
20001 7月7日 小雨 稍重 （30函館2）第1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

55 � ショウナンアリアナ 牝2鹿 54 池添 謙一国本 哲秀氏 高野 友和 英 Guy Pari-
ente Holding 412－ 21：11．2 5．8�

33 ペプチドルーカス 牡2鹿 54 四位 洋文沼川 一彦氏 木原 一良 様似 猿倉牧場 430－ 4 〃 ハナ 21．6�
44 � マ ノ ラ ム 牝2黒鹿 54

52 △横山 武史岡田 牧雄氏 池上 昌和 米
Tooth and Kent, Inc,
Elise Handler & Mat-
thew Schering

396± 01：11．3� 3．1�
89 ファイアーボーラー 牡2黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 武 幸四郎 日高 浜本 幸雄 440＋ 41：11．4クビ 3．5�
810 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 470－ 6 〃 クビ 4．2�
66 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 B466－ 21：11．5クビ 9．1	
22 ラインリンクス 牡2鹿 54 古川 吉洋大澤 繁昌氏 沖 芳夫 新ひだか 土田農場 490＋ 21：11．92	 134．5

77 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± 01：12．0	 55．3�
11 ウインベッスル 牡2鹿 54 黛 弘人�ウイン 松山 将樹 青森 久保フアーム 476＋ 21：12．53 94．7

（9頭）
78 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 ― （出走取消）

売 得 金
単勝： 20，547，900円 複勝： 28，662，300円 枠連： 6，387，100円
馬連： 31，138，000円 馬単： 19，577，100円 ワイド： 21，729，400円
3連複： 40，179，600円 3連単： 74，555，700円 計： 242，777，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 580円 複 勝 � 150円 � 400円 � 140円 枠 連（3－5） 5，420円

馬 連 �� 5，380円 馬 単 �� 7，990円

ワ イ ド �� 1，240円 �� 350円 �� 710円

3 連 複 ��� 2，980円 3 連 単 ��� 22，200円

票 数

単勝票数 計 205479 的中 � 29570（4番人気）
複勝票数 計 286623 的中 � 53253（4番人気）� 13023（6番人気）� 61688（1番人気）
枠連票数 計 63871 的中 （3－5） 913（11番人気）
馬連票数 計 311380 的中 �� 4480（15番人気）
馬単票数 計 195771 的中 �� 1836（25番人気）
ワイド票数 計 217294 的中 �� 4166（15番人気）�� 17334（5番人気）�� 7628（11番人気）
3連複票数 計 401796 的中 ��� 10097（12番人気）
3連単票数 計 745557 的中 ��� 2434（81番人気）

ハロンタイム 12．3―11．0―11．4―12．3―11．8―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．3―23．3―34．7―47．0―58．8

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

�ショウナンアリアナ �
�
父 Frankel �

�
母父 Kendargent デビュー 2018．6．24 函館4着

2016．2．26生 牝2鹿 母 Restiadargent 母母 Restia 2戦1勝 賞金 6，100，000円
〔出走取消〕 モノディアロゴス号は，疾病〔蕁麻疹〕のため出走取消。

20002 7月7日 曇 稍重 （30函館2）第1日 第2競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走10時25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
1：40．9

不良
重

813 キクノロージズ 牝3芦 54 C．ルメール 菊池 五郎氏 吉田 直弘 日高 ノースガーデン 474＋ 51：49．2 4．8�
11 アスールダリア 牝3栗 54 国分 恭介安原 浩司氏 西村 真幸 日高 幾千世牧場 428＋ 81：49．3� 2．8�
34 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± 01：49．72� 38．5�
22 メイショウタンゴ 牝3黒鹿54 岩田 康誠松本 好雄氏 石橋 守 浦河 山田 昇史 466＋ 41：49．8� 2．5�
814 フ ル ネ ス 牝3鹿 54 柴山 雄一西村 專次氏 田島 俊明 平取 二風谷ファーム 460＋ 21：49．9� 10．6�
45 ナガラリバー 牝3栗 54

52 △横山 武史長良レーシングクラブ 大根田裕之 浦河 グラストレーニ
ングセンター 428－ 21：50．11 27．1�

33 クリノペーテルス 牝3鹿 54 北村 友一栗本 博晴氏 高橋 康之 日高 春木 昭雄 472－ 71：51．9大差 106．0	
711 アリエッティ 牝3芦 54

52 △菊沢 一樹松本 俊廣氏 北出 成人 日高 天羽 禮治 406＋ 61：52．75 95．6

46 ディアアルム 牝3青鹿 54

53 ☆加藤 祥太ディアレストクラブ� 沖 芳夫 浦河 ディアレスト
クラブ 456＋ 61：53．55 45．8�

610 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 446＋ 21：54．24 136．8
57 デルマベリーニ 牝3青鹿54 横山 和生浅沼 廣幸氏 勢司 和浩 日高 ファニーヒルファーム 444＋ 6 〃 ハナ 42．8�
712 ミステールヴェール 牝3鹿 54

51 ▲西村 淳也 �シルクレーシング 池添 学 安平 ノーザンファーム 494 ― 〃 クビ 15．3�
69 ペイシャプレゼント 牝3黒鹿 54

53 ☆木幡 初也北所 直人氏 高市 圭二 新ひだか 友田牧場 422－ 21：55．810 183．3�
58 ラベルベート 牝3栗 54 藤岡 康太栗山 良子氏 �島 一歩 日高 新井 昭二 488＋ 61：59．1大差 147．1�

（14頭）

売 得 金
単勝： 18，748，500円 複勝： 28，600，800円 枠連： 8，688，000円
馬連： 32，423，400円 馬単： 18，116，000円 ワイド： 25，976，700円
3連複： 47，816，800円 3連単： 67，847，000円 計： 248，217，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 480円 複 勝 � 190円 � 150円 � 680円 枠 連（1－8） 540円

馬 連 �� 800円 馬 単 �� 1，660円

ワ イ ド �� 360円 �� 2，380円 �� 1，370円

3 連 複 ��� 8，160円 3 連 単 ��� 28，730円

票 数

単勝票数 計 187485 的中 � 30908（3番人気）
複勝票数 計 286008 的中 � 40997（3番人気）� 64355（2番人気）� 7585（8番人気）
枠連票数 計 86880 的中 （1－8） 12295（3番人気）
馬連票数 計 324234 的中 �� 31199（3番人気）
馬単票数 計 181160 的中 �� 8146（6番人気）
ワイド票数 計 259767 的中 �� 21128（3番人気）�� 2586（20番人気）�� 4591（13番人気）
3連複票数 計 478168 的中 ��� 4392（22番人気）
3連単票数 計 678470 的中 ��� 1712（81番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．4―43．0―56．0―1：08．6―1：22．1―1：35．5

コーナー
通過順位

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

キクノロージズ �
�
父 ローズキングダム �

�
母父 メジロマックイーン デビュー 2018．2．24 小倉3着

2015．4．3生 牝3芦 母 スタイルオブメロン 母母 ホウヨウエバート 4戦1勝 賞金 8，300，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔その他〕 ラベルベート号は，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〕 ペイシャプレゼント号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月7日まで平地

競走に出走できない。
〔鼻出血による出走制限〕 ラベルベート号は，「鼻出血による出走制限」のため，平成30年8月7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1頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 1頭 クオーレカルド号

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１日



20003 7月7日 曇 稍重 （30函館2）第1日 第3競走 ��1，200�サラブレッド系3歳
発走10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
1：06．8
1：06．5

良
良

24 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 430＋ 81：10．2 2．2�
35 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 B508＋10 〃 クビ 75．7�
612 ホウオウサンドラ 牝3栗 54 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 日高 森永牧場 458－ 61：10．51� 51．6�
48 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 436＋ 4 〃 ハナ 7．2�
714 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 454－ 21：10．6� 29．3�
816 モルドワイン 牝3鹿 54

53 ☆小崎 綾也�G1レーシング 牧浦 充徳 千歳 社台ファーム B452± 0 〃 クビ 12．9	
510 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 430＋ 4 〃 ハナ 6．0�
611 ワンダースイルーロ 牡3黒鹿56 国分 恭介山本 能成氏 森田 直行 新ひだか フクダファーム 504＋ 2 〃 アタマ 14．0�
23 ヒロノエイタツ 牡3鹿 56 古川 吉洋サンエイ開発� 北出 成人 浦河 川越ファーム 470－ 61：10．81� 8．8
713 サンビクトリア 牝3黒鹿54 丸山 元気 �加藤ステーブル 根本 康広 浦河 高岸 順一 460－ 2 〃 ハナ 18．1�
59 レディライク 牝3鹿 54

53 ☆井上 敏樹 
荻伏服部牧場 蛯名 利弘 浦河 荻伏服部牧場 420＋ 61：10．9� 74．0�
12 ノーブルウラノス 牝3栗 54 勝浦 正樹吉木 伸彦氏 水野 貴広 新冠 パカパカ

ファーム 470± 01：11．1� 20．7�
815 ミ ス ベ ル 牝3鹿 54 黛 弘人小林 博雄氏 伊藤 正徳 新ひだか 三石川上牧場 412＋12 〃 アタマ 281．8�
11 ラプトレックス �3栗 56 川島 信二 
キャロットファーム 宮本 博 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 472± 01：11．41� 26．8�
47 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± 01：11．93 156．1�
36 フジノビューティ 牝3黒鹿54 横山 和生田畑 富子氏 南田美知雄 新ひだか 和田牧場 460－ 41：12．11� 261．8�

（16頭）

売 得 金
単勝： 22，551，200円 複勝： 30，572，100円 枠連： 9，062，600円
馬連： 35，114，400円 馬単： 18，202，100円 ワイド： 29，584，900円
3連複： 50，899，900円 3連単： 61，922，900円 計： 257，910，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 140円 � 1，250円 � 1，200円 枠 連（2－3） 3，800円

馬 連 �� 5，550円 馬 単 �� 8，110円

ワ イ ド �� 2，100円 �� 1，570円 �� 21，070円

3 連 複 ��� 51，310円 3 連 単 ��� 187，050円

票 数

単勝票数 計 225512 的中 � 81358（1番人気）
複勝票数 計 305721 的中 � 91078（1番人気）� 4655（13番人気）� 4876（12番人気）
枠連票数 計 90626 的中 （2－3） 1847（13番人気）
馬連票数 計 351144 的中 �� 4897（17番人気）
馬単票数 計 182021 的中 �� 1683（26番人気）
ワイド票数 計 295849 的中 �� 3663（20番人気）�� 4940（16番人気）�� 353（86番人気）
3連複票数 計 508999 的中 ��� 744（131番人気）
3連単票数 計 619229 的中 ��� 240（504番人気）

ハロンタイム 12．0―10．8―11．2―12．0―11．9―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―22．8―34．0―46．0―57．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

リノワールド �
�
父 オルフェーヴル �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2018．1．7 中山4着

2015．3．21生 牝3栗 母 ハイタッチクイーン 母母 オペラレディ 6戦1勝 賞金 7，900，000円
〔発走状況〕 サンデンクレール号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔調教再審査〕 サンデンクレール号は，発走調教再審査。

20004 7月7日 曇 稍重 （30函館2）第1日 第4競走 ��1，700�サラブレッド系3歳
発走11時25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

710 リアルモンテ 牡3鹿 56 吉田 隼人伊藤 誠吉氏 中川 公成 日高 広中 稔 470± 01：47．8 5．3�
813 ゴ ウ ノ モ ノ 牡3青鹿56 横山 和生岡 浩二氏 的場 均 新ひだか 福岡 駿弥 466－ 61：48．65 144．4�
711 ネ ル 牡3黒鹿56 C．ルメールユアストーリー 安田 隆行 新冠 新冠橋本牧場 484－ 2 〃 アタマ 3．2�
68 ブロッコリー 牡3鹿 56 岩田 康誠嶋田 賢氏 牧田 和弥 新ひだか 岡田牧場 468－ 61：48．7クビ 26．6�
812 エ ナ グ リ ン 牡3栗 56 丸山 元気宮原 廣伸氏 伊藤 大士 千歳 社台ファーム 472＋ 21：48．8� 6．5�
45 メイショウアドリア 牡3鹿 56 池添 謙一松本 好雄氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 478－ 4 〃 アタマ 26．1�
11 ミッキードーヴィル 牡3黒鹿56 北村 友一野田みづき氏 音無 秀孝 安平 ノーザンファーム 460＋ 41：49．01� 4．5	
44 ファイトアローン 牡3栗 56 松岡 正海
前川企画 奥平 雅士 千歳 社台ファーム 532－101：49．1クビ 5．5�
22 キタノテイオウ 牡3黒鹿 56

55 ☆木幡 初也了德寺健二ホール
ディングス
 高木 登 新冠 長浜牧場 458－ 61：49．2� 74．2�

56 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 492＋ 21：49．3� 16．0

57 ディアフェルスパー �3鹿 56 勝浦 正樹ディアレストクラブ
 菊川 正達 浦河 ディアレスト
クラブ 456－ 61：49．83 183．6�

69 サンレイファミリー 牝3栗 54
51 ▲西村 淳也永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 408＋181：50．54 133．4�

33 ホウオウシックス 牡3栗 56 蛯名 正義小笹 芳央氏 尾形 和幸 新ひだか 岡田スタツド 448－ 61：52．2大差 40．7�
（13頭）

売 得 金
単勝： 23，924，300円 複勝： 33，661，900円 枠連： 9，659，800円
馬連： 38，454，900円 馬単： 18，641，400円 ワイド： 29，901，900円
3連複： 51，296，100円 3連単： 64，629，300円 計： 270，169，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 530円 複 勝 � 180円 � 2，530円 � 170円 枠 連（7－8） 660円

馬 連 �� 35，820円 馬 単 �� 73，970円

ワ イ ド �� 10，150円 �� 340円 �� 6，920円

3 連 複 ��� 28，580円 3 連 単 ��� 312，370円

票 数

単勝票数 計 239243 的中 � 35946（3番人気）
複勝票数 計 336619 的中 � 53927（2番人気）� 2377（11番人気）� 61755（1番人気）
枠連票数 計 96598 的中 （7－8） 11240（3番人気）
馬連票数 計 384549 的中 �� 832（46番人気）
馬単票数 計 186414 的中 �� 189（95番人気）
ワイド票数 計 299019 的中 �� 694（54番人気）�� 26520（1番人気）�� 1021（42番人気）
3連複票数 計 512961 的中 ��� 1346（73番人気）
3連単票数 計 646293 的中 ��� 150（592番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．3―30．2―42．6―55．7―1：08．5―1：21．2―1：34．3

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

リアルモンテ �
�
父 モンテロッソ �

�
母父 ジョリーズヘイロー デビュー 2017．11．5 東京3着

2015．4．18生 牡3鹿 母 スウィートダンス 母母 スウィートステップ 8戦1勝 賞金 10，600，000円



20005 7月7日 雨 稍重 （30函館2）第1日 第5競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走12時15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

11 スズカカナロア 牡2鹿 54 岩田 康誠永井 啓弍氏 橋田 満 安平 ノーザンファーム 456 ―1：11．1 3．2�
44 メジャーハリケーン 牡2青鹿54 池添 謙一林 正道氏 清水 久詞 新ひだか 服部 牧場 470 ―1：11．2� 1．9�
22 シ ョ ウ ブ 牡2鹿 54

52 △菊沢 一樹�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 472 ―1：11．51� 22．2�
66 スワローテイルジグ 牝2黒鹿54 荻野 琢真吉田 照哉氏 寺島 良 千歳 社台ファーム 450 ―1：12．35 25．9�
77 シェルメール 牝2黒鹿54 北村 友一 �キャロットファーム 渡辺 薫彦 安平 ノーザンファーム 416 ―1：12．4� 11．7	
33 フライトゥヘヴン 牝2栗 54 C．ルメール 大塚 亮一氏 新開 幸一 浦河 日の出牧場 404 ―1：12．72 5．7


（フライトトゥヘヴン）

55 ユウナブランシェ 牝2鹿 54 藤岡 佑介野田 善己氏 千田 輝彦 新冠 武田 修一 410 ―1：13．12� 43．1�
（7頭）

売 得 金
単勝： 28，888，800円 複勝： 24，735，100円 枠連： 発売なし
馬連： 26，639，500円 馬単： 20，647，400円 ワイド： 16，227，900円
3連複： 34，054，200円 3連単： 89，915，600円 計： 241，108，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 320円 複 勝 � 130円 � 110円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 230円 馬 単 �� 530円

ワ イ ド �� 140円 �� 530円 �� 420円

3 連 複 ��� 780円 3 連 単 ��� 3，000円

票 数

単勝票数 計 288888 的中 � 74053（2番人気）
複勝票数 計 247351 的中 � 60251（2番人気）� 105552（1番人気）
馬連票数 計 266395 的中 �� 89549（1番人気）
馬単票数 計 206474 的中 �� 28828（2番人気）
ワイド票数 計 162279 的中 �� 42981（1番人気）�� 5953（10番人気）�� 7928（5番人気）
3連複票数 計 340542 的中 ��� 32413（2番人気）
3連単票数 計 899156 的中 ��� 21661（11番人気）

ハロンタイム 12．0―11．4―11．9―12．0―11．8―12．0

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．0―23．4―35．3―47．3―59．1

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

スズカカナロア �

父 ロードカナロア �


母父 ハーツクライ 初出走

2016．3．10生 牡2鹿 母 エカルラート 母母 スカーレットローズ 1戦1勝 賞金 7，000，000円

20006 7月7日 雨 稍重 （30函館2）第1日 第6競走 ��1，000�サラブレッド系2歳
発走12時45分 （ダート・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
58．6
57．7

良
重

11 ヒ ス ト リ コ 牝2鹿 54
52 △横山 武史山口 敦広氏 土田 稔 新冠 山岡ファーム 426 ―1：00．5 3．0�

44 キモンボーイ 牡2鹿 54
51 ▲西村 淳也小林 祥晃氏 田所 秀孝 新ひだか へいはた牧場 488 ―1：01．13� 17．8�

33 テ ロ ワ ー ル 牝2鹿 54 C．ルメール 小林 由明氏 奥村 武 新ひだか 西村 和夫 484 ―1：01．95 2．2�
66 ドナアンブロージア 牝2栗 54 菱田 裕二小川眞査雄氏 武市 康男 新ひだか タツヤファーム 478 ―1：02．11� 15．3�
77 カガストロング 牡2栗 54 川島 信二香川 憲次氏 萱野 浩二 むかわ ヤマイチ牧場 464 ―1：02．63 42．1�
55 スマートサヴァラン 牡2鹿 54 横山 和生大川 徹氏 古賀 史生 新ひだか タツヤファーム 458 ―1：03．23� 3．8�
22 フレンドダイヤ 牝2鹿 54 黛 弘人横尾 晴人氏 南田美知雄 浦河 猿橋 義昭 402 ―1：06．5大差 45．9	

（7頭）

売 得 金
単勝： 22，538，400円 複勝： 13，487，200円 枠連： 発売なし
馬連： 21，930，300円 馬単： 16，655，200円 ワイド： 10，929，800円
3連複： 25，165，700円 3連単： 69，082，200円 計： 179，788，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 580円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 2，210円 馬 単 �� 3，210円

ワ イ ド �� 470円 �� 180円 �� 400円

3 連 複 ��� 990円 3 連 単 ��� 8，010円

票 数

単勝票数 計 225384 的中 � 61475（2番人気）
複勝票数 計 134872 的中 � 38926（2番人気）� 7103（5番人気）
馬連票数 計 219303 的中 �� 7678（6番人気）
馬単票数 計 166552 的中 �� 3885（9番人気）
ワイド票数 計 109298 的中 �� 5148（7番人気）�� 18611（1番人気）�� 6265（5番人気）
3連複票数 計 251657 的中 ��� 19054（2番人気）
3連単票数 計 690822 的中 ��� 6247（25番人気）

ハロンタイム 12．7―11．0―11．8―12．4―12．6

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．7―23．7―35．5―47．9

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ヒ ス ト リ コ 

�
父 スウェプトオーヴァーボード 


�
母父 ダンスインザダーク 初出走

2016．3．17生 牝2鹿 母 エーピーモモ 母母 サ ヤ カ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フレンドダイヤ号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成30年8月7日まで平地競走

に出走できない。



20007 7月7日 雨 稍重 （30函館2）第1日 第7競走 ��
��1，800�サラブレッド系3歳

発走13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
1：45．7
1：43．9

良
良

610 フラッグサルート 牝3鹿 54 池添 謙一吉田 照哉氏 浜田多実雄 千歳 社台ファーム 440＋ 41：50．1 4．7�
814 キングジョーカ 牡3鹿 56 田中 勝春�FTU 天間 昭一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 472－ 41：50．2� 26．8�
47 グラマラスライフ 牝3黒鹿54 C．ルメール �シルクレーシング 田村 康仁 安平 ノーザンファーム 464－ 61：50．41� 1．8�
11 ニシノフリヒメ 牝3栗 54 横山 和生西山 茂行氏 的場 均 浦河 谷川牧場 414＋ 2 〃 ハナ 71．4�
22 オールドナシュワン 牡3黒鹿56 蛯名 正義�リーヴァ 松永 康利 新冠（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 490－121：50．5	 40．6	
23 ブライトロージー 牝3栗 54

52 △横山 武史吉田 千津氏 林 徹 千歳 社台ファーム 474± 0 〃 クビ 9．0

58 フラッシュスタイル 牡3黒鹿56 岩田 康誠嶋田 賢氏 田中 清隆 新ひだか 服部 牧場 494± 01：50．6クビ 33．3�
611 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 468＋ 61：50．92 69．3�
35 ア ス ト ル ム 牡3栗 56 中井 裕二 �カナヤマホール

ディングス 浜田多実雄 日高 ヤナガワ牧場 454－121：51．0クビ 9．3
712 ウィズワンアコード 牡3栗 56

55 ☆小崎 綾也岡田 牧雄氏 藤沢 則雄 新ひだか 岡田スタツド 468－ 61：51．21� 26．3�
713 スエヒロドラ 牝3鹿 54

53 ☆加藤 祥太�みどり住宅 藤沢 則雄 新冠 小泉牧場 444－ 41：51．41� 299．7�
46 ウインオルフェウス 牡3鹿 56 松岡 正海�ウイン 奥平 雅士 新冠 コスモヴューファーム 450－ 41：51．61	 13．8�
815 コスモフェリーク 牝3栗 54 黛 弘人 �ビッグレッドファーム 菊川 正達 新冠 ビッグレッドファーム 422＋ 41：52．02	 96．1�
59 ゴールドシスター 牝3栗 54 吉田 隼人居城 寿与氏 中川 公成 新冠 北勝ファーム 430＋161：52．2� 31．3�
34 アザミジョウ 牝3青 54

51 ▲西村 淳也河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 426－ 41：52．41	 285．4�
（15頭）

売 得 金
単勝： 24，655，600円 複勝： 27，591，900円 枠連： 10，102，800円
馬連： 32，353，400円 馬単： 19，132，900円 ワイド： 25，234，600円
3連複： 44，285，600円 3連単： 66，925，900円 計： 250，282，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 470円 複 勝 � 150円 � 340円 � 120円 枠 連（6－8） 4，900円

馬 連 �� 6，300円 馬 単 �� 9，710円

ワ イ ド �� 1，500円 �� 210円 �� 870円

3 連 複 ��� 2，930円 3 連 単 ��� 28，710円

票 数

単勝票数 計 246556 的中 � 41866（2番人気）
複勝票数 計 275919 的中 � 46897（2番人気）� 12964（6番人気）� 85311（1番人気）
枠連票数 計 101028 的中 （6－8） 1595（14番人気）
馬連票数 計 323534 的中 �� 3977（19番人気）
馬単票数 計 191329 的中 �� 1477（33番人気）
ワイド票数 計 252346 的中 �� 3667（19番人気）�� 38869（1番人気）�� 6618（9番人気）
3連複票数 計 442856 的中 ��� 11317（5番人気）
3連単票数 計 669259 的中 ��� 1690（81番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．4―23．9―35．8―47．8―1：00．0―1：12．3―1：25．2―1：37．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．1―3F37．8
1
3
14，9（3，6，15）（1，7，12）（5，8，11）（4，13）（2，10）
14，9（3，6）（1，7，15）（5，12）（8，10）11，13（4，2）

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

勝馬の
紹 介

フラッグサルート �
�
父 タートルボウル �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2018．1．28 京都15着

2015．5．11生 牝3鹿 母 ラバンディエーラ 母母 ナショナルフラッグ 5戦1勝 賞金 7，750，000円
※出走取消馬 カヴァロディーオ号（疾病〔右後肢跛行〕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 エスケートーラス号・メバエ号

20008 7月7日 雨 稍重 （30函館2）第1日 第8競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時45分 （芝・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳52�4歳以上55�
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

59 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 488＋ 41：10．1 9．2�
816 スリーランディア 牝4鹿 55 岩田 康誠永井商事� 橋田 満 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 422－ 21：10．41� 10．7�
11 トワイライトライフ 牝4鹿 55

54 ☆木幡 初也 �サンデーレーシング 黒岩 陽一 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 462＋ 6 〃 クビ 3．4�

815 エイシンエレガンス 牝3青鹿52 丸山 元気�栄進堂 松元 茂樹 浦河 栄進牧場 428＋ 4 〃 アタマ 33．2�
35 コーラルリーフ 牝3栗 52 古川 吉洋�ノースヒルズ 宮本 博 新冠 平山牧場 430＋ 21：10．5クビ 17．1	
713 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 B444＋ 21：10．6� 18．6

12 グ リ エ ル マ 牝3鹿 52

51 ☆小崎 綾也小川眞査雄氏 矢作 芳人 日高 日高大洋牧場 452± 0 〃 ハナ 7．9�
714 シ ア ン 牝4栗 55

54 ☆加藤 祥太吉田 照哉氏 今野 貞一 千歳 社台ファーム 424＋ 6 〃 クビ 26．7�
611 ルーズベルトゲーム 牝4黒鹿55 北村 友一 �社台レースホース安田 隆行 千歳 社台ファーム 430＋ 4 〃 ハナ 4．1
612 メジャータイフーン 牝5栗 55 池添 謙一林 正道氏 斉藤 崇史 新ひだか 服部 牧場 486± 01：10．81� 28．5�
36 シェヴェルニー 牝5黒鹿55 長岡 禎仁�ミルファーム 石栗 龍彦 千歳 社台ファーム 444＋ 41：10．9� 77．0�
23 	 プ ン メ リ ン 牝4鹿 55 丹内 祐次 �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 474＋ 81：11．11� 93．7�
510 プルメリアブーケ 牝5栗 55 柴山 雄一吉田 勝己氏 高橋 裕 安平 ノーザンファーム 464＋ 2 〃 ハナ 159．2�
47 キャラメルフレンチ 牝4栗 55

53 △菊沢 一樹 �ノルマンディーサ
ラブレッドレーシング 河内 洋 浦河 惣田 英幸 464－ 21：11．2クビ 159．9�

24 ブリリアントアート 牝4黒鹿 55
54 ☆木幡 巧也山田 弘氏 岩戸 孝樹 新ひだか 岡田スタツド 418＋101：11．62� 87．3�

48 イ イ ゾ 牝3鹿 52 城戸 義政杉澤 光雄氏 鈴木 孝志 新冠 川島牧場 450－ 21：11．91� 7．6�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，090，900円 複勝： 35，052，000円 枠連： 12，116，300円
馬連： 41，718，800円 馬単： 20，024，900円 ワイド： 30，746，300円
3連複： 59，176，200円 3連単： 73，387，200円 計： 295，312，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 920円 複 勝 � 250円 � 320円 � 150円 枠 連（5－8） 3，640円

馬 連 �� 4，840円 馬 単 �� 9，720円

ワ イ ド �� 2，010円 �� 640円 �� 820円

3 連 複 ��� 5，940円 3 連 単 ��� 49，490円

票 数

単勝票数 計 230909 的中 � 20035（5番人気）
複勝票数 計 350520 的中 � 32673（5番人気）� 23713（6番人気）� 77846（1番人気）
枠連票数 計 121163 的中 （5－8） 2573（15番人気）
馬連票数 計 417188 的中 �� 6669（19番人気）
馬単票数 計 200249 的中 �� 1544（37番人気）
ワイド票数 計 307463 的中 �� 3756（23番人気）�� 12747（5番人気）�� 9708（9番人気）
3連複票数 計 591762 的中 ��� 7465（17番人気）
3連単票数 計 733872 的中 ��� 1075（141番人気）

ハロンタイム 11．9―10．5―11．4―11．9―12．0―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
11．9―22．4―33．8―45．7―57．7

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

ブレッシングテレサ �
�
父 マンハッタンカフェ �

�
母父 エ リ シ オ デビュー 2016．2．28 阪神1着

2013．3．5生 牝5青鹿 母 アドマイヤテレサ 母母 ヒ ー ド 15戦2勝 賞金 16，500，000円



20009 7月7日 雨 稍重 （30函館2）第1日 第9競走 ��1，700�サラブレッド系3歳以上
発走14時15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

67 ツクバクロオー 牡3青鹿54 丸山 元気荻原 昭二氏 根本 康広 新ひだか 田上 徹 450＋ 41：45．8 10．9�
44 � チビノヴァルタン 牝5鹿 55

53 △横山 武史梅澤 明氏 栗田 徹 千歳 社台ファーム 454± 01：46．22� 10．1�
811 カフェアトラス 牡3鹿 54

53 ☆木幡 初也西川 光一氏 古賀 慎明 新ひだか 三石橋本牧場 500－ 41：46．41� 34．4�
810 メンターモード 牡4鹿 57 C．ルメール 青山 洋一氏 藤岡 健一 千歳 社台ファーム 490＋ 21：46．5� 7．9�
66 フ ラ ン ド ル 	5鹿 57 北村 友一寺田 寿男氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム B496＋12 〃 クビ 3．5�
22 ヴィジョンオブラヴ 牡3青鹿54 藤岡 佑介大塚 亮一氏 新開 幸一 新冠 佐藤牧場 490－ 61：46．81
 27．9�
55 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 442＋ 2 〃 アタマ 13．6

79 メイショウヴォルガ 牡4鹿 57

55 △菊沢 一樹松本 好雄氏 本田 優 浦河 村下 明博 490± 01：46．9� 4．5�
33 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 464－ 61：47．0� 4．2�
11 スマートヴォルフ 牡3鹿 54 岩田 康誠大川 徹氏 石橋 守 日高 戸川牧場 466－ 21：48．59 18．7
78 モンサンロジェ 牝3黒鹿 52

51 ☆木幡 巧也山下 新一氏 牧 光二 日高 下河辺牧場 B490－ 61：50．4大差 225．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 23，213，300円 複勝： 34，278，200円 枠連： 8，685，300円
馬連： 42，367，800円 馬単： 20，072，500円 ワイド： 28，631，300円
3連複： 54，849，500円 3連単： 84，529，200円 計： 296，627，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，090円 複 勝 � 280円 � 260円 � 750円 枠 連（4－6） 1，210円

馬 連 �� 5，190円 馬 単 �� 9，060円

ワ イ ド �� 1，280円 �� 3，580円 �� 3，080円

3 連 複 ��� 31，420円 3 連 単 ��� 192，110円

票 数

単勝票数 計 232133 的中 � 17031（6番人気）
複勝票数 計 342782 的中 � 34795（5番人気）� 36663（4番人気）� 10288（10番人気）
枠連票数 計 86853 的中 （4－6） 5524（5番人気）
馬連票数 計 423678 的中 �� 6316（19番人気）
馬単票数 計 200725 的中 �� 1661（35番人気）
ワイド票数 計 286313 的中 �� 5922（16番人気）�� 2030（39番人気）�� 2372（36番人気）
3連複票数 計 548495 的中 ��� 1309（88番人気）
3連単票数 計 845292 的中 ��� 319（512番人気）

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

通過タイム
100� 300� 500� 700� 900� 1，100� 1，300� 1，500�
7．0―18．6―30．7―43．3―55．9―1：08．4―1：21．0―1：33．5

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

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

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ツクバクロオー �
�
父 ロージズインメイ �

�
母父 Jade Robbery デビュー 2017．7．1 函館2着

2015．4．14生 牡3青鹿 母 ミヤギバスター 母母 マザーシプトン 7戦2勝 賞金 19，500，000円

20010 7月7日 雨 稍重 （30函館2）第1日 第10競走 ��
��1，800�

や く も

八 雲 特 別
発走14時50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 224，000円 64，000円 32，000円 � コースレコード

中央レコード
1：45．7
1：43．9

良
良

11 ゴールドギア 牡3黒鹿54 C．ルメール 有馬 博文氏 伊藤 圭三 浦河 三嶋牧場 468＋ 21：50．7 1．8�
88 � トーセンスーリヤ 牡3栗 54 四位 洋文島川 �哉氏 小野 次郎 日高 有限会社 エ

スティファーム 472＋ 61：51．02 4．8�
55 � ホウオウジャンプ 牡4鹿 57 岩田 康誠小笹 芳央氏 池上 昌和 千歳 社台ファーム 496－101：51．31	 17．0�
66 ショウナンサニー 牡4鹿 57 池添 謙一国本 哲秀氏 須貝 尚介 新冠 ムラカミファーム 480－ 41：51．4
 9．9�
77 ダンシングチコ 牝3鹿 52 藤岡 康太石瀬 浩三氏 大竹 正博 千歳 社台ファーム 472＋ 81：51．5
 3．6�
22 フライングゲット 牡4黒鹿57 丹内 祐次千明牧場 岩戸 孝樹 日高 千明牧場 448± 01：51．6	 132．8	
33 アルゴセイコウ 牡3黒鹿54 菱田 裕二エンジェルレーシング
 角田 晃一 新冠 川島牧場 464－ 2 〃 アタマ 23．5�
44 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 B444－ 21：52．98 94．5�

（8頭）

売 得 金
単勝： 33，521，100円 複勝： 48，614，800円 枠連： 発売なし
馬連： 46，754，900円 馬単： 30，210，500円 ワイド： 27，033，200円
3連複： 53，581，400円 3連単： 136，019，900円 計： 375，735，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 240円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 610円

ワ イ ド �� 180円 �� 400円 �� 610円

3 連 複 ��� 1，120円 3 連 単 ��� 3，080円

票 数

単勝票数 計 335211 的中 � 148048（1番人気）
複勝票数 計 486148 的中 � 256248（1番人気）� 67452（3番人気）� 22946（5番人気）
馬連票数 計 467549 的中 �� 85139（2番人気）
馬単票数 計 302105 的中 �� 36888（2番人気）
ワイド票数 計 270332 的中 �� 48602（2番人気）�� 15516（5番人気）�� 9445（10番人気）
3連複票数 計 535814 的中 ��� 35728（5番人気）
3連単票数 計1360199 的中 ��� 31996（9番人気）

ハロンタイム 12．7―11．9―12．5―12．6―12．7―12．5―12．3―11．7―11．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―24．6―37．1―49．7―1：02．4―1：14．9―1：27．2―1：38．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．3―3F35．8
1
3
4，7（2，5，6）3，8－1
4，7（2，5，6）3（8，1）

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

勝馬の
紹 介

ゴールドギア 
�
父 ロードカナロア 

�
母父 ゼンノロブロイ デビュー 2017．10．9 東京1着

2015．3．1生 牡3黒鹿 母 ギンザボナンザ 母母 ア ル ウ ェ ン 9戦2勝 賞金 35，824，000円



20011 7月7日 雨 稍重 （30函館2）第1日 第11競走 ��
��2，000�

ごりょうかく

五稜郭ステークス
発走15時25分 （芝・右）
3歳以上，1，600万円以下，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

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
1：57．8
1：56．1

良
良

811 マイスタイル 牡4鹿 57 田中 勝春寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか 猪野毛牧場 460－ 22：01．5 1．8�
44 スティッフェリオ 牡4鹿 57 北村 友一 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 450± 02：02．03 4．5�
11 ドレッドノータス �5栗 57 藤岡 康太 �キャロットファーム 矢作 芳人 安平 ノーザンファーム 450± 02：02．63	 7．7�
67 メイショウフェイク 牡6鹿 57 菱田 裕二内田 玄祥氏 奥平 雅士 安平 ノーザンファーム 510－ 42：02．81 10．5�
810
 エリモジパング 牡8青鹿57 黛 弘人山本三津子氏 中野 栄治 えりも エクセルマネジメント 472＋122：02．9� 133．2�
78 ギブアンドテイク �7栗 57 岩田 康誠嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 浦河 昭和牧場 482＋102：03．32	 35．9	
22 ア ク ー ト 牡5鹿 57 C．ルメール �サンデーレーシング 宗像 義忠 安平 ノーザンファーム 442＋ 22：03．4	 7．4

33 トレクァルティスタ �7黒鹿57 丸山 元気 �サンデーレーシング 藤沢 和雄 安平 ノーザンファーム 492＋102：03．61	 52．0�
66 ワールドレーヴ 牡8黒鹿57 蛯名 正義嶋田 賢氏 鹿戸 雄一 新ひだか 服部 牧場 488＋182：03．7	 261．1�
79 ショウナンマルシェ �7青鹿57 池添 謙一国本 哲秀氏 和田 勇介 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 478＋ 22：04．12	 13．8
55 
 スズカビスタ 牡7鹿 57 川島 信二永井 啓弍氏 谷 潔 平取 稲原牧場 458＋ 22：06．6大差 211．8�

（11頭）

売 得 金
単勝： 60，922，300円 複勝： 88，898，900円 枠連： 25，300，100円
馬連： 143，790，300円 馬単： 71，067，700円 ワイド： 76，921，100円
3連複： 191，939，900円 3連単： 341，463，300円 計： 1，000，303，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 130円 � 150円 枠 連（4－8） 410円

馬 連 �� 420円 馬 単 �� 650円

ワ イ ド �� 190円 �� 280円 �� 380円

3 連 複 ��� 720円 3 連 単 ��� 1，980円

票 数

単勝票数 計 609223 的中 � 260612（1番人気）
複勝票数 計 888989 的中 � 357547（1番人気）� 140560（2番人気）� 100744（3番人気）
枠連票数 計 253001 的中 （4－8） 47713（1番人気）
馬連票数 計1437903 的中 �� 264119（1番人気）
馬単票数 計 710677 的中 �� 81263（1番人気）
ワイド票数 計 769211 的中 �� 114839（1番人気）�� 67306（2番人気）�� 46098（5番人気）
3連複票数 計1919399 的中 ��� 199313（1番人気）
3連単票数 計3414633 的中 ��� 124672（1番人気）

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

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―36．2―48．8―1：01．0―1：13．2―1：25．4―1：37．8―1：49．6

コーナー
通過順位

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

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

勝馬の
紹 介

マイスタイル �
�
父 ハーツクライ �

�
母父 フォーティナイナー デビュー 2016．11．26 京都3着

2014．4．1生 牡4鹿 母 ファーストナイナー 母母 レディダンジグ 13戦4勝 賞金 116，478，000円
〔その他〕 スズカビスタ号は，競走中に疾病〔右前肢跛行〕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。

20012 7月7日 雨 重 （30函館2）第1日 第12競走 ��
��1，000�

ふ ん か わ ん

噴 火 湾 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 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
57．7
56．9

重
重

68 レ イ ダ ー 牡4鹿 57 藤岡 康太石川 達絵氏 堀 宣行 安平 追分ファーム 524－ 2 58．2 2．9�
710 タマモコーラス 牝4黒鹿55 四位 洋文タマモ� 武 英智 新ひだか 曾我 博 458－ 2 58．62� 3．6�
812 ブレイヴバローズ 牡4黒鹿57 菱田 裕二猪熊 広次氏 角田 晃一 日高 下河辺牧場 472＋ 2 58．81	 8．2�
79 ライオンボス 牡3栗 54 北村 友一�和田牧場 和田正一郎 新冠 対馬 正 514－ 4 59．01 18．1�
56 ハングリーベン 牡4鹿 57 吉田 隼人石瀬 浩三氏 武井 亮 新冠 樋渡 志尚 450＋ 6 〃 クビ 9．9	
44 
 スーパーモリオン 牡4青鹿57 岩田 康誠林 正道氏 浅見 秀一 米 Mr. & Mrs.

Al Mazzetti 508± 0 59．1� 4．3

67 クリノレオノール 牝4鹿 55 城戸 義政栗本 博晴氏 星野 忍 日高 日西牧場 456＋10 59．31	 34．4�
11 ヤマニンシャンデル 牝6栗 55 勝浦 正樹土井 肇氏 栗田 徹 新冠 錦岡牧場 468－ 2 59．4クビ 56．2�
55 � グレートブレス 牡6栗 57 丸山 元気 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 高柳 大輔 新ひだか 岡田牧場 520－ 6 59．71� 71．9
22 リリーウイナー 牡6鹿 57 藤懸 貴志土井 孝夫氏 平田 修 日高 下河辺牧場 524＋ 21：00．01� 186．8�
811 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 428－ 21：00．1� 23．5�
33 ウインジェルベーラ 牝3栗 52 松岡 正海�ウイン 金成 貴史 新冠 コスモヴューファーム 464－ 41：00．63 49．0�

（12頭）

売 得 金
単勝： 47，822，600円 複勝： 57，978，000円 枠連： 18，844，300円
馬連： 91，547，100円 馬単： 44，688，800円 ワイド： 58，504，300円
3連複： 119，102，800円 3連単： 183，540，800円 計： 622，028，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 290円 複 勝 � 120円 � 130円 � 180円 枠 連（6－7） 460円

馬 連 �� 500円 馬 単 �� 900円

ワ イ ド �� 260円 �� 420円 �� 420円

3 連 複 ��� 1，100円 3 連 単 ��� 4，070円

票 数

単勝票数 計 478226 的中 � 130259（1番人気）
複勝票数 計 579780 的中 � 136128（1番人気）� 125273（2番人気）� 66700（4番人気）
枠連票数 計 188443 的中 （6－7） 31723（1番人気）
馬連票数 計 915471 的中 �� 140139（1番人気）
馬単票数 計 446888 的中 �� 36985（1番人気）
ワイド票数 計 585043 的中 �� 61943（2番人気）�� 34101（5番人気）�� 34185（4番人気）
3連複票数 計1191028 的中 ��� 80736（2番人気）
3連単票数 計1835408 的中 ��� 32649（4番人気）

ハロンタイム 12．2―10．7―11．9―11．7―11．7

通過タイム
200� 400� 600� 800�
12．2―22．9―34．8―46．5

コーナー
通過順位

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

勝馬の
紹 介

レ イ ダ ー �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 Capote デビュー 2017．4．30 東京4着

2014．4．22生 牡4鹿 母 エ グ ジ ジ ェ 母母 Cookie 7戦4勝 賞金 48，428，000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 アポロリュウセイ号
（非抽選馬） 1頭 マッジョネラ号



（30函館2）第1日 7月7日（土曜日） 雨一時曇 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

稍重
稍重後重

競走回数 12回 出走頭数 139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

186，220，000円
6，450，000円
18，260，000円
1，040，000円
19，200，000円
57，722，000円
3，614，000円
1，334，400円

勝馬投票券売得金
350，424，900円
452，133，200円
108，846，300円
584，232，800円
317，036，500円
381，421，400円
772，347，700円
1，313，819，000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 4，280，261，800円

総入場人員 3，522名 （有料入場人員 3，098名）
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