 的中 �� 3315（19番人気）
ワイド票数 計 249883 的中 �� 9651（9番人気）�� 4720（15番人気）�� 7718（12番人気）
3連複票数 計 493748 的中 ��� 6574（21番人気）
3連単票数 計 630567 的中 ��� 1322（110番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．7―31．3―44．7―57．8―1：10．2―1：22．9―1：35．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

サンローレンス �
�
父 スズカマンボ �

�
母父 ブラックホーク デビュー 2017．10．22 東京11着

2015．4．9生 牝3青鹿 母 プ ッ ト リ ー 母母 ステイジアムロック 10戦1勝 賞金 7，050，000円
〔発走状況〕 アポロエレノア号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 アポロエレノア号は，発走調教再審査。
〔タイムオーバーによる出走制限〕 デルマシードル号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月24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 スクープ号・ノーブルステップ号

17040 6月24日 曇 良 （30函館1）第4日 第4競走 ��
��1，200�サラブレッド系3歳

発走11時15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
1：06．8
1：06．5

良
良

59 ニシノオトコマサリ 牝3青鹿54 勝浦 正樹成田 隆好氏 加藤 和宏 むかわ 宇南山牧場 392－ 21：09．2 24．2�
23 オメガプランタン 牡3鹿 56 北村 友一原 �子氏 安田 隆行 千歳 社台ファーム 430± 0 〃 クビ 1．7�
510 ホーカスポーカス 牡3鹿 56 丸山 元気平賀 久枝氏 根本 康広 浦河 鎌田 正嗣 428＋ 21：09．3クビ 3．9�
713� レファレンスブック 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也岡田 牧雄氏 池上 昌和 英 Broughton
Bloodstock 466＋ 81：09．4	 17．6�

47 トーホウキャサリン 牝3黒鹿54 松岡 正海東豊物産� 古賀 史生 浦河 富菜牧場 438± 01：09．61 35．1�
24 カシノレガーメ 牡3黒鹿56 柴山 雄一柏木 務氏 清水 英克 日高 野島牧場 452± 0 〃 ハナ 12．1	
48 レインボーボニート 牝3鹿 54

52 △菊沢 一樹
三嶋牧場 菊沢 隆徳 浦河 三嶋牧場 458＋ 4 〃 ハナ 17．0�
11 ブライトキャンバス 牝3栗 54 丹内 祐次 
ビッグレッドファーム 栗田 博憲 新冠 ビッグレッドファーム 416－ 61：09．7クビ 19．4�
714 アルマアノン 牝3青鹿54 中井 裕二コウトミックレーシング 佐々木晶三 新冠 小泉牧場 450± 01：10．02 79．9
35 ヤマニンディアリー 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也土井 肇氏 浅見 秀一 新冠 錦岡牧場 B422＋10 〃 クビ 28．4�
612 クラシックバイオ 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 巧也バイオ� 牧 光二 平取 坂東牧場 460－ 81：10．31
 201．1�
12 サイモンルチアーノ 牡3栗 56 蛯名 正義澤田 昭紀氏 田中 清隆 青森 今川 満良 B490＋ 6 〃 クビ 28．7�
36 シトワイアン 牡3栗 56 黛 弘人髙橋 貴士氏 尾関 知人 浦河 小島牧場 B424－ 41：10．4	 126．7�
815 モモイロトイキ 牝3栗 54

53 ☆加藤 祥太北村 和江氏 中野 栄治 平取 高橋 啓 424＋ 41：10．71	 269．7�
611 モ メ ン タ ム 牝3青鹿 54

51 ▲三津谷隼人 �Gリビエール・
レーシング 田島 俊明 新ひだか 高橋 修 412＋ 41：11．97 359．4�

816 サカショウクィーン 牝3鹿 54 城戸 義政坂田 行夫氏 伊藤 正徳 青森 町屋 勝幸 428＋ 6 〃 クビ 205．9�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，475，000円 複勝： 55，085，200円 枠連： 18，815，500円
馬連： 34，502，900円 馬単： 22，581，200円 ワイド： 28，863，200円
3連複： 51，295，800円 3連単： 75，664，500円 計： 308，283，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，420円 複 勝 � 320円 � 110円 � 130円 枠 連（2－5） 200円

馬 連 �� 1，420円 馬 単 �� 4，510円

ワ イ ド �� 450円 �� 970円 �� 160円

3 連 複 ��� 1，460円 3 連 単 ��� 16，620円

票 数

単勝票数 計 214750 的中 � 7071（7番人気）
複勝票数 計 550852 的中 � 12907（6番人気）� 369170（1番人気）� 52341（2番人気）
枠連票数 計 188155 的中 （2－5） 70149（1番人気）
馬連票数 計 345029 的中 �� 18821（4番人気）
馬単票数 計 225812 的中 �� 3750（13番人気）
ワイド票数 計 288632 的中 �� 14073（3番人気）�� 5962（13番人気）�� 61382（1番人気）
3連複票数 計 512958 的中 ��� 26234（3番人気）
3連単票数 計 756645 的中 ��� 3300（49番人気）

ハロンタイム 12．0―10．5―11．1―11．7―11．7―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．5―33．6―45．3―57．0

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ニシノオトコマサリ �
�
父 リーチザクラウン �

�
母父 マヤノトップガン デビュー 2017．6．17 函館7着

2015．4．27生 牝3青鹿 母 ゴールドアシュレイ 母母 ハロウィーン 13戦1勝 賞金 8，300，000円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の5頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 5頭 ショーコーズ号・タイセイパルフェ号・チャノカオリ号・ペイシャプレゼント号・レディライク号



17041 6月24日 晴 良 （30函館1）第4日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時05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

46 � アスターペガサス 牡2栗 54
53 ☆小崎 綾也加藤 久枝氏 中竹 和也 米

Stonestreet
Thoroughbred
Holdings LLC

496 ―1：10．0 10．7�
34 イーサンパンサー 牡2栗 54 四位 洋文国本 勇氏 昆 貢 浦河 東栄牧場 470 ―1：10．42� 6．3�
11 バトルアグレッシブ 牡2黒鹿54 蛯名 正義宮川 秋信氏 本田 優 浦河 帰山 清貴 476 ― 〃 ハナ 8．2�
47 � ショウナンアリアナ 牝2鹿 54 藤岡 佑介国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-

ente Holding 414 ―1：10．61� 2．1�
23 ニ ヴ ィ ア ン 牝2鹿 54 吉田 隼人岡田 牧雄氏 高柳 瑞樹 新ひだか 岡田スタツド 434 ―1：10．7� 26．4�
712 ボヘミアラプソディ 牡2鹿 54 丸山 元気平井 裕氏 伊藤 圭三 新ひだか グランド牧場 468 ― 〃 ハナ 55．6�
815 ペプチドルーカス 牡2鹿 54 柴山 雄一沼川 一彦氏 木原 一良 様似 猿倉牧場 434 ― 〃 ハナ 85．1	
611 トーセングラート 牝2鹿 54 黛 弘人島川 
哉氏 宗像 義忠 日高 有限会社 エ

スティファーム 442 ―1：10．8� 26．2�
59 コパノマーティン 牡2黒鹿54 古川 吉洋小林 祥晃氏 村山 明 新ひだか 谷岡牧場 478 ―1：11．33 20．4�
58 オ イ デ 牡2黒鹿54 菱田 裕二杉澤 光雄氏 武 英智 日高 大江牧場 436 ―1：11．4	 136．9
35 オーケーガッツ 牡2鹿 54 丹内 祐次小野 建氏 相沢 郁 浦河 三好牧場 418 ―1：11．71	 85．5�
610 モノディアロゴス 牡2鹿 54 北村 友一野嶋 祥二氏 松下 武士 新冠 新冠橋本牧場 440 ―1：11．8� 10．3�
814 プリズムアーク 牡2鹿 54 勝浦 正樹泉 俊二氏 水野 貴広 日高 木村牧場 496 ―1：11．9� 70．9�
713 トーヨーダッシュ 牡2栗 54 城戸 義政中嶋 宏氏 鈴木 孝志 新ひだか 千代田牧場 474 ― 〃 アタマ 86．7�
22 タイセイアヴァンセ 牝2黒鹿54 松岡 正海田中 成奉氏 青木 孝文 新冠 村田牧場 420 ―1：12．75 20．7�

（15頭）

売 得 金
単勝： 27，119，100円 複勝： 29，035，700円 枠連： 11，701，200円
馬連： 36，037，900円 馬単： 21，747，500円 ワイド： 27，450，100円
3連複： 47，906，000円 3連単： 65，342，800円 計： 266，340，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，070円 複 勝 � 260円 � 190円 � 240円 枠 連（3－4） 570円

馬 連 �� 2，900円 馬 単 �� 6，750円

ワ イ ド �� 790円 �� 1，300円 �� 740円

3 連 複 ��� 7，340円 3 連 単 ��� 45，810円

票 数

単勝票数 計 271191 的中 � 21472（5番人気）
複勝票数 計 290357 的中 � 27880（5番人気）� 44228（2番人気）� 29789（4番人気）
枠連票数 計 117012 的中 （3－4） 15881（1番人気）
馬連票数 計 360379 的中 �� 9619（10番人気）
馬単票数 計 217475 的中 �� 2414（20番人気）
ワイド票数 計 274501 的中 �� 9019（7番人気）�� 5267（13番人気）�� 9720（5番人気）
3連複票数 計 479060 的中 ��� 4890（24番人気）
3連単票数 計 653428 的中 ��� 1034（132番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．5―11．8―11．7―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―35．0―46．8―58．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アスターペガサス �
�
父 Giant’s Causeway �

�
母父 Trippi 初出走

2016．2．26生 牡2栗 母 R Heat Lightning 母母 Yellow Heat 1戦1勝 賞金 7，000，000円

17042 6月24日 晴 良 （30函館1）第4日 第6競走 ��2，000�サラブレッド系3歳
発走12時35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

610 アスタービーナス 牝3鹿 54 藤岡 佑介加藤 久枝氏 松元 茂樹 新ひだか タイヘイ牧場 412＋ 82：00．6 1．7�
46 オテンバキッズ 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 千歳 社台ファーム 440－ 2 〃 クビ 20．5�
47 インペリオーソ 牝3青鹿 54

52 △菊沢 一樹吉岡 泰治氏 松山 将樹 新ひだか 松本牧場 B452－ 62：00．81� 147．5�
814 プリヒストリー 牡3黒鹿56 北村 友一ゴドルフィン 藤原 英昭 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 42：00．9� 5．1�
23 ウインスラーヴァ 牡3鹿 56 黛 弘人�ウイン 上原 博之 新冠 中本牧場 464± 02：01．21� 14．9	
58 ペイシャゲイン 牝3黒鹿54 蛯名 正義北所 直人氏 松永 康利 新ひだか 友田牧場 478－ 6 〃 クビ 31．4

22 メイショウゴウリキ 牡3黒鹿56 古川 吉洋松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 472－ 42：01．51� 23．2�
713 コスモグラトナス 牡3青 56 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 新冠 ビッグレッドファーム 462＋ 22：01．71� 38．1
35 メイショウサンアイ 牝3鹿 54 四位 洋文松本 好雄氏 松永 昌博 浦河 三嶋牧場 482－ 62：01．8クビ 16．8�
815 ウインタリエンテ 牝3芦 54 菱田 裕二�ウイン 吉田 直弘 新冠 コスモヴューファーム 422＋ 4 〃 クビ 43．1�
11 バトルガニアン 牡3栗 56

55 ☆木幡 巧也宮川 秋信氏 牧 光二 千歳 社台ファーム B444＋ 62：01．9クビ 42．6�
59 コロンバスデイ 牝3鹿 54 丸山 元気 �社台レースホース小笠 倫弘 千歳 社台ファーム 444－122：02．11� 7．5�
34 アランフェスリリー 牝3鹿 54 荻野 琢真大森 悌次氏 高橋 康之 浦河 �川 啓一 480－ 22：02．52� 212．3�
611 キサラギコマチ 牝3鹿 54 松岡 正海 �ビッグレッドファーム 中野 栄治 新ひだか 酒井 亨 458± 02：03．35 341．4�
712 センコウライメイ 牡3青 56 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 486＋ 82：03．51� 239．1�

（15頭）

売 得 金
単勝： 21，340，800円 複勝： 34，132，600円 枠連： 8，910，500円
馬連： 32，468，000円 馬単： 20，287，000円 ワイド： 26，027，300円
3連複： 45，126，100円 3連単： 68，256，900円 計： 256，549，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 400円 � 2，190円 枠 連（4－6） 1，380円

馬 連 �� 1，530円 馬 単 �� 1，990円

ワ イ ド �� 650円 �� 4，520円 �� 14，900円

3 連 複 ��� 43，440円 3 連 単 ��� 127，540円

票 数

単勝票数 計 213408 的中 � 99221（1番人気）
複勝票数 計 341326 的中 � 162243（1番人気）� 13382（7番人気）� 2068（12番人気）
枠連票数 計 89105 的中 （4－6） 4972（6番人気）
馬連票数 計 324680 的中 �� 16376（5番人気）
馬単票数 計 202870 的中 �� 7626（7番人気）
ワイド票数 計 260273 的中 �� 11029（6番人気）�� 1438（39番人気）�� 431（66番人気）
3連複票数 計 451261 的中 ��� 779（91番人気）
3連単票数 計 682569 的中 ��� 388（302番人気）

ハロンタイム 12．5―10．9―12．0―12．7―12．8―12．3―12．1―11．6―11．5―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―23．4―35．4―48．1―1：00．9―1：13．2―1：25．3―1：36．9―1：48．4

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

アスタービーナス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Footstepsinthesand デビュー 2017．12．3 中京3着

2015．2．16生 牝3鹿 母 ベアフットレディ 母母 Lady Angharad 9戦1勝 賞金 15，400，000円
〔発走状況〕 キサラギコマチ号は，枠入り不良。
※キサラギコマチ号・メイショウサンアイ号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



17043 6月24日 晴 良 （30函館1）第4日 第7競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走13時05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
1：40．9

不良
重

66 フリーフリッカー 牡4鹿 57 北村 友一�ノースヒルズ 安田 隆行 新冠 株式会社
ノースヒルズ 472＋ 21：46．7 2．2�

11 ユノディエール 牡4鹿 57 古川 吉洋�KTレーシング 岡田 稲男 安平 ノーザンファーム 440－101：47．33� 14．5�
44 ヴィーナスフローラ 牝4栗 55 吉田 隼人大塚 亮一氏 須貝 尚介 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 482± 01：47．4� 8．5�
811 ドゥラリュール �5栗 57 四位 洋文平井 裕氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 470＋ 21：47．5� 4．0�
55 コスモカンナム 牡4鹿 57 丹内 祐次岡田 繁幸氏 高橋 文雅 新ひだか 木村 秀則 B458＋ 2 〃 クビ 20．3�
810 デ イ ズ 牡4黒鹿57 国分 恭介池袋レーシング 高橋 亮 安平 ノーザンファーム 532－ 21：48．24 17．4	
79 スマートヴォルフ 牡3鹿 54

53 ☆小崎 綾也大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 468± 0 〃 アタマ 4．4

67 メイショウアケボノ 牝5鹿 55 城戸 義政松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 太陽牧場 518± 01：48．73 83．1�
78 スズカミラージュ 牡5鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 新ひだか 武 牧場 480＋ 21：48．8� 58．5
22 ワイルドグラス 牡4鹿 57 勝浦 正樹長谷川守正氏 的場 均 浦河 宮内牧場 446－ 21：50．5大差 149．0�
33 フリックフラック 牝3鹿 52

51 ☆木幡 初也�ラ・メール 田村 康仁 日高 浜本牧場 490＋ 21：53．0大差 119．4�
（11頭）

売 得 金
単勝： 20，552，700円 複勝： 26，759，900円 枠連： 9，145，800円
馬連： 31，177，300円 馬単： 20，271，000円 ワイド： 23，073，600円
3連複： 39，472，600円 3連単： 75，556，500円 計： 246，009，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 260円 � 190円 枠 連（1－6） 1，890円

馬 連 �� 1，110円 馬 単 �� 1，600円

ワ イ ド �� 410円 �� 360円 �� 1，100円

3 連 複 ��� 2，070円 3 連 単 ��� 7，410円

票 数

単勝票数 計 205527 的中 � 72736（1番人気）
複勝票数 計 267599 的中 � 102820（1番人気）� 17145（5番人気）� 28638（4番人気）
枠連票数 計 91458 的中 （1－6） 3744（6番人気）
馬連票数 計 311773 的中 �� 21743（5番人気）
馬単票数 計 202710 的中 �� 9444（6番人気）
ワイド票数 計 230736 的中 �� 14612（5番人気）�� 17676（3番人気）�� 4880（15番人気）
3連複票数 計 394726 的中 ��� 14255（8番人気）
3連単票数 計 755565 的中 ��� 7383（23番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．4―30．7―43．5―56．5―1：09．1―1：21．7―1：34．2

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

フリーフリッカー �
�
父 トランセンド �

�
母父 カリズマティック デビュー 2016．8．14 新潟10着

2014．4．1生 牡4鹿 母 イコールパートナー 母母 グレートキャティ 14戦3勝 賞金 25，850，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フリックフラック号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年7月24日まで平地競

走に出走できない。
※ヴィーナスフローラ号・フリックフラック号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。

17044 6月24日 晴 良 （30函館1）第4日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時35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
1：06．8
1：06．5

良
良

713� アポロリュウセイ 牡5栗 57
56 ☆木幡 巧也アポロサラブレッドクラブ 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田牧場 504－ 21：08．8 5．0�

35 ブレッシングテレサ 牝5青鹿55 藤岡 佑介 �シルクレーシング 奥村 豊 安平 ノーザンファーム 484－ 41：08．9� 14．6�
46 メイショウハバネラ 牝4栗 55

52 ▲横山 武史松本 好雄氏 南井 克巳 浦河 まるとみ冨岡牧場 456＋ 41：09．32� 6．7�
58 � サンドスピーダー 牡3鹿 54 蛯名 正義�辻牧場 和田 勇介 浦河 辻 牧場 454－ 6 〃 クビ 11．0�
11 プレシャスロード 	6青鹿57 中井 裕二山本三津子氏 佐々木晶三 えりも エクセルマネジメント 468＋10 〃 ハナ 10．8�
23 デルマオフクロサン 牝4黒鹿 55

52 ▲西村 淳也浅沼 廣幸氏 蛯名 利弘 千歳 社台ファーム 442－ 21：09．4� 16．4	
34 � プ ン メ リ ン 牝4鹿 55

52 ▲三津谷隼人 
サラブレッドクラブ
・ラフィアン 佐藤 吉勝 洞
湖 レイクヴィラファーム 466± 01：09．5クビ 44．3�

610 カワキタロマン 牡3黒鹿54 菅原 隆一川島 吉男氏 武市 康男 浦河 大道牧場 468＋101：09．6� 53．6�
22 � スズカブレーン 牡6鹿 57 長岡 禎仁永井 啓弍氏 柄崎 孝 平取 稲原牧場 474± 01：09．7� 182．3
814 クリノロマン 牝3芦 52

51 ☆木幡 初也栗本 博晴氏 天間 昭一 浦河 宮内牧場 458＋ 21：09．8� 158．0�
611 サンドベージュ 牝4栗 55 黛 弘人 
ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 和田 雄二 浦河 ヒダカフアーム 462－ 2 〃 クビ 253．3�
47 ユアスイスイ 牝4栗 55 北村 友一ユアストーリー 安田 隆行 安平 ノーザンファーム 488＋ 41：10．11� 2．0�
712 ウインペイザージュ 牝4鹿 55 丹内 祐次
ウイン 中村 均 新冠 コスモヴューファーム 454＋ 81：10．63 141．8�
815 ニシノアスカ 牝3青鹿 52

50 △菊沢 一樹西山 茂行氏 高木 登 新冠 村上 欽哉 402－ 41：10．91� 64．0�
59 リルティングインク 牝5黒鹿55 柴山 雄一 
ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 清水 英克 新ひだか 岡田スタツド 452＋ 41：11．11� 41．6�
（15頭）

売 得 金
単勝： 27，871，000円 複勝： 31，369，200円 枠連： 11，611，900円
馬連： 41，574，900円 馬単： 21，814，000円 ワイド： 30，939，900円
3連複： 58，739，600円 3連単： 84，127，900円 計： 308，048，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 170円 � 300円 � 210円 枠 連（3－7） 2，660円

馬 連 �� 3，680円 馬 単 �� 5，990円

ワ イ ド �� 1，150円 �� 650円 �� 1，220円

3 連 複 ��� 7，480円 3 連 単 ��� 41，120円

票 数

単勝票数 計 278710 的中 � 44148（2番人気）
複勝票数 計 313692 的中 � 57633（2番人気）� 23320（6番人気）� 37489（3番人気）
枠連票数 計 116119 的中 （3－7） 3382（9番人気）
馬連票数 計 415749 的中 �� 8752（12番人気）
馬単票数 計 218140 的中 �� 2728（20番人気）
ワイド票数 計 309399 的中 �� 6770（12番人気）�� 12627（6番人気）�� 6377（13番人気）
3連複票数 計 587396 的中 ��� 5886（25番人気）
3連単票数 計 841279 的中 ��� 1483（123番人気）

ハロンタイム 11．9―10．6―11．3―11．3―11．4―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．5―33．8―45．1―56．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�アポロリュウセイ �
�
父 ジャイアントレッカー �

�
母父 タイキシャトル

2013．3．22生 牡5栗 母 ゼリービーン 母母 ジュエルヒル 24戦2勝 賞金 31，009，000円
初出走 JRA

※出走取消馬 ペプチドプラム号（疾病〔右前肢跛行〕のため）
※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 ウインヒストリオン号・ユトリチャン号



17045 6月24日 晴 良 （30函館1）第4日 第9競走 ��
��1，700�サラブレッド系3歳以上

発走14時05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
1：40．9

不良
重

11 リアンヴェリテ 牡4鹿 57
56 ☆加藤 祥太加藤 誠氏 中竹 和也 新冠 株式会社

ノースヒルズ 486＋141：44．9 25．2�
77 � アポロリベリオン 牡5鹿 57 勝浦 正樹アポロサラブレッドクラブ 栗田 徹 米 Rabbah Blood-

stock LLC 488－ 61：47．2大差 37．0�
33 � フォルツァエフ 牡3鹿 54

51 ▲横山 武史大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Jim R. Wells
& Janie Wells 476＋ 41：47．3クビ 12．4�

66 ライジングドラゴン 牡3芦 54
53 ☆小崎 綾也鈴木 義孝氏 吉田 直弘 新冠 芳住 鉄兵 444－ 21：47．61	 8．5�

22 � タ ピ ゾ ー 牡4芦 57 松岡 正海大塚 亮一氏 友道 康夫 米 Mike G.
Rutherford 490－ 41：48．13 1．6�

55 フライングゲット 牡4黒鹿 57
56 ☆木幡 巧也千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 448－ 21：48．42 32．9�

44 アオテンジョウ 牡4栗 57 古川 吉洋北所 直人氏 沖 芳夫 登別 ユートピア牧場 498＋ 21：48．61
 88．9	
89 ミレフォリウム 牝3鹿 52 丸山 元気 
サンデーレーシング 中舘 英二 安平 ノーザンファーム 484＋ 61：49．13 6．9�
88 ディライトラッシュ 牡4鹿 57

55 △菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 堀井 雅広 浦河 小倉牧場 B496＋ 41：49．2� 5．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 27，405，400円 複勝： 63，805，600円 枠連： 11，117，600円
馬連： 38，683，200円 馬単： 28，529，800円 ワイド： 24，830，600円
3連複： 50，871，900円 3連単： 116，451，400円 計： 361，695，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，520円 複 勝 � 1，220円 � 1，390円 � 630円 枠 連（1－7） 27，430円

馬 連 �� 19，720円 馬 単 �� 42，370円

ワ イ ド �� 4，640円 �� 2，240円 �� 2，610円

3 連 複 ��� 43，550円 3 連 単 ��� 360，800円

票 数

単勝票数 計 274054 的中 � 8692（6番人気）
複勝票数 計 638056 的中 � 13623（6番人気）� 11855（7番人気）� 28196（5番人気）
枠連票数 計 111176 的中 （1－7） 314（26番人気）
馬連票数 計 386832 的中 �� 1520（28番人気）
馬単票数 計 285298 的中 �� 505（56番人気）
ワイド票数 計 248306 的中 �� 1365（28番人気）�� 2885（21番人気）�� 2458（23番人気）
3連複票数 計 508719 的中 ��� 876（62番人気）
3連単票数 計1164514 的中 ��� 234（382番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．0―29．8―42．3―54．9―1：07．2―1：19．7―1：32．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．0―3F37．7
1
3
・（1，6）－（3，7）5，8，9－2，4・（1，6）7（3，5，2）－4，9＝8

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

勝馬の
紹 介

リアンヴェリテ �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Cozzene デビュー 2016．11．26 東京3着

2014．5．22生 牡4鹿 母 ルミエールヴェリテ 母母 Play School 11戦2勝 賞金 17，600，000円
［他本会外：1戦1勝］

17046 6月24日 晴 良 （30函館1）第4日 第10競走 ��1，800�
お く し り

奥 尻 特 別
発走14時40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 315，000円 90，000円 45，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

811 プレイヤーサムソン 牡5鹿 57 蛯名 正義嶋田 賢氏 大和田 成 新ひだか 岡田牧場 468－ 41：48．5 2．5�
79 � トーセンスーリヤ 牡3栗 54 中井 裕二島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 466－ 41：48．81� 7．8�
56 ステイキングダム 牡5鹿 57 藤岡 佑介 �社台レースホース吉村 圭司 千歳 社台ファーム 426－ 41：48．9� 5．7�
11 コスモスピード 牡4鹿 57 丹内 祐次 �ビッグレッドファーム 高橋 祥泰 登別 青藍牧場 448－ 61：49．0クビ 11．1�
67 スワーヴノートン 牡4鹿 57 北村 友一	NICKS 田中 博康 日高 下河辺牧場 470± 0 〃 クビ 8．7

68 トーアライジン 牡5芦 57 川須 栄彦高山ランド	 村山 明 豊浦トーア牧場 498＋ 21：49．1� 13．1�
710 ス テ フ ィ ン 牡4鹿 57 丸山 元気手塚 清隆氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 466＋ 21：49．31� 10．9�
812 ラ レ ゾ ン 牝4黒鹿55 小崎 綾也 �社台レースホース高木 登 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 440＋ 41：49．4クビ 52．0
33 シャイニードライヴ 	4鹿 57 木幡 巧也小林 昌志氏 佐藤 吉勝 平取 雅 牧場 B446＋ 41：49．61� 155．0�
44 ミッキーディナシー 牝5黒鹿55 加藤 祥太野田みづき氏 高柳 大輔 安平 ノーザンファーム 444＋201：49．81 61．4�
22 ジーナスイート 牝3芦 52 松岡 正海 �シルクレーシング 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 402－101：49．9� 7．6�
55 アメノムラクモ 牡3鹿 54 吉田 隼人高橋 文男氏 尾形 和幸 平取 北島牧場 506－121：50．0� 48．4�

（12頭）

売 得 金
単勝： 28，201，800円 複勝： 35，959，800円 枠連： 14，169，800円
馬連： 59，115，500円 馬単： 30，214，500円 ワイド： 37，925，100円
3連複： 74，415，400円 3連単： 114，156，800円 計： 394，158，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 120円 � 170円 � 160円 枠 連（7－8） 450円

馬 連 �� 860円 馬 単 �� 1，300円

ワ イ ド �� 320円 �� 270円 �� 680円

3 連 複 ��� 1，490円 3 連 単 ��� 5，100円

票 数

単勝票数 計 282018 的中 � 86778（1番人気）
複勝票数 計 359598 的中 � 102634（1番人気）� 43660（3番人気）� 52335（2番人気）
枠連票数 計 141698 的中 （7－8） 23892（1番人気）
馬連票数 計 591155 的中 �� 52703（2番人気）
馬単票数 計 302145 的中 �� 17320（2番人気）
ワイド票数 計 379251 的中 �� 31013（2番人気）�� 38910（1番人気）�� 12555（8番人気）
3連複票数 計 744154 的中 ��� 37261（1番人気）
3連単票数 計1141568 的中 ��� 16198（2番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―24．3―36．9―49．8―1：01．9―1：14．0―1：25．8―1：37．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F46．6―3F34．5
1
3
・（2，3）（1，7，9）10（4，8）11（5，12）6
11（2，3，9）1（7，10，8）4（6，12）5

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

勝馬の
紹 介

プレイヤーサムソン �
�
父 メイショウサムソン �

�
母父 トウカイテイオー デビュー 2015．7．12 函館2着

2013．2．7生 牡5鹿 母 クインズプレイヤー 母母 フレイバーギフト 23戦2勝 賞金 39，115，000円



17047 6月24日 晴 良 （30函館1）第4日 第11競走 ��
��1，200�U H B 杯

発走15時20分 （芝・右）
3歳以上，1，000万円以下，29．6．24以降30．6．17まで1回以上出走馬；負担重量は，
ハンデキャップ

北海道文化放送賞（1着）
賞 品

本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 350，000円 100，000円 50，000円 � コースレコード

中央レコード
1：06．8
1：06．5

良
良

11 クリーンファンキー 牝5栗 53 藤岡 佑介石橋 和夫氏 鈴木 伸尋 日高 下河辺牧場 494－ 41：08．1 5．0�
611 クリノスイートピー 牝6黒鹿50 川島 信二栗本 守氏 星野 忍 新冠 中地 義次 446＋ 41：08．41� 24．1�
47 ロイヤルメジャー 牝4鹿 55 柴山 雄一本間 茂氏 山内 研二 むかわ 上水牧場 468－ 2 〃 クビ 3．0�
12 ウインハートビート 牡5栗 53 丹内 祐次�ウイン 宮本 博 新冠 コスモヴューファーム 492－ 2 〃 クビ 10．7�
59 キングキングキング 牡3黒鹿53 蛯名 正義嶋田 賢氏 国枝 栄 浦河 辻 牧場 480－ 21：08．5クビ 6．8�
714 プッシュアゲン 牡5栗 53 勝浦 正樹浅川 皓司氏 中野 栄治 浦河 笠松牧場 512＋ 61：08．6� 40．2	
612 イ ア ペ ト ス 牡6鹿 52 長岡 禎仁
ミルファーム 武市 康男 浦河 ミルファーム 488－ 81：08．7クビ 173．1�
713 クードラパン 牝5黒鹿54 吉田 隼人 
シルクレーシング 久保田貴士 安平 ノーザンファーム 506＋ 6 〃 クビ 14．0�
35 シルヴァーコード 牝6芦 51 木幡 初也田上 雅春氏 粕谷 昌央 新ひだか 岡田スタツド 484＋ 41：08．8クビ 34．4
510 アイアンクロー 牡3栗 53 藤懸 貴志藤井聡一郎氏 斉藤 崇史 日高 チャンピオン

ズファーム 430－ 4 〃 クビ 30．6�
24 ウィズアットレース 牝6黒鹿50 木幡 巧也岡田 牧雄氏 中野 栄治 新冠 ラツキー牧場 428＋ 61：08．9� 117．9�
36 ヴァッフシュテルケ 牡7青鹿53 菱田 裕二
宮内牧場 寺島 良 浦河 宮内牧場 462－161：09．0クビ 41．2�
23 キッズライトオン 牡6栗 54 四位 洋文瀬谷 �雄氏 田所 秀孝 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 422－141：09．21� 39．6�
815 ラッシュアウト 	4黒鹿57 黛 弘人岡田 牧雄氏 栗田 徹 新冠 ラツキー牧場 440＋ 21：09．3
 7．3�
816 レヴァンタール 	9鹿 50 西村 淳也岡田 牧雄氏 蛯名 利弘 新冠 土井牧場 458＋ 81：09．51
 254．4�
48 ア リ ン ナ 牝4鹿 55 小崎 綾也 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 松元 茂樹 新ひだか 岡田スタツド B430＋ 41：10．35 11．7�
（16頭）

売 得 金
単勝： 50，166，800円 複勝： 61，819，200円 枠連： 43，157，500円
馬連： 177，053，100円 馬単： 75，229，100円 ワイド： 88，720，200円
3連複： 267，955，600円 3連単： 355，667，500円 計： 1，119，769，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 500円 複 勝 � 200円 � 530円 � 140円 枠 連（1－6） 4，030円

馬 連 �� 5，930円 馬 単 �� 9，340円

ワ イ ド �� 1，550円 �� 450円 �� 1，480円

3 連 複 ��� 6，630円 3 連 単 ��� 47，000円

票 数

単勝票数 計 501668 的中 � 79291（2番人気）
複勝票数 計 618192 的中 � 79507（2番人気）� 21716（9番人気）� 145445（1番人気）
枠連票数 計 431575 的中 （1－6） 8280（18番人気）
馬連票数 計1770531 的中 �� 23117（23番人気）
馬単票数 計 752291 的中 �� 6035（36番人気）
ワイド票数 計 887202 的中 �� 14062（17番人気）�� 54670（1番人気）�� 14748（15番人気）
3連複票数 計2679556 的中 ��� 30271（15番人気）
3連単票数 計3556675 的中 ��� 5486（134番人気）

ハロンタイム 11．8―10．3―11．0―11．4―11．7―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．8―22．1―33．1―44．5―56．2

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

クリーンファンキー �
�
父 タイキシャトル �

�
母父 フレンチデピュティ デビュー 2015．11．1 東京4着

2013．4．9生 牝5栗 母 マヤノメメント 母母 ネ ガ ノ 18戦4勝 賞金 55，399，000円
※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） 2頭 ウインジェルベーラ号・レッドカーペット号
（非抽選馬） 4頭 イキオイ号・キャンディバローズ号・グランドポピー号・ワンダフルラッシュ号

17048 6月24日 晴 良 （30函館1）第4日 第12競走 ��
��1，700�

つ が る か い き ょ う

津 軽 海 峡 特 別
発走16時05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 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：41．7
1：40．9

不良
重

814 ウェスタールンド �6栗 57 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 佐々木晶三 安平 ノーザンファーム 488＋ 61：45．0 24．7�
46 サトノプライム 牡4鹿 57 古川 吉洋 �サトミホースカンパニー 南井 克巳 新ひだか フジワラフアーム 498＋ 21：45．31	 3．0�
45 エンクエントロス 牡6鹿 57 木幡 初也山口 裕介氏 黒岩 陽一 新冠 対馬 正 B504＋141：45．72
 93．0�
33 パレスハングリー 牝4黒鹿55 吉田 隼人西村 豊氏 大江原 哲 新ひだか カタオカフアーム 470－ 61：46．23 5．0�
813� デ ブ リ ン 牡6栗 57 木幡 巧也一村 哲也氏 森 秀行 米 T/C Sta-

ble, LLC 538－ 61：46．41� 160．2	
712 サウスザスナイパー 牡4黒鹿57 菊沢 一樹南波 壽氏 加用 正 日高 木村牧場 532－ 21：46．71	 2．9

57  サハラファイター 牡5鹿 57 川島 信二本間 茂氏 山内 研二 新ひだか へいはた牧場 524＋101：46．91� 23．7�
34  タガノジーニアス 牡5鹿 57 藤懸 貴志八木 秀之氏 斉藤 崇史 新冠 有限会社新冠

タガノファーム B502－ 6 〃 クビ 6．2�
11 エイシンミノアカ 牝5黒鹿55 柴山 雄一�栄進堂 坂口 正則 浦河 高野牧場 440－ 4 〃 アタマ 27．1
69 キングラディウス 牡5栗 57 丸山 元気菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 新冠橋本牧場 B466－101：47．0クビ 106．6�
711 ウォーターバオバブ 牡5栗 57 国分 恭介山岡 良一氏 岡田 稲男 浦河 伏木田牧場 498＋ 8 〃 クビ 138．8�
22 トリプライト 牝5鹿 55 北村 友一 �サンデーレーシング 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム B468＋101：47．21� 27．8�
610 ノースランドボーイ �6青 57 勝浦 正樹河村 祥史氏 萱野 浩二 浦河 冨岡 博一 B490－141：47．52 61．4�
58 カレンマタドール �7鹿 57 蛯名 正義鈴木 隆司氏 安田 翔伍 安平 ノーザンファーム B488－121：49．110 37．5�

（14頭）

売 得 金
単勝： 49，841，300円 複勝： 59，446，600円 枠連： 27，181，700円
馬連： 104，431，500円 馬単： 49，005，400円 ワイド： 70，214，900円
3連複： 139，088，800円 3連単： 208，597，200円 計： 707，807，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 2，470円 複 勝 � 620円 � 160円 � 1，840円 枠 連（4－8） 4，420円

馬 連 �� 6，890円 馬 単 �� 16，220円

ワ イ ド �� 1，950円 �� 24，610円 �� 2，900円

3 連 複 ��� 89，540円 3 連 単 ��� 681，220円

票 数

単勝票数 計 498413 的中 � 16103（6番人気）
複勝票数 計 594466 的中 � 21133（7番人気）� 136427（1番人気）� 6520（12番人気）
枠連票数 計 271817 的中 （4－8） 4766（17番人気）
馬連票数 計1044315 的中 �� 11746（22番人気）
馬単票数 計 490054 的中 �� 2265（46番人気）
ワイド票数 計 702149 的中 �� 9443（18番人気）�� 722（78番人気）�� 6265（28番人気）
3連複票数 計1390888 的中 ��� 1165（147番人気）
3連単票数 計2085972 的中 ��� 222（866番人気）

ハロンタイム 7．0―11．1―12．4―12．5―13．0―12．3―12．4―12．1―12．2

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．1―30．5―43．0―56．0―1：08．3―1：20．7―1：32．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F49．0―3F36．7
1
3
12，13，2，11，3，9，4（5，6）－7－14（1，8）10
6（12，13，5）11，9（2，3，7）（4，14）10－1，8

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

勝馬の
紹 介

ウェスタールンド �
�
父 ネオユニヴァース �

�
母父 Marquetry デビュー 2014．8．24 札幌5着

2012．2．11生 �6栗 母 ユーアンミー 母母 Archimillionnaire 21戦4勝 賞金 61，119，000円
※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 エリモグレイス号
（非抽選馬） 2頭 エヴォリューション号・コスモバーダン号

３レース目



（30函館1）第4日 6月24日（日曜日） 曇後晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 165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

181，050，000円
1，300，000円
11，840，000円
1，380，000円
19，970，000円
68，125，000円
4，290，000円
1，584，000円

勝馬投票券売得金
331，290，500円
477，140，300円
181，688，500円
656，471，200円
343，341，300円
431，788，400円
920，143，900円
1，348，732，800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 4，690，596，900円

総入場人員 8，396名 （有料入場人員 7，354名）
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